
営業所名 営業所所在地 営業所ＴＥＬ 申請者肩書 代表者名 申請者名 業種 種目 許可番号 許可年月日 許可満了日
飛竜 岡山市北区撫川９４１番地１ 293-1171 代表取締役 赤木隆則 ㈱飛竜 そうざい製造業 2722982 平成28年2月25日 平成34年1月31日

那須食品有限会社 岡山市東区長沼８４４番地３ 942-3453 代表取締役 那須慎一 那須食品㈲ そうざい製造業 2720190 平成27年4月21日 平成32年4月30日

フレッシュ・マルシェ医大前店総菜センター 岡山市北区春日町７番２９号スカイガーデン春日町１Ｆ 236-1711 代表取締役 松田久 両備ホールディングス㈱ そうざい製造業 2722136 平成27年11月26日 平成33年5月31日

有限会社川上食品 岡山市南区浜野四丁目１９番２０号 263-3279 代表取締役 谷田美貴夫 ㈲川上食品 そうざい製造業 2721596 平成27年9月24日 平成32年12月31日

リョービプラッツ泉田店 岡山市南区泉田３８１番地１ 242-2911 代表取締役 松田久 両備ホールディングス㈱ そうざい製造業 2722130 平成27年11月26日 平成32年12月31日

株式会社岡三食品 岡山市東区西大寺新地３６０番地８ 942-7781 代表取締役 花田雅江 ㈱岡三食品 みそ製造業 2722876 平成28年2月18日 平成33年4月30日

森脇有機野菜工房 岡山市南区中畦９６５番地 298-3047 髙月通博 みそ製造業 2722927 平成28年2月23日 平成33年9月30日

はなみずきの会 岡山市南区西高崎２９番地 坪井瑞穂 みそ製造業 2721327 平成27年9月3日 平成32年9月30日

源照寺 岡山市中区新京橋一丁目３番２１号 272-1478 代表役員 藤丸顕雄 宗教法人源照寺 みそ製造業 2722900 平成28年2月16日 平成33年10月31日

手打そば千喜知庵 岡山市北区中山下一丁目７番７号 223-1216 渡邉潤平 めん類製造業 2722134 平成27年11月26日 平成33年6月30日

株式会社メゾンフード 岡山市南区並木町二丁目１６番１４号せのおビル１Ｆ１０６号 265-4241 代表取締役 川上秀夫 ㈱メゾンフード めん類製造業 2721381 平成27年9月8日 平成32年12月31日

クック・チャム岡山今店 岡山市北区今七丁目２１番５号 259-5499 代表取締役 野口佳秀 ㈱クック・チャム四国 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2721211 平成27年9月29日 平成33年1月31日

山陽マルナカ庭瀬店 岡山市北区平野８５９番地１ 292-0771 代表取締役 井出武美 ㈱山陽マルナカ 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2723155 平成28年3月17日 平成34年1月31日

スーパーセンタートライアル東岡山店 岡山市東区藤井２５４番地１ 208-3777 濵本昌志 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2722970 平成28年2月23日 平成33年4月30日

株式会社ハローズ瀬戸店 岡山市東区瀬戸町瀬戸１７８番地 952-3986 代表取締役 佐藤利行 ㈱ハローズ 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2720807 平成27年6月30日 平成33年4月30日

フレッシュ・マルシェシンフォニー店 岡山市北区表町一丁目５番１号岡山シンフォニービル１F 223-4118 代表取締役 松田久 両備ホールディングス㈱ 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2722122 平成27年11月26日 平成33年7月31日

グリーングルメ 岡山市北区表町二丁目１番１号天満屋岡山店地階食品売場 231-7922 代表取締役 岩田弘三 ㈱ロック・フィールド 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2623485 平成27年4月24日 平成32年7月31日

四季のおかず館美笑天満屋店 岡山市北区表町二丁目１番１号てんちかＦＯＯＤ　ＧＡＲＤＥＮ 231-7755 代表取締役 藤田和子 ㈲美笑 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2720021 平成27年4月22日 平成32年7月31日

からあげ縁天満屋岡山店 岡山市北区表町二丁目１番１号天満屋岡山店地階食品売場 233-1788 代表取締役 髙木巌 ㈱シーノ 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2720028 平成27年4月24日 平成32年7月31日

はせい 岡山市北区表町二丁目１番１号天満屋岡山店地階食品売場 231-7111 代表取締役社長 中島盛雄 ㈱長谷井商店 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2720031 平成27年4月24日 平成32年7月31日

デリカーテ・ニッポンハム 岡山市北区表町二丁目１番１号天満屋岡山店地階食品売場 231-7658 取締役社長 末澤壽一 日本ハム㈱ 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2720088 平成27年4月24日 平成32年7月31日

銀座ハゲ天 岡山市北区表町二丁目１番１号天満屋岡山店地階食品売場 231-7615 代表取締役 渡辺徹 ㈱渡辺ハゲ天 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2720115 平成27年4月24日 平成32年7月31日

梅の花岡山天満屋店（オリエンタル） 岡山市北区表町二丁目１番１号天満屋岡山店地階食品売場 221-3188 代表取締役 吉田訓 ㈱梅の花ｐｌｕｓ 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2720134 平成27年5月14日 平成32年7月31日

㈱紀文食品 岡山市北区表町二丁目１番１号天満屋岡山店地階食品売場 231-7925 代表取締役社長 志氣透 ㈱紀文食品 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2720163 平成27年4月24日 平成32年7月31日

とんかつまい泉 岡山市北区表町二丁目１番１号天満屋岡山店地階食品売場 233-1171 代表取締役社長 岡本猛 井筒まい泉㈱ 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2720173 平成27年4月24日 平成32年7月31日

天満屋岡山店地階共同厨房 岡山市北区表町二丁目１番１号天満屋岡山店地階食品売場 231-7111 代表取締役 伊原木省五 ㈱天満屋 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2720311 平成27年4月24日 平成32年7月31日

ホルンマイヤー 岡山市北区表町二丁目１番１号天満屋岡山店地階食品売場 231-7923 代表取締役社長 倉森義雄 ホルンマイヤー㈱ 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2720314 平成27年5月14日 平成32年7月31日

和惣菜つみき 岡山市北区表町二丁目１番１号岡山天満屋地階食品売場 231-2215 代表取締役 山本雅史 ㈱魚宗フーズ 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2720429 平成27年6月1日 平成32年7月31日

㈱丸徳岡山店 岡山市北区表町二丁目１番１号天満屋岡山店地階食品売場 226-0109 代表取締役 齊藤俊徳 ㈱丸徳 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2720456 平成27年6月1日 平成32年7月31日

柿安ダイニング天満屋岡山店 岡山市北区表町二丁目１番１号天満屋岡山店地階食品売場 231-7678 代表取締役 赤塚保正 ㈱柿安本店 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2720555 平成27年5月28日 平成32年7月31日

又来軒天満屋店 岡山市北区表町二丁目１番１号天満屋岡山店地階食品売場 231-7914 代表取締役 高橋民雄 ㈲ゆうらい公司 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2720565 平成27年6月1日 平成32年7月31日

天満屋岡山店地階京のれん 岡山市北区表町二丁目１番１号天満屋岡山店地階食品売場 231-7111 代表取締役 伊原木省五 ㈱天満屋 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2720587 平成27年6月1日 平成32年7月31日

ハピーマート京山店 岡山市北区谷万成一丁目１１番４６号 253-6868 代表取締役 野口重明 ㈱天満屋ストア 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2720535 平成27年5月26日 平成32年7月31日

からあげ屋カリッジュ 岡山市南区東畦１５４番地４ 代表取締役 野﨑通雄 ㈲坂出新国際ホテル 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2721489 平成27年9月17日 平成32年9月30日

ラ・ムー平井店 岡山市中区平井六丁目６番１６号 270-7133 代表取締役 大賀昭司 大黒天物産㈱ 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2721241 平成27年9月3日 平成32年10月31日

グランドマート津高店 岡山市北区津高８２０番地 254-1141 代表取締役 岡本直樹 ㈱グランドマート 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2722226 平成27年12月10日 平成33年11月30日

新鮮市場きむら福成店 岡山市南区福成三丁目３番２１号 265-7000 代表取締役 木村宏雄 ㈱きむら 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2721815 平成27年10月22日 平成32年12月31日

デリカ　スマイル 岡山市南区千鳥町２８番５号 263-3100 代表取締役 畑中泰 ㈱ジョイワン 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2722699 平成28年1月28日 平成33年12月31日



ＯＫＡＺＵＹＡ　７７’ｓ 岡山市南区並木町二丁目２７番７号 250-9815 池淵学 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2721418 平成27年9月17日 平成32年12月31日

セブンイレブン岡山野殿東町店 岡山市北区野殿東町４番２５号 255-7500 代表社員 新庄賢二 合同会社新庄商店 飲食店営業（その他） その他 2722520 平成28年1月12日 平成33年1月31日

セブン-イレブン岡山下伊福一丁目店 岡山市北区下伊福一丁目７番２２号 253-7772 代表取締役 井阪隆一 ㈱セブン-イレブン・ジャパン 飲食店営業（その他） その他 2722917 平成28年2月16日 平成34年1月31日

ファミリーマート高柳西町店 岡山市北区高柳西町１２番８号 214-2155 田村涼子 飲食店営業（その他） その他 2720633 平成27年6月9日 平成33年1月31日

セブン-イレブンキヨスク岡山駅新幹線上りホーム店 岡山市北区駅元町１番１号ＪＲ岡山駅構内新幹線上りホーム 221-8556 代表取締役 隅田康男 ㈱ジェイアールサービスネット岡山 飲食店営業（その他） その他 2720637 平成27年6月11日 平成33年1月31日

おかやま桃子岡山駅店 岡山市北区駅元町１番１号 232-5515 代表取締役 大西直規 岡山県青果物販売㈱ 飲食店営業（その他） その他 2721894 平成27年11月10日 平成33年1月31日

セブンイレブン岡山今保店 岡山市北区今保１０３番地１ 244-7131 松岡薫 飲食店営業（その他） その他 2721256 平成27年8月27日 平成33年1月31日

カフェラセーヌ久米店 岡山市北区久米１９５番地４ 代表取締役 川井祐介 ㈱和 飲食店営業（その他） その他 2722368 平成27年12月17日 平成33年1月31日

セブンイレブン岡山田中店 岡山市北区田中１３７番地１１０ 244-8558 代表取締役 安田政弘 ㈱ＹＡＳＵＤＡＹＡ 飲食店営業（その他） その他 2722548 平成28年1月14日 平成33年1月31日

サークルＫ岡山問屋町北店 岡山市北区問屋町１３番地１０１ 805-6016 代表取締役 山田義昭 ㈲鹿嶋商店 飲食店営業（その他） その他 2721619 平成27年10月27日 平成33年1月31日

セブンイレブン岡山問屋町店 岡山市北区問屋町２０番地１０５ 243-9117 代表取締役 安田政弘 ㈱ＹＡＳＵＤＡＹＡ 飲食店営業（その他） その他 2722552 平成28年1月14日 平成33年1月31日

セブン-イレブン岡山市民病院店 岡山市北区北長瀬表町三丁目２０番１号岡山市民病院２F 246-0117 代表取締役 栗原成行 ㈲マルケイ 飲食店営業（その他） その他 2720174 平成27年4月23日 平成33年1月31日

サークルＫ岡山花尻店 岡山市北区花尻ききょう町１番地１００ 253-5763 佐藤公昭 飲食店営業（その他） その他 2720989 平成27年7月28日 平成33年1月31日

ファミリーマート岡山流通センター店 岡山市北区大内田７１１番地２ 903-1700 桑田芳宏 飲食店営業（その他） その他 2722802 平成28年2月23日 平成34年1月31日

ポムフリット 岡山市北区野田屋町一丁目２番２号１F 黒瀬公浩 飲食店営業（その他） その他 2723250 平成28年3月24日 平成34年2月28日

ファミリーマート錦町東店 岡山市北区錦町８番２６号 803-5303 森下和彦 飲食店営業（その他） その他 2721334 平成27年9月15日 平成33年2月28日

麻雀さん 岡山市北区本町２番４号若林ビル５階 224-7797 取締役 丸山明博 ㈲さん 飲食店営業（その他） その他 2721140 平成27年7月28日 平成33年2月28日

ローソン岡山柳町一丁目店 岡山市北区柳町一丁目１２番１号 212-0420 代表取締役 玉塚元一 ㈱ローソン 飲食店営業（その他） その他 2722480 平成28年1月26日 平成33年2月28日

セブン-イレブン岡山後楽園通店 岡山市北区弓之町１番１号 森田久志 飲食店営業（その他） その他 2722877 平成28年2月18日 平成33年2月28日

セブンイレブン天満屋DP岡山済生会病院店 岡山市北区国体町２番２５号 250-0077 代表取締役 伊原木省五 ㈱天満屋 飲食店営業（その他） その他 2722229 平成27年12月24日 平成33年2月28日

イオン岡山店 岡山市北区下石井一丁目２番１号 803-6600 代表取締役 岡崎双一 イオンリテール㈱ 飲食店営業（その他） その他 2721493 平成27年9月29日 平成33年2月28日

サークルＫ岡山中島店 岡山市中区中島１３６番地１ 275-9597 髙橋義治 飲食店営業（その他） その他 2722732 平成28年3月24日 平成33年3月31日

ローソン岡山浜三丁目 岡山市中区浜三丁目３番２３号 270-6620 代表取締役 金邉千佳 ㈱ボナール 飲食店営業（その他） その他 2723282 平成28年3月31日 平成33年3月31日

セブン-イレブン岡山長利店 岡山市中区長利３１１番地１ 278-5628 代表取締役 羽原巧治 フェザーフィールド㈱ 飲食店営業（その他） その他 2723072 平成28年3月8日 平成33年3月31日

サークルＫ岡山西大寺松崎店 岡山市東区西大寺松崎１５６番地５ 943-8951 代表取締役 竹内修一 ㈱サークルＫサンクス 飲食店営業（その他） その他 2722913 平成28年3月29日 平成33年4月30日

千成家平島店 岡山市東区東平島１００１番地１ 代表取締役 釼持公一郎 ㈱千成家 飲食店営業（その他） その他 2720656 平成27年6月18日 平成33年4月30日

お好み焼き一銭岡山大元店 岡山市北区西古松二丁目２５番１０号 250-8333 井上賢二 飲食店営業（その他） その他 2721212 平成27年8月18日 平成33年5月31日

ローソン岡山野田西店 岡山市北区野田三丁目８番１７号 243-1267 高見秀作 飲食店営業（その他） その他 2721284 平成27年9月24日 平成33年5月31日

ローソン岡山厚生町一丁目店 岡山市北区厚生町一丁目８番１０号 226-8066 代表取締役 玉塚元一 ㈱ローソン 飲食店営業（その他） その他 2721275 平成27年8月27日 平成33年5月31日

ＴＡＣＯ　ＳＵＮ　ＣＡＦＥ 岡山市北区大供一丁目２番２３号あかつきビル１Ｆ１０１号 関口裕章 飲食店営業（その他） その他 2720043 平成27年4月9日 平成32年5月31日

岡山赤十字第一売店 岡山市北区青江二丁目１番１号岡山赤十字病院内本館１Ｆ 235-5116 代表取締役社長 高木克昌 ㈱光洋 飲食店営業（その他） その他 2720802 平成27年6月25日 平成33年5月31日

セブンイレブン岡山東中央町店 岡山市北区東中央町５番２１号 222-5710 代表取締役 中谷祥正 ㈱赤崎屋 飲食店営業（その他） その他 2720481 平成27年5月28日 平成32年5月31日

セブン‐イレブン岡山中山下店 岡山市北区中山下一丁目２番８号ＯＳ１ビル１Ｆ 234-4334 神谷敏男 飲食店営業（その他） その他 2721230 平成27年8月25日 平成33年6月30日

セブンイレブン岡山谷万成２丁目店 岡山市北区谷万成二丁目５番５号 255-1150 代表取締役 井阪隆一 ㈱セブン-イレブン・ジャパン 飲食店営業（その他） その他 2721270 平成27年8月20日 平成33年7月31日

ローソン岡山津島南二丁目店 岡山市北区津島南二丁目１番８号 255-7044 代表取締役 坂本誠 ㈲アマキ 飲食店営業（その他） その他 2720447 平成27年5月26日 平成32年7月31日

ファミリーマート岡山青江店 岡山市南区新保１１３８番地４ 227-3470 田村涼子 飲食店営業（その他） その他 2720753 平成27年6月23日 平成32年9月30日

サークルK岡山内尾店 岡山市南区内尾２８３番地１６ 282-2892 石井将之 飲食店営業（その他） その他 2721412 平成27年9月10日 平成32年9月30日

ファミリーマート岡山内尾 岡山市南区内尾３０１番地５ 282-9566 西村義則 飲食店営業（その他） その他 2721823 平成27年11月12日 平成33年9月30日

ピザ・カリフォルニア妹尾店 岡山市南区東畦８７番地３ 282-1513 代表取締役 八田耕一 ㈱Ｈｏｎｅｙ　Ｒｕｓｈ 飲食店営業（その他） その他 2722610 平成28年1月21日 平成33年9月30日



セブンイレブン岡山藤田錦店 岡山市南区藤田２０９０番地２ 296-4977 川上英男 飲食店営業（その他） その他 2722097 平成27年11月19日 平成33年9月30日

セブン-イレブン岡山藤田店 岡山市南区藤田２３５１番地４ 296-3177 代表取締役 井阪隆一 ㈱セブン-イレブン・ジャパン 飲食店営業（その他） その他 2721291 平成27年8月25日 平成32年9月30日

たこやきエイト 岡山市南区迫川１２７番地３ 239-3732 森永保行 飲食店営業（その他） その他 2723076 平成28年3月10日 平成33年9月30日

サンクス岡山桜橋店 岡山市中区桜橋三丁目１番１号 271-2448 代表取締役 竹内修一 ㈱サークルＫサンクス 飲食店営業（その他） その他 2722435 平成28年1月26日 平成33年10月31日

ファミリーマート岡山江並店 岡山市中区江並７９番地６ 200-2088 礒本祐輔 飲食店営業（その他） その他 2721858 平成27年10月29日 平成32年10月31日

ドミノ・ピザ岡山大和町店 岡山市北区大和町一丁目１２番１０号グランベルデ大和町１Ｆ 235-3232 代表取締役 スコット・オルカー ㈱ドミノ・ピザジャパン 飲食店営業（その他） その他 2722202 平成27年12月1日 平成33年11月30日

千成家岡山一宮店 岡山市北区楢津５６７番地 代表取締役 剱持公一郎 ㈱千成家 飲食店営業（その他） その他 2722042 平成27年11月26日 平成32年11月30日

デイリーヤマザキ岡山楢津店 岡山市北区楢津１２０４番地１ 284-1351 山岡利之 飲食店営業（その他） その他 2721216 平成27年8月27日 平成32年11月30日

いづみ 岡山市北区芳賀５１１２番地１１０ 284-6308 泉昭 飲食店営業（その他） その他 2720906 平成27年7月7日 平成32年11月30日

食創・エンジニア研究所 岡山市北区芳賀５３０３番地ＯＲＩＣ内２Ｆ２０６号 259-2007 須田光郎 飲食店営業（その他） その他 2720262 平成27年4月21日 平成32年11月30日

ＡＮＡ　ＦＥＳＴＡ　岡山ゲート複合店 岡山市北区日応寺１２７７番地岡山空港ターミナルビル２階ゲート内（保安検査内） 294-3361 代表取締役社長 笠原正則 ＡＮＡ　ＦＥＳＴＡ㈱ 飲食店営業（その他） その他 2720907 平成27年7月23日 平成32年11月30日

ママきゃべつ 岡山市北区御津草生１０８４番地 森川絹子 飲食店営業（その他） その他 2721924 平成27年12月1日 平成33年11月30日

ファミリーマート建部大田 岡山市北区建部町大田４３０５番地１ 722-1717 松田尚己 飲食店営業（その他） その他 2723115 平成28年3月22日 平成33年11月30日

マル屋 岡山市北区建部町品田１３２８番地９８ 722-0273 ジェノニ　マルコ 飲食店営業（その他） その他 2720567 平成27年6月4日 平成32年11月30日

ファミリーマート福成二丁目店 岡山市南区福成二丁目２１番２２号 261-7700 岡権昌 飲食店営業（その他） その他 2721514 平成27年9月29日 平成32年12月31日

ファミリーマート岡山築港店 岡山市南区築港栄町３０番１８号 902-5112 長瀬仁志 飲食店営業（その他） その他 2721252 平成27年8月25日 平成32年12月31日

セブンイレブン岡山福田店 岡山市南区福田７２６番地 262-7262 代表取締役 平井茂 ㈱平井商店 飲食店営業（その他） その他 2721296 平成27年9月1日 平成32年12月31日

ＩＫＯＭＡ 岡山市北区庭瀬２４６番地１ 293-6093 田渕朋子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2723150 平成28年3月29日 平成34年1月31日

Ｂａｒ　月音 岡山市北区東花尻３０４番地１前原アパート１F東 292-2565 三宅由里子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721459 平成27年9月15日 平成33年1月31日

Ｚ’ｓ 岡山市北区富田町一丁目９番１５号 234-3200 山下太士 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721634 平成27年10月8日 平成33年2月28日

ＡＸ 岡山市北区野田屋町二丁目４番２３号 201-1093 田中竜也 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722114 平成27年11月26日 平成33年2月28日

スタンド育 岡山市北区野田屋町二丁目５番３号 231-8097 高森千鶴枝 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722768 平成28年2月9日 平成33年2月28日

ＣＡＦＥ＆ＢＡＲ　ＴＥＡＴＲＯ 岡山市北区錦町３番５号第２クロスビル３Ｆ 224-8383 辻千恵子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721766 平成27年10月15日 平成33年2月28日

Ｆｕｎｔａｚｉｓｔ＠ 岡山市北区錦町３番１２号鳥好ビル１Ｆ 234-1501 代表取締役 松本嵐 ㈱Ｓ．Ｒ．Ｂ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722969 平成28年2月25日 平成33年2月28日

ｃｏｍｐａｓｓ 岡山市北区錦町８番１１号フェリスビル５Ｆ５－Ｂ 代表取締役 大道雅憲 ㈱アールイーエヌ・コンセプト 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721573 平成27年10月8日 平成33年2月28日

月のあかり 岡山市北区本町４番３号ＡＲＡＴＡビルＢ１Ｆ 233-0006 代表取締役 堀田澤太輔 ㈱インプランツ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721882 平成27年11月10日 平成33年2月28日

ＨＯＮＭＡＣＨＩ２９０ＢＡＲ 岡山市北区本町５番１０号岡本ビル２Ｆ 井上和明 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2720829 平成27年7月2日 平成33年2月28日

くろねことまと 岡山市北区柳町一丁目２番１０号ビクトリアクロスビル２Ｆ２０４号 206-1554 西山清美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722450 平成28年1月7日 平成33年2月28日

ｓｉｘｔｈ　ｓｅｎｓｅ 岡山市北区柳町一丁目２番１１号ＶＣビル１Ｆ 226-3377 入船淳一 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2623505 平成27年4月2日 平成33年2月28日

クラブＲｕｓｈ 岡山市北区柳町一丁目２番１１号ヴィクトリアクロスビル４Ｆ 三宅翼 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2723025 平成28年3月1日 平成33年2月28日

ソフィア 岡山市北区柳町一丁目６番３号柳町ホワイトビル１Ｆ 224-0085 代表取締役 東村起彰 ㈱ソフィア 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721203 平成27年8月6日 平成33年2月28日

Ｔｅｒｒｏｉｒ 岡山市北区柳町一丁目９番１２号パークビル２Ｆ２０１号 桔梗晴充 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2720597 平成27年6月4日 平成33年2月28日

スナック　マカロン 岡山市北区柳町一丁目９番１３号柳町８８ビル５Ｆ 伊藤匡悟 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722412 平成27年12月24日 平成33年2月28日

スナックＣｈａｎｃｅ 岡山市北区柳町一丁目９番１４号柳町３３ビル９Ｆ９０２号 代表取締役 中村祐一 ㈱Ｌｅａｐ　リープ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722561 平成28年1月14日 平成33年2月28日

ハニートラップ 岡山市北区柳町一丁目９番２０号シティ柳町１Ｆ１０２号・１０３号 景山裕紀彦 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2720355 平成27年4月30日 平成33年2月28日

ハニートラップ 岡山市北区柳町一丁目９番２０号シティ柳町１Ｆ１０２・１０３号 206-4922 藤崎智浩 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721590 平成27年10月6日 平成33年2月28日

リビアングラス 岡山市北区柳町一丁目９番２２号ＫＴビル２Ｆ 206-5480 築地原竜也 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721380 平成27年9月8日 平成33年2月28日

トキメキ　スパーキング 岡山市北区柳町一丁目９番２２号柳町KTビル１F 澤田祐次 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721689 平成27年10月15日 平成33年2月28日

ラッセン 岡山市北区柳町一丁目１０番２４号プレジデントビル４Ｆ４－４ 汐満浩子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2720537 平成27年5月28日 平成33年2月28日



霞 岡山市北区柳町一丁目１０番２４号プレジデントビル３Ｆ３号 227-5787 王雪霞 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722562 平成28年1月19日 平成33年2月28日

花魁 岡山市北区柳町一丁目１４番３号メディア柳町１Ｆ 227-9789 伊田祐介 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2723078 平成28年3月10日 平成34年2月28日

ラウンジ凛華 岡山市北区柳町一丁目１４番１１号２Ｆ 226-7811 井上伊織 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2720827 平成27年6月30日 平成33年2月28日

セフィロス 岡山市北区柳町一丁目１４番１２号西川１００ビル４Ｆ 237-7227 代表取締役 上岡空 ㈱セフィロス 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721202 平成27年8月6日 平成33年2月28日

十蘭 岡山市北区柳町一丁目１４番１２号西川１００ビル３F３０１号 201-2565 藤井康平 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722369 平成27年12月24日 平成33年2月28日

Ｂａｒ　Ｋｎｕｃｋｌｅ 岡山市北区柳町一丁目１４番１５号藤井ビル１Ｆ 額田学 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721395 平成27年9月10日 平成33年2月28日

ごちゃごちゃ 岡山市北区柳町一丁目１４番１８号ピア１ビル５Ｆ 山内遼 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2723001 平成28年3月1日 平成34年2月28日

Bar　SHELLY 岡山市北区柳町二丁目２番８号DS岡山１７ビル３F３０１号 三宅脩介 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722693 平成28年1月26日 平成33年2月28日

ＪＡＭＭＩＮ 岡山市北区柳町二丁目４番１５号ソシアルイン柳町６Ｆ 221-3887 横内由加里 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2720268 平成27年4月30日 平成33年2月28日

春香 岡山市北区柳町二丁目１０番４号エバーグリーン柳町２F２０４号 222-1577 朴春子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721303 平成27年8月25日 平成33年2月28日

ＦＡＩＲ－Oｈ 岡山市北区蕃山町１番２２号 225-0858 松下道 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722656 平成28年1月21日 平成33年2月28日

ブンブン 岡山市中区八幡３１番地４ 仁科なほみ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2723217 平成28年3月22日 平成33年3月31日

ロマン 岡山市東区竹原１６５８番地１ 297-5667 那須野孝太 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722731 平成28年2月4日 平成33年4月30日

サード 岡山市北区十日市中町６番２７号 803-5455 代表取締役 中田英昭 ㈱ＴＯＵＲＮＡＭＥＮＴ　ＭＡＳＴＥＲ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722697 平成28年1月28日 平成33年5月31日

Ｂａｒ　Ｕｎｃｈａｉｎ 岡山市北区中山下一丁目７番２７号 221-3338 河野初仁 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2723233 平成28年3月22日 平成33年6月30日

オカダバー 岡山市北区中山下二丁目１番２１号中山下２１ビル２Ｆ２０１号 岡田智広 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2720531 平成27年5月21日 平成32年6月30日

ｅｓｐｏｉｒ 岡山市北区中山下二丁目３番４８号ホワイトビル５F 山﨑倫 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2720160 平成27年4月16日 平成32年6月30日

ｄｉｎｉｎｇ　ｂａｒ　Ｐｒｅｍｉｅｒ 岡山市北区中山下二丁目３番４９号中村第一ビル３Ｆ北 233-3222 津川翔樹 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2720642 平成27年6月9日 平成32年6月30日

アットホームバーハリボテ 岡山市北区中央町１番２号MKビル２F２０２号 藤井達人 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2720315 平成27年4月30日 平成32年6月30日

Ｋ’ｓ　Ｂａｒ 岡山市北区中央町１番２号ＭＫビル２Ｆ２０１号 鈴木和広 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2720536 平成27年5月26日 平成32年6月30日

Ｇ．Ｕ．Ｔ×３ 岡山市北区中央町１番５号中央アカマツビル３Ｆ 澤田健治 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722717 平成28年2月4日 平成33年6月30日

チング 岡山市北区中央町１番１２号三野ビル北館１Ｆ 226-3395 田慶和 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2720674 平成27年7月2日 平成33年6月30日

Ｌｉａｎ 岡山市北区中央町１番１３号カレント壱番館７Ｆ702号 223-1588 和多智美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2623172 平成27年4月7日 平成32年6月30日

Ｒａｎ 岡山市北区中央町１番１３号カレント壱番館４F４０３号 三舩実里 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721687 平成27年10月15日 平成33年6月30日

ＲＯＭＥＯ 岡山市北区中央町１番１３号カレント壱番館７F７０３号 野尻真代 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722208 平成27年12月10日 平成33年6月30日

ｖｏｉｃｅ 岡山市北区中央町１番１３号カレント壱番館１Ｆ１０３号 801-9633 山田幸二 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722421 平成28年1月5日 平成33年6月30日

ヴィオラ 岡山市北区中央町１番１３号カレント壱番館４Ｆ４０５号 222-8585 宮脇李佳 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722926 平成28年2月18日 平成33年6月30日

Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ　Ｇａｓｋｙ 岡山市北区中央町１番１４号センターパレ２Ｆ２０４号 224-6919 水野なつき 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2720671 平成27年6月9日 平成32年6月30日

Ｌａｙｌａ 岡山市北区中央町１番１４号センターパレ２Ｆ２０２号 227-0123 須賀恵 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721106 平成27年7月21日 平成33年6月30日

Ｌａｙｌａ 岡山市北区中央町１番１４号センターパレ２Ｆ２０２号 227-0123 鈴木芳之 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721673 平成27年10月13日 平成33年6月30日

かえるちゃんトコ 岡山市北区中央町１番１４号センターパレ３Ｆ３０１号 233-8767 住田理恵 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721797 平成27年10月27日 平成33年6月30日

秀兵 岡山市北区中央町２番１号ミゾテビル３Ｆ３０５号 234-1615 日向美香 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2720672 平成27年6月9日 平成32年6月30日

ｍａｓａｈｉｒｏ 岡山市北区中央町２番１号ミゾテビル３Ｆ７号 長代優広 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721197 平成27年8月6日 平成33年6月30日

Ｌｕｃｅ 岡山市北区中央町２番１号ミゾテビル３Ｆ６号 小林武司 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2723280 平成28年3月31日 平成33年6月30日

オネェ 岡山市北区中央町２番２号雪絵ビル２Ｆ２０２号 227-3339 木村由紀恵 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721304 平成27年8月27日 平成33年6月30日

ｓｈａｍｐｏｏ 岡山市北区中央町２番２号雪絵ビル３Ｆ３０１号 山岡昌子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722203 平成27年12月1日 平成33年6月30日

Ｃｈｌｏｅ 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル９Ｆ９０４号 谷本江理 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721029 平成27年7月16日 平成33年6月30日

ルイール 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル６Ｆ６０４号 鈴木順善 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721592 平成27年10月22日 平成33年6月30日

Thavasa 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル７F 233-7700 別宮快 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722694 平成28年1月26日 平成33年6月30日



ＬＥＧＥＮＤ 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル９Ｆ９０１号 大元一憲 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722963 平成28年2月23日 平成33年6月30日

ラウンジ椿 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル３Ｆ３０９号 河口耕一 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2723052 平成28年3月15日 平成33年6月30日

Ｐａｒｌｅｒ 岡山市北区中央町２番１９号グランデ岡山４Ｆ４０２号 272-2227 河端一秀 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721617 平成27年10月8日 平成33年6月30日

ブリジャール 岡山市北区中央町３番３０号クリスタルビル３F３０１号 225-0848 上田雅美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2720922 平成27年7月7日 平成33年6月30日

ＲＡＳ 岡山市北区中央町３番３３号社交ビル２F２０６号 232-1550 則武真琴 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2623483 平成27年4月2日 平成32年6月30日

Ｍｕｌａｎ　Ｒｏｕｇｅ 岡山市北区中央町３番３３号社交ビル３F３０５号 201-2588 石川雅夕美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2720803 平成27年6月25日 平成32年6月30日

花彩　ｃoｌoｒｆｕｌ 岡山市北区中央町３番３３号社交ビル５Ｆ５０１号 223-1555 古村秀樹 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721120 平成27年7月23日 平成33年6月30日

ＭＥＬＲＯＳＥ 岡山市北区中央町３番３３号社交ビル３Ｆ３０１号 231-6611 小椋美保 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721163 平成27年8月4日 平成33年6月30日

Ｂａｒ　Ｒｅｄ　Ｂｅａｒ 岡山市北区中央町３番３３号社交ビル５F５０４号 222-6222 五代昌也 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722330 平成27年12月15日 平成33年6月30日

アーティスト 岡山市北区中央町３番３３号社交ビル１Ｆ１０５号 221-7227 石川真喜 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722365 平成27年12月15日 平成33年6月30日

Ｒａｃｃｏｏｎ 岡山市北区中央町３番３３号社交ビル３Ｆ３０６号 232-1432 宮本明桂 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2723023 平成28年3月8日 平成33年6月30日

しんスケ 岡山市北区中央町３番３３号社交ビル４Ｆ４０３号 近藤真介 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2723127 平成28年3月15日 平成33年6月30日

月兎　ＵＳＡＧＩ 岡山市北区中央町３番３５号クリスタルハイツ２Ｆ２１８号 片岡三智子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721379 平成27年9月8日 平成33年6月30日

ダイアナ 岡山市北区中央町３番３５号クリスタルハイツ２Ｆ２１７号 227-3750 板野和子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721545 平成27年9月29日 平成33年6月30日

ＨＩＬＴＯＮ 岡山市北区中央町３番３５号クリスタルハイツ１F１０５号 222-3131 中島利浩 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721563 平成27年10月1日 平成33年6月30日

ファースト 岡山市北区中央町３番３５号クリスタルハイツ２Ｆ２１２号 角南寿宏 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722036 平成27年11月12日 平成33年6月30日

ｃｌｕｂ　Ｆｌｅｕｒ 岡山市北区中央町３番３６号 238-6169 小林公太 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2720368 平成27年5月19日 平成32年6月30日

Ｌａｔｔｒａ 岡山市北区中央町３番３７号中央町第５ビル５Ｆ５０２号 山村聡史 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2720370 平成27年5月7日 平成32年6月30日

縁 岡山市北区中央町３番３７号中央第５ビル１F１０４号 212-1122 佐藤ゆかり 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721740 平成27年10月29日 平成33年6月30日

Ｆｅｌｉｚ 岡山市北区中央町３番３７号中央第５ビル２Ｆ２０３号 宮永美沙子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721794 平成27年10月22日 平成33年6月30日

ラウンジ兆 岡山市北区中央町３番３７号中央第５ビル３Ｆ３０１号 221-8181 山本みどり 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721847 平成27年10月29日 平成33年6月30日

Ｂｌｕｅ　Ｒｏｓｅ 岡山市北区中央町３番３７号中央第五ビル４Ｆ４０７号 233-0727 青井智佐 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722629 平成28年1月19日 平成33年6月30日

ＭＡＧＩＣＡＬ 岡山市北区中央町３番３７号中央第５ビル３０７号 222-0496 小林美保子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722698 平成28年1月28日 平成33年6月30日

Ｖｅｎｔ　Ｖｅｒｔ 岡山市北区中央町４番２号グランドパレスビル１F－１室 226-1114 高森ひろ子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721543 平成27年9月29日 平成33年6月30日

Ｍ’ｓ 岡山市北区中央町４番２号グランパレスビル２Ｆ２０２号 232-2727 山本益実 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721982 平成27年11月17日 平成33年6月30日

エンター 岡山市北区中央町４番２号グランドパレス３Ｆ９号 289-5287 太田真人 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722205 平成27年12月8日 平成33年6月30日

ＳＮＡＣＫ　７－ＳＥＶＥＮ－ 岡山市北区中央町４番２号グランドパレス１Ｆ１０３号 953-4733 吉田静枝 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2723034 平成28年3月3日 平成33年6月30日

Ｒ．ｓｈｅｒａ 岡山市北区中央町４番３号ニューインタービル７Ｆ７０２号 224-8008 久保田智子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721269 平成27年8月25日 平成33年6月30日

ジュビランス 岡山市北区中央町４番３号ニューインタービル４Ｆ４０１号 235-1588 前田隼人 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721952 平成27年11月12日 平成33年6月30日

レディーバード 岡山市北区中央町４番３号ニューインタービル１F１０２号 233-8078 代表取締役 安井和男 ㈱千 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722331 平成27年12月17日 平成33年6月30日

凛と 岡山市北区中央町４番３号ニューインタービル２Ｆ２０２号 宮崎真明 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722978 平成28年2月23日 平成33年6月30日

スナックＢｉ－ｔｏｎ 岡山市北区中央町４番５号中央町プラザ２Ｆ２０７号 中須賀宏江 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721196 平成27年8月6日 平成33年6月30日

ピアチェーレ 岡山市北区中央町４番５号中央町プラザ４Ｆ４０３号 秋庭美乃里 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721533 平成27年9月29日 平成33年6月30日

ＤＡＲＴＳ＆ＤＩＮＩＮＧ　ＢＡＲ　ＴＯＭＭＹ 岡山市北区中央町４番５号中央町プラザ３Ｆ３０５号 226-0066 大塚賢 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722515 平成28年1月12日 平成33年6月30日

Ｌａ　Ｂｅｌｌｅ 岡山市北区中央町４番６号サントリープラザ１Ｆ１０３号 藤原マリア・チェリーベラ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721220 平成27年8月18日 平成33年6月30日

ｏｗｌ 岡山市北区中央町４番７号エミーナビル３Ｆ３０１号 岩原順子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2720757 平成27年6月18日 平成32年6月30日

プリエール 岡山市北区中央町４番７号エミーナビル６F６０２号 233-0301 山田卓史 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721186 平成27年8月4日 平成33年6月30日

ｃｌｕｂ　Ｍ 岡山市北区中央町４番７号エミーナビル４Ｆ４０３号 池本博樹 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722272 平成27年12月15日 平成33年6月30日

プリエール 岡山市北区中央町４番７号エミーナビル２F２０３号 233-0301 新井直子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722851 平成28年2月9日 平成33年6月30日



ＳＩＵＳ 岡山市北区中央町４番７号エミーナビル６Ｆ６０２号 233-0306 華房朋未 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2723051 平成28年3月8日 平成33年6月30日

さやか 岡山市北区中央町４番１０号井元ビル２Ｆ２０６号 233-6007 井上美津子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2720676 平成27年6月16日 平成32年6月30日

タイスナックトムヤンクン 岡山市北区中央町４番１０号井元ビル２Ｆ２０２号 サクシラパウドムサランヤ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2720889 平成27年7月2日 平成33年6月30日

ＬＡＬＡ 岡山市北区中央町４番１０号井元ビル２Ｆ２０４号 227-9040 ＭＡＫＩ　ＭＥＬＩＳＳＡ　ＡＲＣＥＯ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721107 平成27年7月21日 平成33年6月30日

Ｃｕｏｒｅ 岡山市北区中央町４番１０号井元ビル３Ｆ３０５号 224-8498 井手ノ瀬麻衣子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721532 平成27年10月1日 平成33年6月30日

おっさんの店元 岡山市北区中央町４番１０号イモトビル２Ｆ２０３号 江見元弥 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721598 平成27年10月6日 平成33年6月30日

正美 岡山市北区中央町４番１０号イモトビル４Ｆ４１０号 李敬淑 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721618 平成27年10月15日 平成33年6月30日

月花 岡山市北区中央町４番１０号井元ビル３Ｆ３０５号 231-1720 冨永有加里 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722584 平成28年1月19日 平成33年6月30日

Ｃａｔ 岡山市北区中央町４番１０号井元ビル３Ｆ３０２号 225-8773 槇野結花 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722964 平成28年2月25日 平成33年6月30日

華々 岡山市北区中央町４番１４号中央町第二ファミリービル２Ｆ２０２号 廣川和秀 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2720051 平成27年4月9日 平成32年6月30日

テララ 岡山市北区中央町４番１４号第２ファミリービル６Ｆ６０１号 221-2088 藤沢大地 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2720615 平成27年6月11日 平成32年6月30日

Ｐｒｉｍｅｒｏ－ＢＯＸ 岡山市北区中央町４番２６号中央４７ビル３Ｆ３０１号 鈴木千里 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2720110 平成27年4月14日 平成32年6月30日

無花果 岡山市北区中央町４番２６号中央４７ビル６Ｆ 224-0008 松川洋子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722073 平成27年11月26日 平成33年6月30日

Ｖｅｎｔ　Ｖｅｒｔ 岡山市北区中央町４番２７号グランドパレスビル１Ｆ１号 226-1114 柿崎智幸 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721821 平成27年10月27日 平成33年6月30日

ＲＯＳＥ 岡山市北区中央町６番１８号レインボープラザ１Ｆ 笹万里奈 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722387 平成27年12月17日 平成33年6月30日

クラブバー　パトーナ 岡山市北区中央町６番２２号中央町ヒルズ３F３０１号 238-5728 山本真司 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2720714 平成27年6月18日 平成32年6月30日

サプリ 岡山市北区中央町６番２２号中央町ヒルズ３Ｆ３０３号 224-1234 代表取締役 渡邊千春 ㈱メント 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721616 平成27年10月6日 平成33年6月30日

BAR　J-spot 岡山市北区中央町６番２５号中央町ビル２F 齋藤潤一 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721842 平成27年11月5日 平成33年6月30日

ラウンジトレビ 岡山市北区中央町７番６号-２サンシスビル２F 223-2020 李善玉 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2720018 平成27年4月7日 平成32年6月30日

ネバーセイネバー 岡山市北区中央町７番７号中央町ファミリービル３Ｆ３０３号 221-3988 夏山実 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721672 平成27年10月13日 平成33年6月30日

Ａｌｉｅ 岡山市北区中央町７番７号中央町ファミリービル５F５０３号 223-0027 山口有里 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721739 平成27年10月20日 平成33年6月30日

キューズ 岡山市北区中央町７番７号中央町ファミリービル４F４０２・４０３号 222-1355 上原真 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721893 平成27年11月5日 平成33年6月30日

Ａｎｇｅ～アンジュ～ 岡山市北区中央町７番７号中央町ファミリービル８F８０２号 河端一秀 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722140 平成27年12月1日 平成33年6月30日

Ｌａ　Ｎｅｖｅ 岡山市北区中央町７番７号中央ファミリービル１Ｆ１０２号 222-1115 代表取締役 中村みどり ㈱ＴＲＩＡＮＧＬＥ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2723113 平成28年3月10日 平成33年6月30日

Ｓｉｌｋ 岡山市北区中央町７番１３号アカマツ１５ビル２Ｆ２０１号 231-5560 下間重男 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2720411 平成27年5月14日 平成32年6月30日

蘭 岡山市北区中央町７番１３号アカマツ１５ビル岡山２F２０１号 吉田朋子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721403 平成27年9月8日 平成33年6月30日

Ｅｐｉｌｏｇｕｅ 岡山市北区中央町７番１３号赤松１５ビル１Ｆ１０２号 801-9900 関隆博 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721832 平成27年10月27日 平成33年6月30日

Ｌａ　Ｎｅｖｅ 岡山市北区中央町７番１３号アカマツ１５ビル４Ｆ４０１号 山下友和 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722408 平成27年12月22日 平成33年6月30日

メンズクラブトラッシュ 岡山市北区中央町７番１３号アカマツ１５ビル８F 224-8844 代表取締役 矢田貝佳克 ㈱トラッシュ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722839 平成28年2月9日 平成33年6月30日

Ｓｈｏｔｐｕｂ　Ｓｈｉｎ 岡山市北区中央町７番１３号アカマツ１５ビル２Ｆ２０５号 本田則夫 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2723114 平成28年3月15日 平成33年6月30日

リョウ 岡山市北区中央町７番２４号セントラルプラザ１Ｆ６・７号 林清美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2720733 平成27年6月16日 平成32年6月30日

のん 岡山市北区中央町７番２５号タワービル６Ｆ 234-3717 丹原伸枝 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721221 平成27年8月11日 平成33年6月30日

ハピハピ 岡山市北区中央町８番３号セントラルハイツ２F２０９号 226-6362 杉森陽子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2720611 平成27年6月4日 平成32年6月30日

ななし 岡山市北区中央町８番４号セントラルハイツ２Ｆ２０８号 石岡康孝 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2720367 平成27年5月7日 平成32年6月30日

リイル 岡山市北区中央町８番１６号銀の館２Ｆ２０３号 224-1778 川島克子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2720266 平成27年4月23日 平成32年6月30日

縁 岡山市北区中央町８番１６号銀の館１F１０６号 滕滨燕 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721559 平成27年10月1日 平成33年6月30日

Ｄａｌｉａ 岡山市北区中央町８番１６号銀の館４Ｆ４０５号 宮﨑敦子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721572 平成27年10月6日 平成33年6月30日

ワルツ 岡山市北区中央町８番１６号銀の館３Ｆ３０１号 225-5505 嶋村美淑 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721576 平成27年10月8日 平成33年6月30日

ｙｏｕｒｓ 岡山市北区中央町８番１８号岡山ナショビル５Ｆ５０１号 222-7818 代表社員 入船淳一 合同会社ｙｏｕｔｈ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2723245 平成28年3月24日 平成33年6月30日



ゴッシュ 岡山市北区中央町９番１０号ホワイトビル３Ｆ３０３号 222-6123 林美鈴 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2720263 平成27年4月21日 平成32年6月30日

Ｌａ　ｃｈｏｕｅｔｔｅ 岡山市北区中央町９番１０号中央町ホワイトビル６Ｆ６０２号 227-2828 代表取締役 小谷惠子 ㈱小谷 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721161 平成27年7月30日 平成33年6月30日

Ｌａ　ｃｈｏｕｅｔｔｅ 岡山市北区中央町９番１０号中央町ホワイトビル６Ｆ６０３号 227-2828 代表取締役 小谷惠子 ㈱小谷 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721162 平成27年7月30日 平成33年6月30日

ＳＡＳＹＡ 岡山市北区中央町９番１０号中央町ホワイトビル３Ｆ３０２号 223-0056 代表取締役 谷口正直 ㈱ＳＮＧ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721229 平成27年8月18日 平成33年6月30日

Ｖａｎｉｌｌａ 岡山市北区中央町９番１０号ホワイトビル３Ｆ３０５号 222-0081 代表取締役 谷口正直 ㈱ＳＮＧ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721382 平成27年9月8日 平成33年6月30日

ハーティー 岡山市北区中央町９番１０号ＴＭ２２ビル４Ｆ４０２号 223-1140 建神博子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722563 平成28年1月14日 平成33年6月30日

スナックＡｃｔ 岡山市北区中央町９番１０号ＴＭ-２２ビル２Ｆ２０２号 232-1800 亀山亜弓 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722949 平成28年2月18日 平成33年6月30日

ルチル 岡山市北区中央町９番１１号中央町ホワイトビル６Ｆ６０４号 222-6770 森近貴裕 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2720332 平成27年4月28日 平成32年6月30日

真理子 岡山市北区中央町９番１６号岡山２３ビル７Ｆ７０２号 瀧本真理子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2720005 平成27年4月2日 平成32年6月30日

ＧＯＮＳＡＮ 岡山市北区中央町９番１６号岡山２３ビル１Ｆ１０２号 222-2999 代表取締役 森本純子 ㈱Ｇ・Ｇカンパニー 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721393 平成27年9月8日 平成33年6月30日

Ｂｌｕｅ　ｆａｉｒｙ 岡山市北区中央町９番１６号岡山２３ビル８Ｆ８０１号 井手ノ瀬勝敏 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721862 平成27年11月5日 平成33年6月30日

スナック舞 岡山市北区中央町９番１６号２３ビル６Ｆ６０１号 227-0800 早川真由美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722716 平成28年2月2日 平成33年6月30日

ラウンジローザ 岡山市北区中央町９番２０号エミネント２２ビル５Ｆ５０１号 國安真由美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721396 平成27年9月8日 平成33年6月30日

こちゃゑ 岡山市北区田町一丁目１１番５号三誠ビル２Ｆ２０３号 227-0277 藤本栄美子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722630 平成28年1月19日 平成33年6月30日

∞エイト∞ 岡山市北区田町二丁目６番５号サンシャインプラザ２Ｆ２０２号 武入勇人 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2720495 平成27年5月19日 平成32年6月30日

ステラプラス 岡山市北区田町二丁目６番７号 206-2625 代表取締役 三村隆行 ㈱ステラプラス 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2723095 平成28年3月10日 平成33年6月30日

静けさの中で。 岡山市北区田町二丁目６番１８号１F 233-6122 村上康子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2720915 平成27年7月7日 平成33年6月30日

レーヴ 岡山市北区田町二丁目７番６号エミネント田町５Ｆ５０３号 221-8766 髙艸町子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721309 平成27年9月1日 平成33年6月30日

クレドール 岡山市北区田町二丁目７番６号エミネント田町３Ｆ３０１号 224-3737 本行圭美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721636 平成27年10月13日 平成33年6月30日

Ｉｒａｙｏｉ 岡山市北区田町二丁目７番６号エミネント田町３Ｆ３号 221-0830 薮井幸恵 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721674 平成27年10月27日 平成33年6月30日

Ｍａｇｎｏｌｉａ 岡山市北区田町二丁目７番６号エミネント田町２Ｆ２０２号 232-5577 井上博子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722898 平成28年2月16日 平成33年6月30日

Ｓｈｏｗ　Ｈｏｕｓｅ　Ｔｈｅ　Ｕｎｉｖｅｒｓｅ 岡山市北区田町二丁目８番１８号中建ビル１Ｆ 代表取締役 大﨑剛秀 ㈱ＤＰＴＶ　ＨＤ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721923 平成27年11月10日 平成33年6月30日

ｃｌｕｂ　Ｖａｌｈａｌｌａ 岡山市北区田町二丁目９番１１号シャトーヤナギ２F 近藤健 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2720159 平成27年4月16日 平成32年6月30日

CLUB　VALHALLA 岡山市北区田町二丁目９番１１号シャトーヤナギ２F 227-9733 福永涼人 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722695 平成28年1月26日 平成33年6月30日

シルバーセラフ 岡山市北区田町二丁目１２番２２号アスパイア参番館２F２０５号 233-6311 井上京子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2720019 平成27年4月7日 平成32年6月30日

Ｄｅｕｘ 岡山市北区田町二丁目１２番２２号アスパイア参番館１Ｆ１０３号 232-1299 安井己加 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2720317 平成27年4月28日 平成32年6月30日

リンド 岡山市北区田町二丁目１２番２２号アスパイア参番館３Ｆ３０６号 224-5511 横川真記 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2720423 平成27年5月12日 平成32年6月30日

ガルソワァール 岡山市北区田町二丁目１２番２２号アスパイア参番館５Ｆ５０４号・５０５号 221-4444 代表取締役 横田澄子 ㈲ヴィ・コーポレーション 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2720732 平成27年6月16日 平成32年6月30日

麗～ｕ，ｌａ，ｌａ～ 岡山市北区田町二丁目１２番２２号アスパイア参番館３Ｆ３０４号 221-5662 武本祥子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2720847 平成27年7月21日 平成33年6月30日

２８ＴＷＯ／ＥＩＧＨＴ 岡山市北区田町二丁目１２番２２号アスパイア参番館８Ｆ８０４号 224-5454 田中宏美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722873 平成28年2月25日 平成33年6月30日

花咲 岡山市北区田町二丁目１２番２２号アスパイア参番館４Ｆ４０６号 馬紅菊 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722875 平成28年2月18日 平成33年6月30日

Ｂｏｎｎｅ　ｃｈａｎｃｅ 岡山市北区田町二丁目１２番２２号アスパイア参番館８Ｆ８０１号 234-3313 代表社員 安部加代子 Ｂｏｎｎｅ　ｃｈａｎｃｅ合同会社 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722924 平成28年2月16日 平成33年6月30日

心-COCORO- 岡山市北区田町二丁目１２番２２号アスパイア参番館５Ｆ５０６号 235-0207 犬飼祐子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722951 平成28年2月25日 平成33年6月30日

リアラウンジ 岡山市北区田町二丁目１２番２４号田町ガールズビル１Ｆ・２Ｆ 田中清隆 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722207 平成27年12月1日 平成33年6月30日

ジュゴン 岡山市北区田町二丁目１３番１４号プレジール田町２Ｆ２０２号 233-3016 堀川靖子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722966 平成28年2月23日 平成33年6月30日

二重唱 岡山市北区田町二丁目１４番１４号メッセかわかみ４Ｆ４０１号 226-4022 石井令子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722700 平成28年1月28日 平成33年6月30日

ｙａｒｉｔｅ 岡山市北区田町二丁目１４番２０号 上荷一眞 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721159 平成27年7月30日 平成33年6月30日

婆やの家凪 岡山市北区磨屋町１番１７号神谷ビル１Ｆ１０３号 片岡智美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722611 平成28年1月19日 平成33年6月30日

こはく 岡山市北区磨屋町７番７号江口磨屋町プラザ３Ｆ３０２号 長尾頼良 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721139 平成27年7月30日 平成33年6月30日



ＣＵＲＲＹ　ＡＮＤ　ＢＡＲ　ＳＬＯＷＢＡＬＬＡＤ 岡山市北区磨屋町７番７号江口磨屋ビル２Ｆ２０２号 225-0515 阿部有佳 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721870 平成27年11月12日 平成33年6月30日

Ｏｋａｙａｍａ　ｇｉｒｌｓ　ｐａｒｔｙ 岡山市北区磨屋町７番７号江口磨屋町プラザ２Ｆ 232-7511 代表取締役 森田奈穂 ㈱ヒーリングガーデンアイル 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2723178 平成28年3月15日 平成33年6月30日

友垣 岡山市北区平和町６番２号日の出ビル４Ｆ 泉昭 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721900 平成27年11月10日 平成33年6月30日

Ｃｕ－Ｔｉｅ 岡山市北区平和町６番２号日の出ビル２Ｆ２０１・２０２号 山本梨央 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722271 平成27年12月15日 平成33年6月30日

スナック岡山亀 岡山市北区平和町６番２号日の出ビル３Ｆ 227-7355 森末嘉之 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722965 平成28年3月1日 平成33年6月30日

Ｍｒｓ．Ｇｒｉｓｅｌｄａ 岡山市北区平和町７番２８号西川ファミリービル３Ｆ３０３号 清藤祐司 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721577 平成27年10月6日 平成33年6月30日

スナックＤＩＯＲ 岡山市北区内山下一丁目８番２１号エバーグリーン内山下２Ｆ２０７号 次田ヒルダ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721142 平成27年8月4日 平成33年7月31日

ワインバーカラット 岡山市北区表町一丁目４番３８号グッドラックビル３Ｆ 235-0553 近藤昌子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722961 平成28年2月18日 平成33年7月31日

とまり木燦 岡山市北区表町二丁目４番５８号２Ｆ 東千恵子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721510 平成27年9月24日 平成33年7月31日

ショットバー忘れ貝 岡山市北区表町二丁目５番２２号 232-7377 岸田昭子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721179 平成27年8月6日 平成33年7月31日

ＢＡＮＧ　ＢＡＮＧ　ＢＡＮＧ 岡山市北区表町二丁目５番４０号１Ｆ１０３号 224-6576 大村啓治 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721267 平成27年8月20日 平成33年7月31日

ｍｙ ｓｏａｍｏａ 岡山市北区表町三丁目５番３２号時計台ビル１Ｆ 234-0349 恒次圭一郎 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721308 平成27年9月1日 平成33年7月31日

Ｌａ　Ｐｉｅｒｒｅ 岡山市北区表町三丁目７番７号Ｅ－Ｈｏｒｓｅ１Ｆ 池上将博 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2720371 平成27年5月7日 平成32年7月31日

スルタン 岡山市北区表町三丁目９番４５号 石井周作 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721564 平成27年10月1日 平成33年7月31日

かふぇ＆ばぁー太陽 岡山市北区表町三丁目１２番１２号千日センター街ビル１F 232-1999 行木剛夫 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2723258 平成28年3月24日 平成33年7月31日

58 岡山市北区表町三丁目１３番４１号赤松ビル１Ｆ 宮崎直樹 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721641 平成27年10月13日 平成33年7月31日

ＣＬＵＢ　Ｎｏ．９ 岡山市北区表町三丁目１３番６４号中島ビル１Ｆ 花田雄一 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721195 平成27年8月6日 平成33年7月31日

ピース 岡山市南区藤田１７９１番地８ 296-4701 佐藤靖典 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722719 平成28年2月2日 平成33年9月30日

夢のｓｉｎ－ｓoｕｎｄ 岡山市北区建部町福渡８８２番地１ 三船憲二 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2721633 平成27年10月8日 平成32年11月30日

Ｍｏｏｎ 岡山市南区築港栄町１０番９号灯の館２Ｆ２０１号 261-7221 剣持和代 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2720026 平成27年4月7日 平成32年12月31日

スナック日向 岡山市南区並木町一丁目１０番９号ニコニコビル１Ｆ１０２号 264-7576 杉田勝 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722560 平成28年1月14日 平成33年12月31日

みまさく 岡山市南区青江六丁目６番６号 265-8839 中田玲子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2722141 平成27年12月1日 平成32年12月31日

千屋牛パル 岡山市北区奉還町二丁目４番１６号 250-2968 代表取締役 金谷光晃 パルプラン㈱ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2723047 平成28年3月15日 平成34年1月31日

八剣伝今店 岡山市北区今六丁目８番８号ブランニュータウン１Ｆ 244-7754 代表取締役 半田陽子 ＡＴＴＡＫＡコーポレーション㈱ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2720288 平成27年5月7日 平成33年1月31日

陽に吹かれ 岡山市北区問屋町８番地１０１BOOTH　HAUSE１Ｆ 241-0030 代表取締役 永原敬 ㈱ゼンワークス 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2721505 平成27年9月24日 平成33年1月31日

しっとら岡山店 岡山市北区問屋町２６番地１０１ 259-2356 馬場眞樹 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2721307 平成27年9月1日 平成33年1月31日

つね屋 岡山市北区中仙道一丁目３番１１号富士ビル１Ｆ１０３号 246-0328 代表取締役 原田一彦 ㈱Ｋ－ｓｔａｒｔ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2721520 平成27年9月29日 平成33年1月31日

タイやヒラメ 岡山市北区野田屋町二丁目５番４号 江田香津美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2721192 平成27年8月6日 平成33年2月28日

お食事処くろだ 岡山市北区野田屋町二丁目８番５号 225-5775 黒田光輝 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2722806 平成28年2月9日 平成33年2月28日

旅人 岡山市北区駅前町一丁目７番２１号 大谷保之 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2720009 平成27年4月7日 平成33年2月28日

大衆酒場魚炉八 岡山市北区駅前町二丁目２番６号 代表取締役 花尾和久 ㈱クロジ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2722110 平成27年11月24日 平成33年2月28日

ダイニングｋｉｔｃｈｅｎ９８９～クジャク～ 岡山市北区幸町３番４号ウスキビル２F 懸樋大雅 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2722305 平成27年12月17日 平成33年2月28日

幸町侑じ 岡山市北区幸町５番１９号 238-3799 代表取締役 谷山雄二 ㈱八方 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2721980 平成27年11月10日 平成33年2月28日

コリアンキッチンどんがら 岡山市北区幸町６番２９号ＩＮＧビル２Ｆ 225-5255 代表取締役 立野航平 コリアンフードビジネス㈱ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2723071 平成28年3月8日 平成34年2月28日

のじか 岡山市北区幸町７番１４号 222-7977 代表取締役 平田和大 ㈲ぼんくら 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2721149 平成27年8月20日 平成33年2月28日

浪花屋鳥造岡山店 岡山市北区幸町９番２２号樹宝マンション１F 238-2406 代表社員 銭谷耕三 合同会社ナカサンフーズ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2720923 平成27年7月7日 平成33年2月28日

魚萬 岡山市北区本町１番６号第二相互ビル２Ｆ 代表取締役 大神輝博 ㈱モンテローザ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2721321 平成27年9月8日 平成33年2月28日

欧バルホン町シャンパーニュ 岡山市北区本町３番６号桃太郎プラザ１Ｆ 201-2522 代表取締役 秋田智紀 ㈲日本ＳＳ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2720938 平成27年7月7日 平成33年2月28日

居心地家廻 岡山市北区本町４番１８号コア本町B1F 207-2322 代表取締役 網永武史 ㈱ＫＡＩ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2720162 平成27年4月23日 平成33年2月28日



遊・膳　炫家　ＤＩＮＩＮＧ 岡山市北区本町４番１８号コア本町Ｂ１Ｆ 221-3309 代表取締役 角南正之 ㈲晴れ屋プロジェクト 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2722872 平成28年2月25日 平成33年2月28日

ＢＩＧＥＣＨＯ岡山本町本店．びすとろ家岡山本町店 岡山市北区本町５番６号金成ビル２Ｆ・３Ｆ・４Ｆ 235-5587 代表取締役社長 林三郎 ㈱第一興商 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2722980 平成28年2月25日 平成33年2月28日

居酒屋兎 岡山市北区本町５番１０号岡本ビル３Ｆ 224-4488 徳平大貴 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2721111 平成27年7月23日 平成33年2月28日

和バルＺＥＮ 岡山市北区本町８番１５号本町プラザ１－１ 227-2229 竹内智樹 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2721201 平成27年8月6日 平成33年2月28日

相席屋岡山本町店 岡山市北区本町８番１５号本町プラザ２F２０１号 221-4448 代表社員 花戸陽 合同会社はな戸屋 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2721780 平成27年10月22日 平成33年2月28日

いとう 岡山市北区本町８番１５号本町プラザ１Ｆ 206-6008 伊藤孝行 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2722389 平成27年12月22日 平成33年2月28日

いちぎん 岡山市北区本町９番１４号ＩＫビル１Ｆ 横山一子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2722355 平成27年12月15日 平成33年2月28日

藁焼きたたき明神丸岡山本町店 岡山市北区本町１０番２２号本町ビル地下１F 206-7881 代表取締役 西坂法彦 ㈱明神食品 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2721844 平成27年11月26日 平成33年2月28日

ホンマチバルお肉とワイン 岡山市北区本町１０番２６号 206-4616 代表取締役 秋田智紀 ㈲日本ＳＳ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2720050 平成27年4月9日 平成33年2月28日

Iza　Bar　With 岡山市北区柳町一丁目２番１１１号ビクトリアクロスビル３F 050-1521-1330 萩原認 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2722101 平成27年11月24日 平成33年2月28日

ラーメン居酒屋鷏麺堂 岡山市北区柳町一丁目８番６号新室賀ビル１Ｆ 232-9120 佐々木厚芳 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2722478 平成28年1月12日 平成33年2月28日

下西川町酒場はね黒 岡山市北区柳町一丁目１４番１２号１００ビル１Ｆ１０１号 223-2233 代表取締役 花尾和久 ㈱クロジ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2721519 平成27年9月29日 平成33年2月28日

㐂楽 岡山市北区柳町二丁目１０番４号エバーグリーン柳町２Ｆ２０７号 平田雅彦 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2722977 平成28年3月1日 平成34年2月28日

どん．でん 岡山市北区下石井二丁目３番１３号清水ビル１F１０２号 田中幸正 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2721671 平成27年10月13日 平成33年2月28日

かがみの亭 岡山市中区雄町１２番地２ＯＭＡＣＨＩエス・ワイビル１F１号 208-5700 中西清美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2722669 平成28年2月4日 平成33年3月31日

旬太 岡山市中区乙多見１２３番地５ 山元俊二 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2722519 平成28年1月19日 平成33年3月31日

串焼き大宝 岡山市中区関５３９番地３ 楢村祐輔 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2721306 平成27年8月26日 平成33年3月31日

居酒屋吉 岡山市東区可知四丁目１番１０号 942-7775 吉田稔 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2720042 平成27年4月14日 平成32年4月30日

うさぎ 岡山市東区瀬戸町江尻１０８０番地１ 952-4255 江波戸洋 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2720052 平成27年4月9日 平成32年4月30日

Ｍｉｍｏsａ　Ｄｉｎｉｎｇ 岡山市北区下中野３４４番地１０１シャローム下中野川口第２ビル1Ｆ東 250-2292 代表取締役 遠江淳 ㈱Ｅｔｅｒｎａｌ　Ｌｉｎｋ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2720414 平成27年5月21日 平成32年5月31日

瀬戸内ダイニング彩 岡山市北区大供表町１番１２号アミスタダイク１Ｆ 224-5539 樋口弘和 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2721531 平成27年9月29日 平成33年5月31日

居酒屋ひらり 岡山市北区東中央町２番５号 益田智美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2722712 平成28年2月2日 平成33年5月31日

草家（チョガ） 岡山市北区清輝橋二丁目１番１６号 221-0088 金那映 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2722950 平成28年2月18日 平成33年5月31日

ダイニング前原 岡山市北区南中央町２番１４号長瀬ビル１Ｆ１０２号 前原美都恵 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2720480 平成27年5月19日 平成32年5月31日

和源 岡山市北区中山下一丁目７番２０号グランビア中山下１Ｆ 226-0808 代表取締役 近藤和久 ㈱カズゲン 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2723128 平成28年3月15日 平成33年6月30日

ごち 岡山市北区中山下一丁目９番１２号クライン・ガルテン中山下１Ｆ１０３号 206-6605 西栄次朗 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2721814 平成27年10月22日 平成33年6月30日

表町イタリアンＭＡＲＩＯ 岡山市北区中山下一丁目１１番１０号 235-0103 矢内拓己 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2720641 平成27年6月11日 平成32年6月30日

立ち呑みマルコ 岡山市北区中央町１番２号MKビル１F１０２号 渡辺裕介 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2721479 平成27年9月15日 平成33年6月30日

西洋膳屋ひらき亭 岡山市北区中央町２番１号ミゾテビル１Ｆ１号 平木伸幸 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2720517 平成27年5月19日 平成32年6月30日

雄 岡山市北区中央町３番４２号ニューセントラルプラザビル１Ｆ１０９号 227-1803 増子雄次 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2720561 平成27年5月26日 平成32年6月30日

大阪家 岡山市北区中央町４番５号中央町プラザ１Ｆ１０７号 221-8892 小林繁樹 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2722479 平成28年1月14日 平成33年6月30日

利空 岡山市北区中央町４番１０号第一井元ビル１Ｆ１０２号 227-7178 森下清 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2720900 平成27年7月9日 平成33年6月30日

Ｄ’ｚ 岡山市北区中央町４番１０号第１井元ビル１F８・９号 代表取締役 森本純子 ㈱Ｇ・Ｇカンパニー 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2722646 平成28年1月19日 平成33年6月30日

君の窓辺 岡山市北区中央町６番２号 山本浩治 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2720312 平成27年4月28日 平成32年6月30日

憩の店ひらが 岡山市北区中央町７番２５号タワービル１F１０２号 227-2744 平賀みどり 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2721193 平成27年8月18日 平成33年6月30日

居酒屋ＺＡＳＳＯ 岡山市北区中央町９番１号 227-2112 松下克明 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2720569 平成27年5月28日 平成32年6月30日

MICHIKO 岡山市北区中央町９番１６号岡山２３ビル７F７０３号 221-0568 廣井里美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2722743 平成28年2月4日 平成33年6月30日

草原串焼 岡山市北区中央町９番２０号Rビル１Ｆ 236-1046 唐亮開 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2722707 平成28年2月18日 平成33年6月30日

田町隠れ酒場黒とんぼ 岡山市北区田町一丁目２番５号ラリックビル２Ｆ 222-1102 代表取締役 花尾和久 ㈱クロジ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2721518 平成27年9月29日 平成33年6月30日



明日への力 岡山市北区田町二丁目３番２号 232-5510 野村健二 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2722744 平成28年2月23日 平成33年6月30日

浜焼太郎岡山田町店 岡山市北区田町二丁目６番１１号 238-7505 代表取締役 伊加倫浩 ㈲伊加水産 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2721565 平成27年10月8日 平成33年6月30日

おうち家華 岡山市北区田町二丁目６番２３号 222-6650 山口成美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2722354 平成27年12月22日 平成33年6月30日

仁川 岡山市北区田町二丁目１０番３号第２田町赤松ビル１Ｆ１０１号 安美淑 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2723279 平成28年3月31日 平成33年6月30日

Ｐｒｉｍａｖｅｒａ 岡山市北区田町二丁目１０番１２号－１Ｆ 渡邉大輝 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2721491 平成27年9月17日 平成33年6月30日

吉祥美味上手 岡山市北区田町二丁目１０番１３号ステム大同ビル１Ｆ 225-6556 近藤圭 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2722967 平成28年2月25日 平成33年6月30日

おふくろの家 岡山市北区田町二丁目１１番１号パラダイス田町ビル１Ｆ１０３号 李美善 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2723058 平成28年3月8日 平成33年6月30日

うつのみ屋 岡山市北区磨屋町４番２１号金谷ビル１Ｆ 222-5272 宇都宮鉄二 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2720837 平成27年6月30日 平成32年6月30日

雉の酒場 岡山市北区磨屋町５番１９号赤木ビル１Ｆ 206-7779 桶井亮 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2723000 平成28年3月1日 平成33年6月30日

チゲバル磨屋町 岡山市北区磨屋町６番１５号 木原茂 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2720518 平成27年5月21日 平成32年6月30日

４階のイタリアン 岡山市北区磨屋町７番１号岡村ビル４Ｆ 206-1542 代表取締役 井上和明 ㈱Ｆｏｏｌｉｓｈ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2722632 平成28年1月28日 平成33年6月30日

香凛 岡山市北区磨屋町７番７号江口磨屋町プラザ２Ｆ２０３号 戸川吉香 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2720030 平成27年4月7日 平成32年6月30日

Ｌｉｖｉｎｇ　Ｂａｒ　ＲＯＯＫ 岡山市北区磨屋町７番７号江口磨屋町プラザ４Ｆ 212-1855 中村健 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2722456 平成28年1月7日 平成33年6月30日

二代目海坊主 岡山市北区磨屋町７番９号 227-5758 柴田修輔 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2722855 平成28年2月25日 平成33年6月30日

ＷＯＯＤＢＯＸ 岡山市北区磨屋町７番１１号磨屋町パレス２Ｆ 234-1411 趙有紀 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2722585 平成28年1月19日 平成33年6月30日

幸喜 岡山市北区磨屋町７番２３号１F 重山太志 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2722116 平成27年12月1日 平成33年6月30日

ＴＨＥ　ＣＡＲＮＥ 岡山市北区磨屋町７番２６号BMビル１F 206-1929 代表取締役 井上和明 ㈱Ｆｏｏｌｉｓｈ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2721295 平成27年9月1日 平成33年6月30日

ＡＱＵＡＶＩＴ 岡山市北区磨屋町８番２６号２F 222-3578 代表取締役 永井孝 ㈱ザイオン 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2721808 平成27年11月5日 平成33年6月30日

爺や 岡山市北区磨屋町１０番１２号交通オアシスビル１Ｆ 222-7758 代表取締役 岡﨑雅廣 ㈱ひな市 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2721122 平成27年7月28日 平成33年6月30日

旬席いし田 岡山市北区平和町３番１１号つるべマンション１Ｆ西側 227-2006 石田弘明 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2722357 平成27年12月24日 平成33年6月30日

フリーク 岡山市北区平和町４番３号八千代ビル１Ｆ 224-7700 代表取締役 本田辰成 ㈱フリーク 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2720677 平成27年6月18日 平成32年6月30日

鱗友酒場らんたん 岡山市北区平和町５番２１号 235-5815 河本豊 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2720626 平成27年6月9日 平成32年6月30日

かざみどり 岡山市北区平和町７番１８号岡本ビル１F・２F 227-3988 三宅信也 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2721830 平成27年10月29日 平成33年6月30日

和のごちそう屋菜つき 岡山市北区平和町７番２８号西川ファミリービル１F１０６号 221-1550 山本豪太 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2723262 平成28年3月31日 平成33年6月30日

ストンズ 岡山市北区丸の内一丁目１３番９号 赤木康真 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2722701 平成28年2月9日 平成33年7月31日

創彩厨房きりん 岡山市北区内山下一丁目１２番７号 201-1250 鈴木富佐子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2722718 平成28年2月2日 平成33年7月31日

Ｂａｑｕｅｒａｔｔａ 岡山市北区京橋町６番１９号‐２ 225-8899 野村優 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2720655 平成27年6月11日 平成32年7月31日

酒場ひとすじ 岡山市北区京橋町６番２１号有松ビル１Ｆ 田辺孝行 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2723022 平成28年3月29日 平成33年7月31日

懐味心味岡山じゃ軒 岡山市北区表町一丁目８番４号 233-0088 代表取締役 黒田容三 ㈱ＪＡＫＥＮ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2721084 平成27年7月16日 平成32年7月31日

澄 岡山市北区表町一丁目１１番１号中之町第一ビル２Ｆ 223-9595 清野良一 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2721206 平成27年8月6日 平成33年7月31日

居酒屋燦 岡山市北区表町二丁目４番５８号１Ｆ 東千恵子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2721511 平成27年9月24日 平成33年7月31日

居酒屋カラオケまーちゃん 岡山市北区表町三丁目８番１２１号 201-2897 辻田昌也 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2723033 平成28年3月1日 平成33年7月31日

コヒャン 岡山市北区表町三丁目１２番１２号千日センター街宗政ビル 227-5285 倉本一行 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2720287 平成27年4月23日 平成32年7月31日

鉄板居酒屋じゅじゅ 岡山市北区表町三丁目１２番１２号千日センター街１０３ 223-1019 藤村勇夫 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2722093 平成27年11月24日 平成33年7月31日

居酒屋又来軒 岡山市北区表町三丁目１５番１５号表町３丁目ビル１F 222-1288 代表取締役 高橋民雄 ㈲ゆうらい公司 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2721460 平成27年9月15日 平成33年7月31日

ちょっ蔵 岡山市北区伊福町三丁目２０番１８号 徳留達郎 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2721141 平成27年7月30日 平成32年7月31日

かか 岡山市中区平井六丁目１１番２３号 薬師寺和江 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2721635 平成27年10月20日 平成32年10月31日

玄鳥 岡山市中区藤崎５８５番地 201-9610 岡崎行洋 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2722327 平成28年2月9日 平成33年10月31日

八剣伝円山店 岡山市中区円山７８番地１ 201-1947 代表取締役 上神浩 ㈲二楽 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2720589 平成27年6月11日 平成32年10月31日



ＴＳＵＮＥＫＩＣＨＩ 岡山市北区津島中三丁目５番１号 255-3188 古川優佑 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2720106 平成27年4月14日 平成32年11月30日

炭焼き牛タンせんすけ 岡山市南区若葉町２０番７号 263-4088 渡邊彦一 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2721781 平成27年10月20日 平成32年12月31日

車屋 岡山市南区豊成一丁目１番２８号1 232-5067 渕本一喜 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2722396 平成27年12月24日 平成32年12月31日

とりハウス 岡山市北区駅前町一丁目７番１８号 239-3868 岩古泰典 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（焼き鳥） 2720856 平成27年6月30日 平成33年2月28日

焼鳥とりや 岡山市北区駅前町一丁目１０番２９号１Ｆ 223-8970 越智貴行 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（焼き鳥） 2720865 平成27年7月9日 平成33年2月28日

つくね 岡山市北区下石井二丁目４番１４号 222-7262 内藤誠子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（焼き鳥） 2722438 平成28年1月5日 平成33年2月28日

やきとり大吉青江北店 岡山市北区青江一丁目１番１４号 231-6680 蒼依燵郎 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（焼き鳥） 2722999 平成28年3月10日 平成33年5月31日

浪花屋鳥造岡山中山下店 岡山市北区中山下一丁目８番１号ロイヤルパーク２Ｆ 238-6999 代表取締役 滝沢賢一 ㈱笑倍屋 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（焼き鳥） 2721384 平成27年9月10日 平成33年6月30日

鳥眞 岡山市北区田町二丁目１０番２３号アップルビル１Ｆ 233-6117 代表取締役 北山眞太郎 ㈲蔵 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（焼き鳥） 2721239 平成27年8月20日 平成33年6月30日

天鶏 岡山市北区平和町４番２０号 小川雄三 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（焼き鳥） 2722680 平成28年1月26日 平成33年6月30日

鳥屋さき 岡山市北区牟佐１３７番地３ 229-2220 小野圭介 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（焼き鳥） 2721240 平成27年8月25日 平成32年11月30日

ファミリーマート清輝橋一丁目店 岡山市北区清輝橋一丁目５番１９号 235-1157 安田修一 飲食店営業（その他） 2623473 平成27年4月7日 平成32年5月31日

山陽マルナカ西市店 岡山市南区西市９６番地１０ 805-0201 代表取締役 井出武美 ㈱山陽マルナカ 飲食店営業（その他） 2720356 平成27年5月21日 平成32年9月30日

鉄板食堂このみ屋 岡山市北区奉還町一丁目９番４号１Ｆ 工藤健嗣 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 2720758 平成27年6月18日 平成33年1月31日

美福 岡山市北区野田屋町一丁目５番１１号 224-5013 川嶋德男 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 2722121 平成27年11月26日 平成33年2月28日

悠 岡山市中区東山二丁目１番１５号 森重恭子 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 2720446 平成27年5月19日 平成33年3月31日

もんじゃはせ川 岡山市中区今在家２１５番地８ 275-4471 長谷川徹 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 2723187 平成28年3月22日 平成33年3月31日

太陽の時代青江店 岡山市北区青江一丁目１７番２号 803-2288 佐藤祐一 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 2722725 平成28年2月2日 平成33年5月31日

お好み焼きおきちゃん 岡山市北区中山下一丁目８番５号新自由軒ビル１Ｆ 233-3685 沖田良文 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 2623449 平成27年4月2日 平成32年6月30日

太陽の時代表町店 岡山市北区表町三丁目１３番５６号岡崎ビル１F 221-2288 林良輔 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 2722705 平成28年1月28日 平成33年7月31日

藤親 岡山市北区表町三丁目１５番８号表町プレイタウン１F１０６号 藤本親男 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 2721951 平成27年11月12日 平成33年7月31日

お好み焼きふぅふぅ 岡山市南区新保６６６番地１１ 244-1339 植村恵 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 2720286 平成27年4月23日 平成32年9月30日

お好栄坊 岡山市南区東畦６８９番地 281-1990 有森小夜子 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 2721417 平成27年9月10日 平成32年9月30日

お好み焼菜の花 岡山市南区西紅陽台二丁目５８番地４８１ 362-5673 中小次利江 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 2722356 平成27年12月17日 平成33年9月30日

お好み焼道とん堀岡山平井店 岡山市中区平井六丁目３番２１号 201-2283 代表取締役 吉本研二 ㈱クアドリフォリオ 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 2721263 平成27年8月25日 平成32年10月31日

ラ・ムー平井店 岡山市中区平井六丁目６番１６号 270-7133 代表取締役 大賀昭司 大黒天物産㈱ 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 2721248 平成27年9月3日 平成32年10月31日

お好み焼ココ 岡山市北区半田町６番３７号 228-4741 千田實子 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 2720804 平成27年6月18日 平成32年11月30日

やまんば 岡山市北区建部町吉田３０２番地１ 江田弥義 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 2722138 平成27年11月26日 平成32年11月30日

そらいえ 岡山市南区あけぼの町３番２号あけぼのフラッツ１Ｆ中西・中東号 250-9706 小玉剛 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 2720539 平成27年6月11日 平成32年12月31日

輝寿司 岡山市東区瀬戸町下５４７番地６ 952-0151 谷口基 飲食店営業（一般食堂） すし料理 2723129 平成28年3月15日 平成33年4月30日

楽 岡山市北区平和町６番１号 225-0308 栢菅聡 飲食店営業（一般食堂） すし料理 2720625 平成27年6月9日 平成32年6月30日

吾妻寿司 岡山市北区表町二丁目１番１号てんちかFOOD　GARDEN 231-7703 代表取締役 難波正浩 ㈲吉備の國Ａｚｕｍａ 飲食店営業（一般食堂） すし料理 2720114 平成27年4月22日 平成32年7月31日

スシロー岡山新福店 岡山市南区新福二丁目１０番８号 902-2266 代表取締役 水留浩一 ㈱あきんどスシロー 飲食店営業（一般食堂） すし料理 2720657 平成27年6月25日 平成32年12月31日

ＦＬＡＶＯＲ，Ｓ　ｏｆ　ＩＮＤＩＡ 岡山市北区今保１０１番地マツケンビル１Ｆ 239-7939 代表取締役 アディカリ　チェタリ　スーマン ＳＵＭＡＮ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他 2721836 平成27年10月27日 平成33年1月31日

純豆腐チゲ専門スンドゥブトーフハウス 岡山市北区辰巳１９番地１０６ 245-4225 榊原聡子 飲食店営業（一般食堂） その他 2723220 平成28年3月24日 平成34年1月31日

スーパーストライク問屋町店 岡山市北区問屋町１８番地１０２ 244-7929 谷野真一 飲食店営業（一般食堂） その他 2720494 平成27年5月21日 平成33年1月31日

ＲＯＹＡＬ　ＴＡＮＤＯＯＲ 岡山市北区庭瀬１９３番地６ 362-7669 ＹＡＭ　ＢＡＨＡＤＵＲ　ＴＨＡＰＡ 飲食店営業（一般食堂） その他 2721614 平成27年10月8日 平成33年1月31日

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋岡山庭瀬店 岡山市北区平野９７２番地３ 250-7795 代表取締役 竹口靖浩 ㈱フリーダム 飲食店営業（一般食堂） その他 2722998 平成28年3月24日 平成34年1月31日

多国籍料理　Ｂｏｎｇｏ Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｃａｆｅ Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ 岡山市北区富田町二丁目９番１号１Ｆ シャルミン　リナ 飲食店営業（一般食堂） その他 2722420 平成27年12月24日 平成33年2月28日



ｍｉｌｅｎｇａ 岡山市北区野田屋町一丁目３番３号岡ビル１Ｆ１６４号 206-2289 代表取締役 山本享 ㈱Ｇａｎｇａ 飲食店営業（一般食堂） その他 2721492 平成27年9月24日 平成33年2月28日

カレーハウスＣoＣｏ壱番屋岡山駅前店 岡山市北区本町１番１４号ＯＫビル１Ｆ 231-0920 二宮誠 飲食店営業（一般食堂） その他 2722375 平成27年12月22日 平成33年2月28日

上等カレー岡山本町店 岡山市北区本町２番２３号１Ｆ 227-0050 代表取締役 髙松博史 ㈱ウェストン 飲食店営業（一般食堂） その他 2721522 平成27年10月1日 平成33年2月28日

ボストンステーキ 岡山市北区本町５番１号本町クロスビル１Ｆ 201-2611 代表取締役 景山良康 ㈱ボクデン 飲食店営業（一般食堂） その他 2721090 平成27年7月23日 平成33年2月28日

池田促成青果ラボ 岡山市北区本町９番１３号 223-3241 代表取締役 池田一晃 池田促成青果㈲ 飲食店営業（一般食堂） その他 2720612 平成27年6月11日 平成33年2月28日

珠 岡山市北区本町９番１３号池田ビル１Ｆ 801-1122 代表取締役 谷田晴一 ㈲たにだ 飲食店営業（一般食堂） その他 2722413 平成27年12月24日 平成33年2月28日

マンゴーキッチン 岡山市北区本町１０番８号 225-5447 代表取締役 平田和大 ㈲ぼんくら 飲食店営業（一般食堂） その他 2722631 平成28年1月19日 平成33年2月28日

ジョルジェットマリ 岡山市北区柳町一丁目３番８号金谷ビル１F 222-1946 代表取締役 羽原俊秀 ㈱マグリット 飲食店営業（一般食堂） その他 2721779 平成27年10月22日 平成33年2月28日

インドバル　ドンカリー 岡山市北区下石井一丁目２番１号イオンモール岡山６Ｆ６０１６ 201-0404 代表取締役 秋田智紀 ㈲日本ＳＳ 飲食店営業（一般食堂） その他 2722696 平成28年1月26日 平成33年2月28日

G館食堂 岡山市中区西川原一丁目６番１号就実大学G館 代表取締役 山本求 ㈱コープ総合リビングシステムズ 飲食店営業（一般食堂） その他 2723075 平成28年3月10日 平成33年3月31日

カレーハウスＣｏＣo壱番屋岡山けやき通り店 岡山市中区浜６０８番地１ 270-5519 代表取締役 岡戸恒雄 ㈱口福屋 飲食店営業（一般食堂） その他 2622996 平成27年4月21日 平成33年3月31日

日本料理いし田 岡山市中区長岡４４５番地１東岡山シティーホール 代表取締役 石田敏子 ㈱いし田 飲食店営業（一般食堂） その他 2722801 平成28年2月9日 平成33年3月31日

なかい村 岡山市中区中井四丁目１３番１１号 238-0135 米澤善貴 飲食店営業（一般食堂） その他 2720274 平成27年4月23日 平成33年3月31日

Ｇｈｉ　Ｇｈｉ 岡山市東区西大寺中二丁目７番１４号 238-5996 代表取締役 川崎謙兒 ㈱ＫＫＭ川崎 飲食店営業（一般食堂） その他 2720841 平成27年6月25日 平成33年4月30日

まるいし 岡山市東区光津７７６番地 青木満治 飲食店営業（一般食堂） その他 2721088 平成27年7月23日 平成33年4月30日

梶屋 岡山市東区竹原１３５６番地１ 297-3600 代表取締役 川﨑宣孝 ㈱ＩＰＰＯ 飲食店営業（一般食堂） その他 2722405 平成27年12月22日 平成33年4月30日

サンオリーブ 岡山市東区東平島１２１１番地１ 206-5093 代表社員 乙倉直子 サンオリーブ合同会社 飲食店営業（一般食堂） その他 2722451 平成28年1月12日 平成33年4月30日

㈱エッセン環太平洋大学店 岡山市東区瀬戸町観音寺７２１番地 908-0351 代表取締役 赤木信浩 ㈱エッセン 飲食店営業（一般食堂） その他 2723238 平成28年3月24日 平成33年4月30日

あさくま岡山大元店 岡山市北区大元駅前３番２７号 224-0089 取締役 佐藤憲二 ㈲ケーズ 飲食店営業（一般食堂） その他 2720025 平成27年4月7日 平成32年5月31日

美咲ドリーム 岡山市北区旭本町２番４号 223-2250 理事長 小賀二郎 特定非営利活動法人あず 飲食店営業（一般食堂） その他 2722406 平成27年12月24日 平成33年5月31日

レストランさくら 岡山市北区奥田西町２番１号セレッソ奥田西町マンション１Ｆ 232-2424 代表取締役 片岡三郎 ㈱さくらプランニング 飲食店営業（一般食堂） その他 2721419 平成27年9月29日 平成33年5月31日

鉄板キュイジーヌ長尾 岡山市北区丸の内一丁目１番９号 234-3337 代表取締役 長尾博文 ㈱長楽堂 飲食店営業（一般食堂） その他 2720925 平成27年7月21日 平成32年7月31日

キッチンえがお 岡山市北区内山下二丁目２番１６号濵名ビル１F 池田幸治 飲食店営業（一般食堂） その他 2720054 平成27年4月16日 平成32年7月31日

キッチンほりぐち 岡山市北区内山下二丁目５番２号内山下Ｆマンション１Ｆ１０２号 堀口幸宏 飲食店営業（一般食堂） その他 2720814 平成27年6月23日 平成32年7月31日

ベリーベリースープ岡山天満屋店 岡山市北区表町二丁目１番１号てんちかFOOD　GARDEN 代表取締役 宮長昌子 ㈱プレスシード 飲食店営業（一般食堂） その他 2623372 平成27年4月22日 平成32年7月31日

天壱岡山天満屋店 岡山市北区表町二丁目１番１号てんちかFOOD　GARDEN 222-5663 代表取締役 岡本大輔 ＳＧクリエイト㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他 2720041 平成27年4月22日 平成32年7月31日

キッチンかいぞくＳｅａ　Ｑｕａｒｔｚ 岡山市北区表町二丁目１番１号てんちかFOOD　GARDEN 231-7739 中山宏二 飲食店営業（一般食堂） その他 2720172 平成27年4月22日 平成32年7月31日

食堂・居酒屋わ 岡山市北区表町三丁目２０番７号 安田政子 飲食店営業（一般食堂） その他 2722376 平成27年12月17日 平成33年7月31日

Ｉ　ＬＯＶＥ　麻雀岡山店 岡山市北区津島笹が瀬４番１号２Ｆ 239-7107 有本毅 飲食店営業（一般食堂） その他 2720798 平成27年6月18日 平成32年7月31日

朴 岡山市南区箕島１２１５番地７ 281-6818 朴顕善 飲食店営業（一般食堂） その他 2722244 平成27年12月17日 平成33年9月30日

骨付鳥パチャマンカ 岡山市南区藤田２２７番地１９６ 296-3517 代表取締役 谷口明義 ㈱三島食鶏 飲食店営業（一般食堂） その他 2720302 平成27年4月23日 平成32年9月30日

学校法人山陽学園山陽女子中学校高等学校学生食堂カフェベラ 岡山市中区門田屋敷二丁目２番１６号 272-1181 代表取締役 山浦芳樹 ㈱ホーユー 飲食店営業（一般食堂） その他 2723260 平成28年3月29日 平成33年10月31日

Ｔ・Ｓレストラン「いこい」 岡山市中区倉富２８５番地１９ 276-8999 代表取締役 小川健 ㈱キョードーフーズ 飲食店営業（一般食堂） その他 2723053 平成28年3月31日 平成33年10月31日

新・健康レストラン「神戸然の膳」 岡山市北区田益１７１１番地１独立行政法人国立病院機構岡山医療センター内１Ｆ 代表取締役 山下展誉 ㈱フードテックジャパン 飲食店営業（一般食堂） その他 2723226 平成28年3月31日 平成33年11月30日

ほりけや 岡山市北区吉備津９１９番地 287-3054 堀家美保子 飲食店営業（一般食堂） その他 2721669 平成27年10月13日 平成32年11月30日

農産物楽市みつの里 岡山市北区御津草生８２４番地１ 724-0988 代表取締役 成廣義武 ㈱みつの里 飲食店営業（一般食堂） その他 2720749 平成27年6月16日 平成32年11月30日

ベリーベリースープ岡山シネマタウン岡南店 岡山市南区築港新町一丁目２５番１号シネマタウン岡南１Ｆ 728-5686 代表取締役 宮長昌子 ㈱プレスシード 飲食店営業（一般食堂） その他 2722670 平成28年2月2日 平成33年12月31日

Ｈａｗａｉｉａｎ　Ｓｔｅａｋ 岡山市南区築港ひかり町３番１号 250-0528 代表取締役 岩藤俊佑 ㈱ＴＲＩＢＥ 飲食店営業（一般食堂） その他 2723096 平成28年3月15日 平成33年12月31日

アリスの庭 岡山市南区当新田１９９番地 246-3758 佐々木美知子 飲食店営業（一般食堂） その他 2722997 平成28年2月25日 平成33年12月31日



たこ焼きハウス恋太朗 岡山市南区豊成二丁目１１番２８号 西浦秀也 飲食店営業（一般食堂） その他 2720833 平成27年6月25日 平成32年12月31日

岡山市立市民病院店 岡山市北区北長瀬表町三丁目２０番１号岡山市立市民病院２Ｆ 246-0015 代表取締役 赤木信浩 ㈱エッセン 飲食店営業（一般食堂） その他（社食・寮食） 2720171 平成27年4月28日 平成33年1月31日

いちよし証券庭瀬寮 岡山市北区庭瀬１０８０番地１ 293-3240 代表取締役 栗田卓也 安井食品㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（社食・寮食） 2723218 平成28年3月31日 平成34年1月31日

就実中学・高校なでしこ寮食堂 岡山市北区弓之町１１番１０号 223-4282 代表取締役 坪井祥隆 大惣㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（社食・寮食） 2721150 平成27年8月20日 平成33年2月28日

岡山済生会総合病院職員食堂 岡山市北区国体町２番２５号岡山済生会総合病院２Ｆ 252-2211 代表取締役 赤木信浩 ㈱エッセン 飲食店営業（一般食堂） その他（社食・寮食） 2722388 平成27年12月22日 平成33年2月28日

環太平洋大学志高館 岡山市中区中井５７番地１ 代表取締役 松本克也 ㈱るるぱ 飲食店営業（一般食堂） その他（社食・寮食） 2723145 平成28年3月15日 平成33年3月31日

環太平洋大学第２キャンパス食堂 岡山市東区矢津２０５０番地１３ 代表取締役 松本克也 ㈱るるぱ 飲食店営業（一般食堂） その他（社食・寮食） 2723146 平成28年3月15日 平成33年4月30日

職員食堂 岡山市北区青江二丁目１番１号岡山赤十字病院内南館２Ｆ 代表取締役社長 高木克昌 ㈱光洋 飲食店営業（一般食堂） その他（社食・寮食） 2720011 平成27年4月28日 平成32年5月31日

学校法人山陽学園山陽女子中学校高等学校白ゆり寮食堂 岡山市中区門田屋敷二丁目２番１６号 272-1181 代表取締役 山浦芳樹 ㈱ホーユー 飲食店営業（一般食堂） その他（社食・寮食） 2723259 平成28年3月29日 平成33年10月31日

Ｄｉｎｉｎｇ　Ｈａｌｌ　Ｒｅｌａ 岡山市北区理大町１番１号岡山理科大学Ａ１号館Ｂ１F 252-2822 代表取締役 山浦芳樹 ㈱ホーユー 飲食店営業（一般食堂） その他（社食・寮食） 2723261 平成28年3月29日 平成33年11月30日

クラレ岡山事業所食堂 岡山市南区海岸通一丁目２番１号 262-7237 代表取締役 小川健 ㈱キョードーフーズ 飲食店営業（一般食堂） その他（社食・寮食） 2721089 平成27年8月6日 平成32年12月31日

㈱中電工岡山寮 岡山市南区豊成一丁目７番１号 取締役社長 野々村禎之 ウオクニ㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（社食・寮食） 2721956 平成27年11月10日 平成32年12月31日

日清医療食品㈱オークスマタニティクリニック 岡山市北区大安寺南町二丁目２番５号 代表取締役社長 安道光二 日清医療食品㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2721597 平成27年10月22日 平成33年1月31日

井戸外科内科医院事業所 岡山市北区今七丁目２３番２５号 241-1026 代表取締役 石井登 アイサービス㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2721277 平成27年8月27日 平成33年1月31日

一冨士フードサービス㈱１４２１ 岡山市北区中仙道一丁目１８番２０号岡山市立西小学校内 代表取締役 山岡直方 一冨士フードサービス㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2723185 平成28年3月31日 平成34年1月31日

グランエリプス北長瀬 岡山市北区北長瀬表町三丁目１番８号 242-3390 代表取締役 奥田宏 オージー技研㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2721329 平成27年9月10日 平成33年1月31日

日清医療食品岡山市立市民病院事業所 岡山市北区北長瀬表町三丁目２０番１号 代表取締役社長 安道光二 日清医療食品㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2720049 平成27年4月9日 平成33年1月31日

一冨士フードサービス㈱４６５５ 岡山市北区東花尻２４１番地１岡山市立陵南小学校内 292-0023 代表取締役 山岡直方 一冨士フードサービス㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2723149 平成28年3月28日 平成34年1月31日

日清医療食品㈱岡山済生会ライフケアセンター 岡山市北区国体町３番１２号 239-8003 代表取締役社長 安道光二 日清医療食品㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2723035 平成28年3月15日 平成34年2月28日

サービス付き高齢者向け住宅麻姑の雅国富 岡山市中区国富７９２番地１ 201-3335 代表取締役 坪井祥隆 大惣㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2722874 平成28年2月25日 平成33年3月31日

日清医療食品竜操整形外科病院事業所 岡山市中区藤原２１番地１竜操整形外科病院厨房内 238-3574 代表取締役社長 安道光二 日清医療食品㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2723082 平成28年3月17日 平成33年3月31日

サービス付き高齢者向け住宅ヴェルズ城東 岡山市中区長利１９７番地１ 238-2277 代表取締役 坪井祥隆 大惣㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2721198 平成27年8月18日 平成33年3月31日

介護付有料老人ホームゆばの郷 岡山市中区湯迫２３３番地 278-8801 代表取締役 古井達哉 ㈱メイク・ニュープロダクト 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2721547 平成27年9月29日 平成33年3月31日

老人保健施設古都の森 岡山市東区古都南方２８１５番地１ 278-4600 代表取締役 古井達哉 ㈱メイク・ニュープロダクト 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2722201 平成27年12月1日 平成33年4月30日

せとうちの郷 岡山市東区西大寺北９６６番地 942-2845 代表取締役 野口博行 ㈱ベネミール 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2721458 平成27年9月15日 平成33年4月30日

特別養護老人ホーム阿知の里 岡山市東区下阿知１１８０番地 代表取締役社長 田所伸浩 ㈱魚国総本社 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2723190 平成28年3月29日 平成33年4月30日

サービス付き高齢者向け住宅ケアホーム夢来人 岡山市東区瀬戸町瀬戸２５５番地１ 952-5001 代表取締役 坪井祥隆 大惣㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2722525 平成28年1月21日 平成33年4月30日

サービス付き高齢者向け住宅メディケアホームゆりかご 岡山市北区大元上町１２番１０号 242-5858 代表取締役 坪井祥隆 大惣㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2721199 平成27年8月18日 平成33年5月31日

アルファリビング岡山野田厨房 岡山市北区野田三丁目８番８号 250-4526 代表取締役 冨岡徹也 穴吹エンタープライズ㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2623487 平成27年4月7日 平成32年5月31日

医療法人佐藤医院デイケアセンター 岡山市北区旭町１５番地 223-7746 理事長 佐藤涼介 医療法人佐藤医院 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2720027 平成27年4月16日 平成32年5月31日

メフォス１０１０６号店 岡山市北区津島京町一丁目７番１号岡山市立京山中学校内 254-2797 代表取締役 西村博夫 ㈱メフォス 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2723246 平成28年3月28日 平成33年7月31日

㈱おおぞらメディカルサービスつしま事業所 岡山市北区津島福居一丁目２番１５号 251-3388 代表取締役 奥川文 ㈱おおぞらメディカルサービス 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2721014 平成27年8月13日 平成33年7月31日

岡山市立光南台中学校・甲浦小学校㈱レパスト事業所 岡山市南区飽浦３９０番地 代表取締役 西剛平 ㈱レパスト 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2723230 平成28年3月28日 平成33年9月30日

重井医学研究所附属病院 岡山市南区山田２１１７番地１８ 282-5311 理事長 重井文博 医療法人創和会 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2720653 平成27年6月9日 平成32年9月30日

ほほえみ保育園 岡山市南区東畦６５１番地１９ 代表取締役社長 米谷伸行 ㈱日米クック 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2723186 平成28年3月17日 平成33年9月30日

一冨士フードサービス㈱４６５６ 岡山市南区藤田３４９番地岡山市立第一藤田小学校内 代表取締役 山岡直方 一冨士フードサービス㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2723148 平成28年3月28日 平成33年9月30日

デイハウスかりん 岡山市南区藤田１５４３番地 296-2325 代表取締役 野口博行 ㈱ベネミール 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2723204 平成28年3月22日 平成33年9月30日

アルフィック平井 岡山市中区平井五丁目８番４６号 238-5150 代表取締役 古井達哉 ㈱メイク・ニュープロダクト 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2720541 平成27年5月26日 平成32年10月31日

エスポアールクワノ 岡山市中区桑野５２５番地１２６ 276-2485 代表取締役 野口博行 ㈱ベネミール 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2720313 平成27年4月30日 平成32年10月31日



日清医療食品いやしの杜事業所 岡山市中区海吉１４４７番地７特別養護老人ホームいやしの杜厨房内 代表取締役社長 安道光二 日清医療食品㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2720825 平成27年6月25日 平成32年10月31日

ファミリーズＧ＆Ｓ 岡山市北区北方一丁目１番２２号ファミリーズ御野１Ｆ 232-1181 代表取締役 秋山裕一 ㈱Ｇ＆Ｓ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2721490 平成27年9月17日 平成32年11月30日

アルフィック尾上 岡山市北区尾上３５６番地１ 286-0533 代表取締役 古井達哉 ㈱メイク・ニュープロダクト 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2721523 平成27年9月29日 平成32年11月30日

平津小学校 岡山市北区楢津７３８番地１ 代表取締役社長 米谷伸行 ㈱日米クック 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2723189 平成28年3月28日 平成33年11月30日

株式会社まこともサ高住ふわり事業所 岡山市北区西辛川５４６番地９ 代表取締役 和田達哉 ㈱まことも 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2723147 平成28年3月22日 平成33年11月30日

岡山市立野谷小学校 岡山市北区栢谷２５９番地１ 代表取締役社長 田所伸浩 ㈱魚国総本社 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2723188 平成28年3月28日 平成33年11月30日

シニアレジデンス　メゾン・ド・高松 岡山市北区高松３１９番地１ 287-2121 代表取締役 横田忠明 ㈱翠明 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2722960 平成28年2月18日 平成33年11月30日

日清医療食品㈱たかまつすくすく保育園 岡山市北区高松原古才５９４番地１ 250-9787 代表取締役社長 安道光二 日清医療食品㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2723037 平成28年3月22日 平成33年11月30日

特別養護老人ホーム旭水荘 岡山市北区建部町福渡１００５番地１ 722-2511 理事長 河島建一 社会福祉法人愛隣会 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2722899 平成28年2月10日 平成33年11月30日

谷田商店 岡山市南区平福二丁目１番３５号ケアホームきずな厨房内 239-8600 谷田周三 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2720497 平成27年5月26日 平成32年12月31日

特別養護老人ホームピオーネ当新田 岡山市南区当新田４８２番地５０ 代表取締役 竹内美夫 ㈱ナリコマエンタープライズ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2720832 平成27年6月25日 平成32年12月31日

桜香荘芳泉 岡山市南区芳泉一丁目９番１８号 245-2464 代表取締役 長井尊 ㈱アスモフードサービス 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2721322 平成27年9月8日 平成32年12月31日

大山食堂 岡山市北区駅前町一丁目１０番２２号 223-2370 大山建一 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2722912 平成28年2月16日 平成33年2月28日

焼肉レストラン牛牛カントリー 岡山市中区高屋３７２番地４ 271-4960 益田宏 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2722837 平成28年2月18日 平成33年3月31日

炭火焼肉徳 岡山市北区中島田町一丁目５番２号ノーブルハイツ中島田１Ｆ１０１号 289-8218 代表取締役 金本林珂 ㈱ＫＨＹ 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2721108 平成27年7月23日 平成33年5月31日

銀河中央町店 岡山市北区中央町１番７号１ 226-1118 代表取締役 武元順蓮 ㈱銀河 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2721134 平成27年7月28日 平成33年6月30日

個室焼肉こいのぼり中央町ヒルズ店 岡山市北区中央町６番２２号中央町ヒルズ１F１０１号 238-8129 代表取締役 中村徳秀 ㈱インディゴフードサービス 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2721311 平成27年9月1日 平成33年6月30日

炭火焼肉男前 岡山市北区田町一丁目１３番１５号 231-1129 代表取締役 山田淳章 ㈱ロア産業 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2723079 平成28年3月10日 平成33年6月30日

焼肉カナリヤ 岡山市南区下中野６３番地３ 222-9350 山口博史 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2722422 平成27年12月28日 平成33年9月30日

焼肉栄華亭岡山江崎店 岡山市中区江崎８３番地４ 238-2009 代表取締役 山野井博基 ㈱レオ 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2722358 平成28年1月28日 平成33年10月31日

太平楽 岡山市北区建部町福渡５２２番地１５ 722-0459 山本晃敬 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2721955 平成27年11月10日 平成32年11月30日

炭火焼肉レストラン元気 岡山市南区築港新町一丁目６番５号 265-1129 代表取締役 新井典明 ㈱あらいミート 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2721237 平成27年8月20日 平成32年12月31日

博多一幸舎岡山駅店 岡山市北区駅元町１番１号岡山駅１Ｆサンフェスタ岡山内 222-3133 代表取締役 入沢元 ㈱ウインズジャパン 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2721131 平成27年8月4日 平成33年1月31日

そば処吉匠庵 岡山市北区駅元町１番５号ホテルグランヴィア別館グランヴィアコート１Ｆ 227-2030 代表取締役 安留隆 ㈱宇摩 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2721869 平成27年11月5日 平成33年1月31日

招福亭 岡山市北区今保１４８番地コーケンビル１Ｆ１０１号 代表取締役 田中亘 ㈲うどん亭招福 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2723144 平成28年3月15日 平成34年1月31日

松下うどん 岡山市北区野田屋町一丁目３番３号岡ビル１Ｆ１７５号 227-0012 代表取締役 山本亨 ㈱Ｇａｎｇａ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2722273 平成27年12月22日 平成33年2月28日

鶏の極 岡山市北区岩田町７番１２号１Ｆ 代表取締役 寺師一嘉 ㈱クリエイティブスタッフ大和 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2721981 平成27年11月10日 平成33年2月28日

らあめんだけ 岡山市北区駅前町二丁目２番５号 223-1355 張爽 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2723018 平成28年2月25日 平成33年2月28日

博多ラーメンにこいち 岡山市北区本町６番３６号第１セントラルビルＢ１Ｆ 加藤宅弥 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2721690 平成27年10月15日 平成33年2月28日

横神 岡山市北区柳町一丁目１４番１５号ミヤコビル１Ｆ 221-0016 白神泰啓 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2722476 平成28年1月7日 平成33年2月28日

柴田商店 岡山市北区下石井二丁目９番７１号 224-3137 代表取締役 橋爪一弘 ㈱アジュール 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2721708 平成27年10月13日 平成33年2月28日

翠松庵 岡山市中区清水一丁目１０番１号 272-1175 松本邦子 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2721249 平成27年8月18日 平成33年3月31日

来来亭東岡山店 岡山市中区長岡３３５番地６ 279-1919 代表取締役 石川貴弘 ㈱ＺＥＲＯ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2723059 平成28年3月8日 平成33年3月31日

玉壺 岡山市東区西大寺中二丁目２３番９号 942-2466 見満仁 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2722390 平成27年12月24日 平成33年4月30日

平島ラーメン 岡山市東区東平島１６７８番地１ 矢尾卓彦 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2720556 平成27年5月28日 平成33年4月30日

あがいやんせ 岡山市北区野田一丁目１０番２３号ハイデンスホンダ１Ｆ 241-1733 江田忠昭 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2722633 平成28年2月9日 平成33年5月31日

尾道中華そば無双 岡山市北区大学町３番８号 刘桂玲 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2722668 平成28年1月21日 平成33年5月31日

ラーメン長さん 岡山市北区青江一丁目１３番４６号 232-8818 長田務 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2721278 平成27年9月15日 平成33年5月31日

麺屋とり姫 岡山市北区京町３番７号 姫田新也 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2720265 平成27年4月23日 平成32年5月31日



うどん村 岡山市北区奥田本町２２番１０号ウッドコート医大南１F１０３号 233-7110 代表取締役 塩田勲 ㈱ｕ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2722043 平成27年11月17日 平成33年5月31日

手打そば千喜知庵 岡山市北区中山下一丁目７番７号 223-1216 渡邉潤平 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2722133 平成27年11月26日 平成33年6月30日

そば・どんぶり処さぜん 岡山市北区中山下二丁目１番５３号岡崎第３ビル２F北号室 212-2626 丹下大三 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2721495 平成27年9月24日 平成33年6月30日

とき 岡山市北区磨屋町１番１７号１Ｆ１０１号 内田晴幸 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2720087 平成27年4月9日 平成32年6月30日

手打ちうどんとよ香 岡山市北区内山下二丁目３番５号房野ビル１F 222-7650 射場豊 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2721719 平成27年10月15日 平成33年7月31日

楽長 岡山市北区表町一丁目３番５３号YS２１ビル１F 中村精秀 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2721477 平成27年9月29日 平成33年7月31日

とりそば太田天満屋岡山店 岡山市北区表町二丁目１番１号てんちかＦＯＯＤ　ＧＡＲＤＥＮ 取締役 小出眞 ㈲シーオー・フーズ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2720133 平成27年4月22日 平成32年7月31日

らーめん宝福 岡山市北区表町二丁目３番６号村上ビル１Ｆ 232-2477 石井育夫 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2720564 平成27年6月9日 平成32年7月31日

㈲だてそば 岡山市北区表町二丁目３番６０号 222-6112 代表取締役 伊達温子 ㈲だてそば 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2722679 平成28年1月28日 平成33年7月31日

手抜きうどん缶詰魔法屋 岡山市北区表町三丁目８番２５号 代表取締役 中司正 ㈱ＰＯＢＵ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2721112 平成27年7月28日 平成32年7月31日

ラー麺ずんどう屋岡山伊島店 岡山市北区伊島北町９番２４号 259-4438 代表取締役 橋本竜也 ㈱ＺＵＮＤ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2721953 平成27年11月19日 平成33年7月31日

山小屋妹尾店 岡山市南区箕島１３６７番地３ 281-9866 長岡浩二 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2721167 平成27年7月30日 平成32年9月30日

塩らーめん嵐家古新田店 岡山市南区古新田１４５２番地１ 239-7563 代表取締役 中村政達 ㈲横づな 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2721688 平成27年10月13日 平成33年9月30日

ラーメン道 岡山市南区藤田５６６番地７７ 296-2066 横道直樹 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2721332 平成27年9月3日 平成32年9月30日

秀やす 岡山市中区平井三丁目１０７８番地６ 274-4700 布施秀樹 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2720777 平成27年6月23日 平成32年10月31日

らーめん辰弥 岡山市中区倉田６３７番地４ 276-2003 代表取締役 橋本るみ子 ㈱らーめん辰弥 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2721261 平成27年8月20日 平成32年10月31日

博多とんこつ昇昇龍 岡山市中区円山７９番地１ 289-5301 小林子龍 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2722247 平成27年12月8日 平成33年10月31日

麺屋児玉屋 岡山市北区牟佐９３番地１ 238-6410 児玉明 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2723270 平成28年3月31日 平成33年11月30日

手打ちそば観空 岡山市北区宿本町８番３３号原宿コーポ（テナント） 赤木高教 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2722242 平成27年12月15日 平成33年11月30日

幸楽苑岡山津高店 岡山市北区津高３６９番地１ 259-5967 代表取締役社長 新井田傳 ㈱幸楽苑 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2720828 平成27年7月2日 平成32年11月30日

手打ちうどん比呂兵衛 岡山市北区高松稲荷５９１番地 287-2161 齋藤智恵子 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2721480 平成27年9月24日 平成32年11月30日

川口屋 岡山市北区高松稲荷６２４番地 287-2010 長野育子 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2721979 平成27年11月10日 平成32年11月30日

うどん幻 岡山市北区御津草生８２４番地１ 724-2112 代表取締役 成廣義武 成広建材㈱ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2723048 平成28年3月8日 平成33年11月30日

そば河原邸 岡山市北区御津紙工２２４８番地 古屋雄 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2723026 平成28年3月8日 平成33年11月30日

天下一品岡山洲崎店 岡山市南区福浜西町１番１１号 263-9101 代表取締役 上土稔 ㈲重高 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2720566 平成27年6月4日 平成32年12月31日

セルフうどんさかいで並木町店 岡山市南区並木町二丁目１番８号 代表取締役 谷好文 ㈱山陽ホテル 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2720877 平成27年7月2日 平成32年12月31日

セルフうどんさざなみ岡南店 岡山市南区松浜町１番５号 262-7222 代表取締役 三戸賀弥子 ㈲レストラン泉 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2722329 平成27年12月15日 平成32年12月31日

ＭＯＮＴＡＧＵＥ 岡山市北区東野山町２０３７－２番地 吉岡さおり 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2720425 平成27年5月12日 平成33年1月31日

ワコーファーム小径の駅 岡山市北区奉還町一丁目３番１８号アイグランデュ岡山１F 250-8528 代表取締役 吉岡洋介 ワコーファームサービス㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2722968 平成28年3月24日 平成34年1月31日

Ｃａｐｕｌｅｔｓ 岡山市北区奉還町一丁目５番１７号よろずビル４Ｆ 吉岡さおり 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2720424 平成27年5月12日 平成33年1月31日

ＴＵＫＴＵＫ　Ｃａｆｅ 岡山市北区奉還町二丁目８番１５号 259-5329 代表取締役 中川正志 ㈱クレオ・ヴァローレ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2721180 平成27年8月4日 平成33年1月31日

ｇｒｉｃｏ　ａｐａｒｔ 岡山市北区奉還町二丁目１９番２号 251-2796 古市知詠子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2720132 平成27年4月30日 平成33年1月31日

BESSO　COFFEE 岡山市北区田中１１９番地１０１FLEX　GALLERY内 941-7431 別曽拓也 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2721369 平成27年9月8日 平成33年1月31日

株式会社エアー．プラス 岡山市北区問屋町１１番地１０５ｓｕｐｌｅ１Ｆ 201-0977 代表取締役 久保陽子 ㈱エアー．プラス 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2722720 平成28年2月2日 平成34年1月31日

ｆａｉｍ　ｄｅ　ｌｏｕｐ 岡山市北区問屋町２６番地１０１－２Ｆ 太田一人 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2721283 平成27年8月27日 平成33年1月31日

らんぷ中仙道店 岡山市北区中仙道二丁目１１番２３号 250-1015 代表取締役 頼信道善 ㈱ピーチピット 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2721077 平成27年7月30日 平成33年1月31日

タリーズコーヒー岡山市民病院店 岡山市北区北長瀬表町三丁目２０番１号 244-0085 代表取締役 室賀康史 室賀ネジ機工㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2720104 平成27年4月30日 平成33年1月31日

Ｃａｆｆｅ　＆　Ｂａｒ　Ｈｏｍｅ 岡山市北区庭瀬２４６番地 金丸千波 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2723017 平成28年2月25日 平成34年1月31日

ＫＡＥＤＥ 岡山市北区野田屋町一丁目２番４号 222-1711 代表取締役 藤原治 ㈱ＫＡＥＤＥ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2720627 平成27年6月9日 平成33年2月28日



グリリアータ 岡山市北区幸町２番１９号 225-1500 福丸雅之 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2722074 平成27年11月24日 平成33年2月28日

Ｃｌｏｖｅｒ’ｓ　ｃａｆｅ 岡山市北区錦町１番３０号２Ｆ 木村進作 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2720267 平成27年4月28日 平成33年2月28日

カフェオーデリス 岡山市北区錦町８番２２号２F 226-8505 大倉弘次 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2720111 平成27年4月16日 平成33年2月28日

コミックバスター岡山駅前店 岡山市北区本町２番１号ＫアンドＫビル４Ｆ 小谷元三 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2720303 平成27年4月28日 平成33年2月28日

アニメイトカフェ岡山店 岡山市北区本町６番３０号第一セントラルビル２号館４F 206-5765 代表取締役社長 阪下實 ㈱アニメイト 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2623471 平成27年4月7日 平成33年2月28日

秘密基地 岡山市北区柳町一丁目１４番２１号柳町赤松ビル１Ｆ１０１号 藤崎智浩 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2721591 平成27年10月6日 平成33年2月28日

お茶と食事の店春 岡山市北区番町一丁目５番２９号 高原倭代 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2720534 平成27年5月26日 平成33年2月28日

まみぱんストア 岡山市北区南方二丁目９番７号 直井麻実 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2720032 平成27年4月7日 平成33年2月28日

城下公会堂 岡山市北区天神町１０番１６号城下ビル１Ｆ 234-5260 代表取締役 梅野和幸 ㈱サウンド・スケッチ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2721215 平成27年8月18日 平成33年2月28日

茶房リエール 岡山市北区弓之町１番２１号 801-7116 中村芙美 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2723276 平成28年3月31日 平成34年2月28日

フレッシュネスバーガーイオンモール岡山店 岡山市北区下石井一丁目２番１号イオンモール岡山４Ｆ４６８ 206-7166 代表社員 脇坂元治 合同会社八広屋 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2721316 平成27年9月1日 平成33年2月28日

ロッテリア岡山イトーヨーカドー店 岡山市北区下石井二丁目１０番２号 234-6121 代表取締役 田邊耕造 アンデックスマーレ㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2722041 平成27年11月17日 平成33年2月28日

ラッキーショコラ 岡山市中区西川原２１番地 201-2553 安井明子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2722072 平成27年11月17日 平成33年3月31日

岡アートギャラリー 岡山市中区浜二丁目２番３８号 206-5005 岡文子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2722455 平成28年1月12日 平成33年3月31日

サンマルクカフェ原尾島店 岡山市中区東川原２３９番地１ 272-5309 代表取締役社長 藤井大祐 ㈱サンマルクカフェ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2721147 平成27年8月13日 平成33年3月31日

リエルプラスカフェ 岡山市中区徳吉町二丁目１１番１７号 201-0448 石川貴宏 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2623506 平成27年4月21日 平成33年3月31日

カラオケハニービー高島店 岡山市中区清水３７２番地１ 238-8520 代表取締役 藤原雄士 ㈲マーク 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2721864 平成27年11月10日 平成33年3月31日

Ｕｍｅｎｏ 岡山市中区乙多見３９４番地 279-1537 伊達智絵 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2622842 平成27年6月2日 平成33年3月31日

まいたけＣａｆｅ 岡山市中区神下４２３番地１ 208-3883 代表社員 村上博昭 合同会社旺兼工業 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2722838 平成28年2月18日 平成33年3月31日

カフェ百百 岡山市中区高屋１８７番地４エトワール高屋１Ｆ北 栗元百恵 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2720596 平成27年6月4日 平成33年3月31日

古民家Ｄｉｎｉｎｇ　ＮＯＢＵ 岡山市中区中井二丁目４番３５号 201-0726 大石準一 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2623061 平成27年4月21日 平成33年3月31日

海 岡山市東区益野町３５番地１０山川ビル１Ｆ 片山邦博 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2720826 平成27年6月30日 平成33年4月30日

ＴＨＥ　ＣＨＡＹＡ 岡山市東区広谷４３６番地１-2 943-1407 竹本久美子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2721305 平成27年9月1日 平成33年4月30日

カラオケ喫茶すずらん 岡山市東区富士見町一丁目２８番６号富士見アパート 木村淳 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2721920 平成27年11月17日 平成33年4月30日

紫苑 岡山市東区福治９８４番地１ 943-4755 相原睦子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2722374 平成28年1月7日 平成33年4月30日

Ｓａｎｋａｋｕ 岡山市東区宿毛１１３７番地３ 238-5539 大道哲義 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2722306 平成28年1月7日 平成33年4月30日

ｓｉｍａ　ｓｉｍａ 岡山市東区犬島３４０番地 垣本早智 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2721715 平成27年10月13日 平成33年4月30日

カフェーマサギ 岡山市東区正儀５０９２番地８ 946-8989 藤田正昭 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2720675 平成27年6月30日 平成33年4月30日

カラオケしんちょう 岡山市東区寺山２４番地５ 297-3142 須藤美智子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2721721 平成27年10月27日 平成33年4月30日

＋１　Ｏｒｇａｎｉｃ　ｃａｆｅ　＆　ｍａｒｋｅｔ 岡山市東区寺山１４７番地１岡山ガーデン１Ｆ 代表取締役 河上直美 ㈱いち 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2723151 平成28年3月22日 平成33年4月30日

ｃｏｍｏｄｏ　ｃｕｃｉｎａ　Ｉｔａｌｉａｎａ　Ｔｅｒａｄａ 岡山市東区寺山１４７番地１岡山ガーデン２F 代表取締役 寺田真紀夫 ＡＬＡＩ　Ｊａｐａｎ㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2723184 平成28年3月22日 平成33年4月30日

ＳＴＥＰ 岡山市北区西古松二丁目２４番１５号ＳＴＥＰビル１F２Ｆ 805-8050 代表取締役 山村康男 ㈱東風 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2720654 平成27年6月11日 平成33年5月31日

遊器ギャラリー 岡山市北区西古松西町８番１７号 244-1114 代表取締役 福光富則 ㈱菜の花プロデュース 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2720496 平成27年5月19日 平成32年5月31日

カフェノア 岡山市北区東古松四丁目４番２２号 241-5757 代表取締役 阪井ひとみ ㈱かいしゃ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2721372 平成27年9月24日 平成33年5月31日

カフェとも 岡山市北区春日町５番１２号 大倉吉貴 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2722854 平成28年2月16日 平成33年5月31日

ＴＨＥ　ＣＯＦＦＥＥ　ＢＡＲ 岡山市北区大供本町７０８番地８ 木下尚之 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2721521 平成27年10月8日 平成33年5月31日

レストラン「ビアンモール」 岡山市北区青江二丁目１番１号岡山赤十字病院内南館１Ｆ 代表取締役社長 高木克昌 ㈱光洋 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2720012 平成27年4月28日 平成32年5月31日

カフェ・ド・クリエ岡山赤十字病院店 岡山市北区青江二丁目１番１号岡山赤十字病院本館２Ｆ 代表取締役 高木孝昌 ㈱光洋 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2721498 平成27年9月24日 平成33年5月31日

甘酒処ギー岡カフェ 岡山市北区京町１１番２０号ギークハウス岡山 新川真理 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2723094 平成28年3月15日 平成33年5月31日



挽きたて珈琲の店心 岡山市北区奥田本町６番１２号 手塚昌広 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2721807 平成27年10月22日 平成33年5月31日

カフェコムサ岡山天満屋店 岡山市北区中山下二丁目３番４号２F 代表取締役 笠原敏正 ㈱コムサ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2722840 平成28年2月25日 平成33年6月30日

ｃａｆé☆Éｔｏｉｌｅ 岡山市北区内山下一丁目８番２１号エバーグリーン内山下１Ｆ１０１号 竹中哲哉 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2723205 平成28年3月24日 平成33年7月31日

ＨＡＮＡＣＯ　Ｃａｆｅ 岡山市北区内山下一丁目１３番５号 737-4556 代表取締役 牧野雅仁 マキテック㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2723002 平成28年3月8日 平成33年7月31日

おりーぶ 岡山市北区京橋町６番２号武田ビル１F１０１号 山本敬子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2722115 平成27年11月26日 平成33年7月31日

才庵 岡山市北区表町一丁目３番９号 代表社員 藤原智貴 合同会社岡山の才 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2723264 平成28年3月29日 平成33年7月31日

Ｈａｒｂｏｒｓ 岡山市北区表町一丁目９番４９号オランダビル２F 206-6604 河本浩一 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2722328 平成27年12月15日 平成33年7月31日

Ｃａｔ　Ｃａｆｅ　Ｐｆｆｔ！ 岡山市北区表町一丁目１１番１号中之町第一ビル２Ｆ西 238-5288 石田沙織 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2721378 平成27年9月10日 平成33年7月31日

茶屋はな 岡山市北区表町一丁目１１番１１号 221-5677 冨山明子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2721833 平成27年11月5日 平成33年7月31日

UCCカフェメルカード岡山天満屋店 岡山市北区表町二丁目１番１号てんちかFOOD　GARDEN 231-7604 代表取締役社長 井上雅雄 ユーシーシーフードサービスシステムズ㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2623472 平成27年4月22日 平成32年7月31日

ＦＲＵＩＴＳ－Ｊ　ＢＯＵＴＩＱＵＥ 岡山市北区表町二丁目１番１号てんちかＦＯＯＤ　ＧＡＲＤＥＮ 231-7673 代表取締役 大西直規 ㈱フルーツ・ジャパン 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2720112 平成27年4月22日 平成32年7月31日

７８シュシュの食卓 岡山市北区表町二丁目３番１号高木ビル２Ｆ 227-9557 代表取締役 山崎誠 ㈱エコラ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2722398 平成27年12月22日 平成33年7月31日

ギャラリー＆カフェ 岡山市北区表町二丁目６番４３号東栄ビル１F 代表取締役 木庭寛樹 ㈱ありがとうファーム 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2720170 平成27年4月28日 平成32年7月31日

小西珈琲 岡山市北区表町三丁目１２番１０号 小西泰寛 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2721839 平成27年11月5日 平成33年7月31日

スピカフェ 岡山市北区伊福町二丁目６番１号スピカビル１Ｆ 250-7147 理事長 中島洋子 医療法人豊仁会 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2720089 平成27年4月16日 平成32年7月31日

Ｌａｎａｉ 岡山市北区谷万成二丁目９番３９号 259-5808 青木貴子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2720304 平成27年4月30日 平成32年7月31日

カレー屋キリン堂 岡山市北区津島新野一丁目１番１号 251-1118 代表取締役 齋藤雅彦 ㈱マサ・ユメライク 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2721317 平成27年9月1日 平成33年7月31日

９　Ｆｒｕｉｔ’ｓ 岡山市北区津島新野一丁目１番２８号 239-9099 代表取締役 韓嘉明 ＫＭ貿易㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2720876 平成27年7月7日 平成32年7月31日

かしの木 岡山市北区津島西坂三丁目２番２０号 難波宏吉 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2721782 平成27年10月20日 平成33年7月31日

軽食麺類たちばな 岡山市北区伊福町一丁目１７番１８号岡山済生会総合病院地下１Ｆ 252-2211 代表取締役 赤木信浩 ㈱エッセン 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2721282 平成27年8月25日 平成33年7月31日

Ｃａｆē　Ｄ’ｏｔｔｏ＋まちライブラリー 岡山市北区奉還町三丁目１３番１４号 三好麻友 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2721076 平成27年7月28日 平成32年7月31日

ゴッコ亭 岡山市南区北浦５２１番地１ 267-1028 山下育夫 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2721984 平成27年11月17日 平成33年9月30日

天恵本店 岡山市南区箕島４６０番地２ 282-7636 代表取締役 大橋忠彦 ㈲テン，ケイ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2723045 平成28年3月8日 平成33年9月30日

Ｂｉｓｔｒｏ　Ｏｕｒｓｏｎ 岡山市中区門田屋敷五丁目１番３０号 273-0002 英竜也 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2720458 平成27年5月28日 平成32年10月31日

はっぴい雀ジャン２岡山桜橋店 岡山市中区桜橋四丁目１番１６号タカショービル１F 206-1113 青山裕一 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2723080 平成28年3月10日 平成33年10月31日

カフェ杏 岡山市中区倉益３９１番地１ 277-7388 山岡伸 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2722094 平成27年11月26日 平成33年10月31日

にゅうおりんぴあ 岡山市中区新築港９番地１ 274-1222 代表取締役 小嶋光信 両備フェリー㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2721770 平成27年10月20日 平成32年10月31日

おりんぴあどりーむ 岡山市中区新築港９番地１ 274-1222 代表取締役 小嶋光信 両備フェリー㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2721771 平成27年10月20日 平成32年10月31日

イレブン 岡山市中区藤崎５８１番地 277-7810 鷺原数己 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2720605 平成27年6月4日 平成32年10月31日

マルハチ円山店 岡山市中区円山９４番地３ 代表取締役 木下崇雄 ㈱スイートホープ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2721863 平成27年10月29日 平成32年10月31日

レストランハラール 岡山市北区理大町１番１号１１号館地階食堂 理事長 加計晃太郎 学校法人加計学園 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2720130 平成27年4月16日 平成32年11月30日

チクリ・ピオニエーレ 岡山市北区一宮３４番地１ 897-0879 藤原龍治 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2722241 平成27年12月10日 平成33年11月30日

岡山カントリークラブ桃の郷グリル（イン） 岡山市北区田益４８３番地１ 294-2369 代表取締役 青井光輝 桃の里産業㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2721983 平成27年11月12日 平成32年11月30日

荒木さんち 岡山市北区大井２１８９番地１ 295-1101 代表取締役 荒木大輔 ㈱三つ葉工房 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2721266 平成27年8月20日 平成32年11月30日

ままごとや 岡山市北区建部町福渡５２６番地 雨宮宏美 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2720815 平成27年6月30日 平成32年11月30日

レストランたけべの森 岡山市北区建部町田地子１５７１番地４０ 722-3111 代表取締役 松田久 ㈱アール・エステートサービス 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2720588 平成27年5月28日 平成32年11月30日

デンマーシャイン 岡山市南区福浜町１６番４０号 263-9321 馬場秀雄 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2722800 平成28年2月9日 平成33年12月31日

和たぬき 岡山市南区三浜町一丁目１２番１４号セントラルコーポ１Ｆ中 赤木和子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2721394 平成27年9月8日 平成32年12月31日

コメダ珈琲岡山福浜店 岡山市南区富浜町２番７０号 259-4511 代表取締役 加藤文美 ㈱プライムウィル 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2721194 平成27年8月25日 平成32年12月31日



喫茶パイオニア 岡山市南区新福二丁目１３番２３号 263-9419 平嶋光 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2722704 平成28年1月28日 平成33年12月31日

カフェテリア福富 岡山市南区福富中二丁目８番２２号アビエルト福富 小玉一成 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2623107 平成27年7月2日 平成32年12月31日

栄華 岡山市南区福富西二丁目３番２号 737-4593 長岡強 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2720557 平成27年5月26日 平成32年12月31日

エポック 岡山市南区福浜西町１番１２号 265-0573 大木直子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2722925 平成28年2月16日 平成33年12月31日

岡山市場ネット 岡山市南区市場一丁目１番地関連棟６６ 902-2103 代表社員 矢吹一郎 新連携岡山中央卸売市場ネット合同会社 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2722853 平成28年2月9日 平成33年12月31日

Ricco　ｃａｆｅ 岡山市南区豊成二丁目７番３７号 263-9468 岡有里子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2722397 平成27年12月22日 平成32年12月31日

トルコ料理アリババ 岡山市北区柳町一丁目１番６号 ユルマズ　メハメット　アリ 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 2721566 平成27年10月1日 平成33年2月28日

ｐｉｚｚｅｒｉａ　ｂａｒ　ＮＡＰＯＬＩ岡山南方 岡山市北区南方三丁目８番３９号 225-7420 矢野隆志 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 2721615 平成27年10月8日 平成33年2月28日

ピザとサラダの店ＴＩＭＥ 岡山市北区天神町１番１６号ロイヤルガーデン桃太郎通り 222-3671 森元茂夫 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 2720393 平成27年5月14日 平成33年2月28日

Ａｉｍａｂｌｅ 岡山市北区天神町５番２号十月館１Ｆ 岸田裕樹 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 2623371 平成27年4月14日 平成33年2月28日

洋食屋キッチンふくま 岡山市東区上道北方３１６番地１ 福間統彦 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 2722771 平成28年2月9日 平成33年4月30日

岡山長楽亭 岡山市北区丸の内一丁目１２番８号 232-6327 代表取締役 長尾博文 ㈱長楽堂 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 2722111 平成27年11月24日 平成33年7月31日

ラ・ボンヌ・フランケット 岡山市北区表町三丁目１０番５７号 221-7077 田中明 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 2722137 平成27年11月26日 平成33年7月31日

肉パル 岡山市南区築港新町一丁目２５番１号シネマタウン岡南１F 250-2986 代表取締役 金谷光晃 パルプラン㈱ 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 2722246 平成27年12月10日 平成32年12月31日

中華あんかけ専門店桃仙人 岡山市北区平野９２０番地わたなべ生鮮館内 代表取締役 吴大可 ㈱ミサイ 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 2721404 平成27年9月10日 平成33年1月31日

台湾料理・台北１０１ 岡山市北区野田屋町一丁目１０番２６号乗金ビル１－２ 馬玉芹 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 2720169 平成27年4月23日 平成33年2月28日

ラーメン・小料理ちょうや 岡山市北区駅前町一丁目７番２１号 226-5010 代表社員 林清 林商事合同会社 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 2723024 平成28年3月3日 平成34年2月28日

楽軒 岡山市北区柳町二丁目１番７号ラポールビル２Ｆ 238-8021 藺海偉 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 2722035 平成27年11月12日 平成33年2月28日

餃子の王将東岡山店 岡山市中区神下９８番地４ 279-3970 代表取締役 渡邉直人 ㈱王将フードサービス 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 2722923 平成28年2月16日 平成33年3月31日

香徳園 岡山市北区西古松二丁目２５番７号 243-3880 代表取締役 坪香現一 ㈲香徳園 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 2720006 平成27年4月2日 平成32年5月31日

中国家庭料理奉天 岡山市北区十日市中町７番６号 238-2476 徐辛 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 2720105 平成27年4月14日 平成32年5月31日

林家 岡山市北区田町二丁目１０番２７号赤松ビル１F 206-5396 林德亮 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 2721289 平成27年8月25日 平成33年6月30日

陶泉 岡山市北区京橋町１番１３号 222-1998 横山義弘 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 2721290 平成27年8月25日 平成33年7月31日

中華石鍋福縁 岡山市北区表町二丁目７番２号小松原ビル１Ｆ 224-8098 吴先鋭 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 2720029 平成27年4月14日 平成32年7月31日

台湾料理四季紅 岡山市南区若葉町２１番３０号 262-8246 梁万霞 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 2723235 平成28年3月24日 平成33年12月31日

中華料理香満堂 岡山市南区泉田五丁目１０番４３号 259-4302 代表取締役 鄭新泉 新コーポレーション㈱ 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 2720699 平成27年6月11日 平成32年12月31日

壱靖 岡山市北区野田屋町一丁目４番１７号グランデュール野田屋町１Ｆ 232-3753 中村里香 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 2721822 平成27年10月29日 平成33年2月28日

柳川はむら 岡山市北区野田屋町一丁目１１番２０号グレースタワーⅡ２Ｆ 225-6364 代表取締役 岡﨑雅廣 ㈱ひな市 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 2721121 平成27年7月28日 平成33年2月28日

菊正 岡山市北区本町３番１３号イトーピア本町ビル１F 222-1079 髙橋正敏 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 2722245 平成28年1月5日 平成33年2月28日

日本料理ひかり 岡山市中区竹田４２番地１ 270-7788 代表取締役 平田和夫 ㈲とき和 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 2721767 平成27年10月20日 平成33年3月31日

御料理　椙 岡山市北区表町三丁目１番１０６号 801-3770 向原昌敏 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 2722745 平成28年2月9日 平成33年7月31日

四季ゆたか 岡山市中区平井一丁目１３番２号 272-2333 代表取締役 鶴峯正基 ㈱和 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 2721328 平成27年9月8日 平成32年10月31日

備中白桃花 岡山市北区立田９５番地１ 松本奈美 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 2722018 平成27年12月22日 平成33年11月30日

日本料理椿 岡山市南区福成一丁目１７９番地１２ 959-1081 河田敬一 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 2721957 平成28年1月7日 平成33年12月31日

宅配クック１２３岡山店 岡山市北区桑田町１７番１０号 224-9123 代表取締役 小林高光 ㈲ウイング 飲食店営業（仕出し屋） 給食弁当 2723003 平成28年2月25日 平成33年2月28日

マリンポリス 岡山市北区大元二丁目４番５号 245-2444 代表取締役 池田賢 ㈱マリンポリス 飲食店営業（仕出し屋） 仕出し料理 2722367 平成27年12月17日 平成33年5月31日

配食のふれ愛岡山南店 岡山市北区東古松南町５番３号霜山コーポ１Ｆ西 238-6409 青井公樹 飲食店営業（仕出し屋） 仕出し料理 2720563 平成27年6月4日 平成33年5月31日

度々平 岡山市南区妹尾３９６番地 238-0211 代表取締役 永山辰巳 ㈱亜度 飲食店営業（仕出し屋） 仕出し料理 2720805 平成27年7月7日 平成32年9月30日

まやかみ農園 岡山市北区日応寺９３７番地２ 294-2785 福田泰人 飲食店営業（仕出し屋） 仕出し料理 2720924 平成27年7月9日 平成32年11月30日



かさねや岡山店 岡山市北区野田屋町一丁目３番３号岡ビル１Ｆ１７６号 227-5222 代表取締役 阿南毅彦 スマートファーム㈱ 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2722657 平成28年2月2日 平成33年2月28日

カイロス 岡山市北区岩田町５番７号 241-5757 代表取締役 阪井ひとみ ㈱かいしゃ 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2721371 平成27年9月24日 平成33年2月28日

本家かまどや下石井店 岡山市北区下石井二丁目２番８号 221-3177 片山寛久 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2721921 平成27年11月10日 平成33年2月28日

丼丸岡山原尾島店 岡山市中区浜三丁目２番１７号 270-8082 代表取締役 美濃津美千代 ㈱ブレイス美濃津 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2721151 平成27年8月13日 平成33年3月31日

みやび丼丸高島店 岡山市中区清水二丁目５３４番２号 275-5555 代表取締役 齋藤雅彦 ㈱マサ・ユメライク 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2722706 平成28年1月28日 平成33年3月31日

大翔西大寺店 岡山市東区西大寺南一丁目２番５号天満屋ハピータウン西大寺店１F 942-0111 代表取締役 永野哲志 ㈲千翔 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2720379 平成27年5月12日 平成33年4月30日

ほっかほっか亭平島店 岡山市東区瀬戸町沖３４９番地２ 952-1070 代表取締役 青木達也 ㈱ハークスレイ 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2722681 平成28年1月28日 平成33年4月30日

お持ち帰り専門ぜん 岡山市北区大供三丁目１番９号 737-4916 代表取締役 前原利夫 ㈲サトリア 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2723016 平成28年2月25日 平成33年5月31日

海のポセイどん丼丸 岡山市北区奥田本町１３番１２号奥田ビル１Ｆ１０２号 222-0123 西山丈司 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2721950 平成27年11月12日 平成33年5月31日

うちごはん 岡山市北区内山下二丁目６番４号 224-5371 立石操 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2721012 平成27年7月16日 平成32年7月31日

できたておむすび米米天満屋岡山本店 岡山市北区表町二丁目１番１号てんちかFOOD　GARDEN 212-3355 代表取締役 井上仂 ㈲ＨＩＴＴ 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2720273 平成27年4月22日 平成32年7月31日

京樽岡山天満屋店 岡山市北区表町二丁目１番１号天満屋岡山店地階食品売場 231-7901 代表取締役 森下裕一 ㈱京樽 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2720445 平成27年6月1日 平成32年7月31日

たごさく 岡山市北区表町二丁目１番１号天満屋岡山店地階食品売場 代表取締役 馬場祥宏 山和食品㈱ 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2720538 平成27年6月1日 平成32年7月31日

夜寿司天満屋本店地下店 岡山市北区表町二丁目１番１号天満屋岡山店地階食品売場 231-7749 代表取締役 大賀昭司 ㈱夜寿司 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2720586 平成27年6月1日 平成32年7月31日

㈱廣榮堂天満屋おこわ店 岡山市北区表町二丁目１番１号天満屋岡山店地階食品売場 231-7799 代表取締役 武田浩一 ㈱廣榮堂 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2720604 平成27年6月1日 平成32年7月31日

ダイキ藤田店 岡山市南区藤田５６０番地２３６ 296-0303 代表取締役 赤瀬雅之 ㈱栄福堂 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2721720 平成27年10月15日 平成33年9月30日

むなぎや 岡山市南区片岡２４６８番地ファーマーズマーケットサウスビレッジ 728-5741 代表取締役 内尾義信 ジャパンマリンポニックス㈱ 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2720734 平成27年6月16日 平成32年9月30日

ほっかほっか亭産業通り倉田店 岡山市中区倉田６１３番地６ 276-8422 山根直美 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2722979 平成28年3月31日 平成33年10月31日

海祥丼丸岡山大和町店 岡山市北区大和町二丁目８番２７号松島ビル１F南 232-0911 新坂光男 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2720020 平成27年4月14日 平成32年11月30日

麻瑠 岡山市北区小山４０番地８ 250-6201 丸岡純一 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2721546 平成27年10月27日 平成32年11月30日

大翔岡南店 岡山市南区築港新町一丁目１８番５号天満屋ハピータウン岡南店１F 264-6111 代表取締役 永野哲志 ㈲千翔 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2720378 平成27年5月12日 平成32年12月31日

ほっともっと築港新町店 岡山市南区築港新町二丁目７番１２号 902-2030 南野幹夫 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2720457 平成27年5月28日 平成32年12月31日

潮風丼丸 岡山市南区泉田三丁目４番１３号 227-7090 古市零 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2720735 平成27年6月23日 平成32年12月31日

ＨＡＴＴＯＲＩ　ＢＡＧＥＬ 岡山市北区奉還町一丁目５番５号 959-4391 服部恭子 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 2720941 平成27年7月23日 平成33年1月31日

Ｂｏｕｌａｎｇｅｒｉｅ　Ｔｒｉｃｏ． 岡山市北区白石西新町９番地１０３クリエイト２１　１０５号 239-9039 本田研祐 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 2723153 平成28年3月17日 平成34年1月31日

岡山市北区撫川１０４１番地１６ 239-8568 髙石智弘 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 2722071 平成27年11月17日 平成33年1月31日

リトルマーメイド庭瀬 岡山市北区庭瀬２３４番地５ 293-0948 林義之 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 2722557 平成28年1月14日 平成33年1月31日

山陽マルナカ庭瀬店 岡山市北区平野８５９番地１ 292-0771 代表取締役 井出武美 ㈱山陽マルナカ 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 2723156 平成28年3月17日 平成34年1月31日

ディオ西大寺店 岡山市東区河本町１２０番地１ 944-8700 代表取締役 大賀昭司 大黒天物産㈱ 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 2721082 平成27年8月6日 平成33年4月30日

ポンパドウル岡山店 岡山市北区表町二丁目１番１号てんちかFOOD　GARDEN 231-7907 代表取締役 三藤達男 ㈱横浜ポンパドウル 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 2720186 平成27年4月22日 平成32年7月31日

プロヴァンスの朝 岡山市北区表町二丁目１番６２号 222-4663 代表取締役 岡本京子 ㈲管理データシステムズ 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 2720919 平成27年7月7日 平成32年7月31日

山陽マルナカ妹尾店 岡山市南区妹尾９４５番地 281-0481 代表取締役 井出武美 ㈱山陽マルナカ 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 2721529 平成27年10月6日 平成33年9月30日

ぎぃも工房 岡山市南区西紅陽台二丁目５８番地５２０ 362-3928 小西順子 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 2721722 平成27年10月15日 平成33年9月30日

ラ・ムー平井店 岡山市中区平井六丁目６番１６号 270-7133 代表取締役 大賀昭司 大黒天物産㈱ 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 2721243 平成27年9月3日 平成32年10月31日

フレッシュ・マルシェ医大前店総菜センター 岡山市北区春日町７番２９号スカイガーデン春日町１Ｆ 236-1711 代表取締役 松田久 両備ホールディングス㈱ 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 2722135 平成27年11月26日 平成33年5月31日

精肉卸直営岡山焼肉宅配弁当やみいち 岡山市南区泉田一丁目３番１０号石井食品ビル３F 223-5611 代表取締役 石井武夫 ㈱フレスカ 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 2721478 平成27年9月17日 平成32年12月31日

ビジネスセンター岡山 岡山市北区島田本町一丁目５番３７号 255-1155 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 飲食店営業（自動販売形態） スープ類 2722120 平成27年11月26日 平成33年1月31日

ソニー生命保険㈱岡山支社 岡山市北区駅元町１５番１号リットシティビル６F 214-1766 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 飲食店営業（自動販売形態） スープ類 2722764 平成28年2月4日 平成34年1月31日

天満屋遊プラザ 岡山市北区昭和町４番７号 255-5556 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 飲食店営業（自動販売形態） スープ類 2723277 平成28年3月31日 平成34年1月31日



㈱セットアップ 岡山市北区今八丁目６番１０号 805-8839 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 飲食店営業（自動販売形態） スープ類 2720280 平成27年4月23日 平成33年1月31日

㈱中央 岡山市北区平田１０４番地１２６ 243-0044 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 飲食店営業（自動販売形態） スープ類 2720943 平成27年7月9日 平成33年1月31日

ＭＯＶＩＥメルパ３F 岡山市北区駅前町一丁目４番２３号 221-0114 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 飲食店営業（自動販売形態） スープ類 2721909 平成27年11月10日 平成33年2月28日

㈱源吉兆庵 岡山市北区幸町７番２８号 364-1070 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 飲食店営業（自動販売形態） スープ類 2722763 平成28年2月4日 平成33年2月28日

㈱日本政策金融公庫 岡山市北区柳町一丁目１番２７号太陽生命岡山柳町ビル７Ｆ 225-0011 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 飲食店営業（自動販売形態） スープ類 2720838 平成27年6月25日 平成33年2月28日

日産部品山陽販売㈱岡山営業所 岡山市中区下４６５番地 278-2382 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 飲食店営業（自動販売形態） スープ類 2723266 平成28年3月29日 平成33年3月31日

竹久夢二本舗敷島堂㈱敷島堂瀬戸店 岡山市東区瀬戸町瀬戸１８３番地１ 952-5656 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 飲食店営業（自動販売形態） スープ類 2720944 平成27年7月9日 平成33年4月30日

大塚製薬㈱岡山出張所 岡山市北区下中野４０２番地４ 244-4400 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 飲食店営業（自動販売形態） スープ類 2721173 平成27年8月4日 平成33年5月31日

Ｃアミーユ東古松 岡山市北区東古松一丁目１３番５号 212-0280 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 飲食店営業（自動販売形態） スープ類 2720585 平成27年6月2日 平成33年5月31日

山陽マルナカ妹尾店 岡山市南区妹尾９４５番地 281-0481 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 飲食店営業（自動販売形態） スープ類 2721911 平成27年11月10日 平成33年9月30日

南岡山ナーシングホーム 岡山市南区東畦７７２番地１０ 281-2522 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 飲食店営業（自動販売形態） スープ類 2720839 平成27年6月25日 平成32年9月30日

㈱みつ印刷 岡山市北区田益１３０２番地１ 294-2302 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 飲食店営業（自動販売形態） スープ類 2721174 平成27年8月4日 平成32年11月30日

㈱みつ印刷 岡山市北区田益１３０２番地１ 294-2302 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 飲食店営業（自動販売形態） スープ類 2721663 平成27年10月8日 平成32年11月30日

山陽マルナカ建部店 岡山市北区建部町宮地５８番地 722-4300 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 飲食店営業（自動販売形態） スープ類 2721910 平成27年11月10日 平成32年11月30日

坪井金属 岡山市南区洲崎一丁目７番７号 264-1611 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 飲食店営業（自動販売形態） スープ類 2720584 平成27年6月2日 平成32年12月31日

丸正製粉㈱ 岡山市南区築港元町７番３０号 264-5501 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 飲食店営業（自動販売形態） スープ類 2720281 平成27年4月23日 平成32年12月31日

Ｍｒ．Ｋｅｂａｂ 岡山市一円 ＳＡＢＢＡＧＨ　ＡＬＶＡＮＩ　ＡＢＢＡＳ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2721548 平成27年9月29日 平成33年1月31日

長谷川商店めんじゃ麺 岡山市一円 長谷川恵介 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2722994 平成28年2月23日 平成34年1月31日

うらら 岡山市一円 理事長 丸石幸嗣 特定非営利活動法人うらら 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2722746 平成28年2月4日 平成34年1月31日

シファカ屋台 岡山市一円 代表取締役 作元大輔 ㈱シファカ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2720898 平成27年7月2日 平成33年2月28日

トルコ料理アリババ 岡山市一円 ハントジェイソンスコット 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2721132 平成27年7月28日 平成33年2月28日

あかしや 岡山市一円 佐々木武志 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2723192 平成28年3月17日 平成33年3月31日

岡山市一円 代表社員 王強 遠宏国際貿易合同会社 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2720854 平成27年6月30日 平成33年3月31日

増田豆富屋台 岡山市一円 代表取締役 増田章洋 ㈲増田豆富店 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2721567 平成27年10月1日 平成33年3月31日

屯倉の雫 岡山市一円 前嶋昌憲 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2723229 平成28年3月22日 平成33年3月31日

いちショップ 岡山市一円 代表取締役 河上直美 ㈱いち 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2720415 平成27年5月12日 平成32年5月31日

ぱちゃめし堂 岡山市一円 代表取締役 太田貴司 ㈱トイどらごんのひみつきち 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2721160 平成27年7月30日 平成33年5月31日

ねぎやもし農 岡山市一円 代表取締役 田中正広 ㈱ファントゥ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2722227 平成27年12月3日 平成33年6月30日

コントワール 岡山市一円 代表取締役 園田浩也 ㈱フィールドガーデンカンパニー 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2723237 平成28年3月24日 平成33年6月30日

岡山市一円 代表取締役 韓嘉明 Ｋ・Ｍ貿易㈱ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2722425 平成27年12月25日 平成33年7月31日

旬彩市場 岡山市北区後楽園１番５号岡山後楽園西外園北側園路 272-1148 代表取締役 眞谷宣慶 ㈱ＬＳＣ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2720786 平成27年6月16日 平成32年7月31日

むなぎや２号店 岡山市一円 代表取締役 内尾義信 ジャパンマリンポニックス㈱ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2721685 平成27年10月8日 平成33年9月30日

Ｊ．Ｃファクトリー 岡山市一円 坂本晃 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2722448 平成28年1月5日 平成33年10月31日

枝光商店 岡山市一円 枝光正敏 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2723265 平成28年3月29日 平成33年10月31日

草うまカフェ 岡山市一円 石川慶彦 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2720091 平成27年4月9日 平成32年11月30日

ｔｕｌｅｎｏｔｅ 岡山市一円 大谷充良 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2720179 平成27年4月16日 平成32年11月30日

吉備レストラン（串焼き） 岡山市一円 214-1185 代表取締役 福島悌二 岡山ルートサービス㈱ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2720264 平成27年4月21日 平成32年11月30日

トルコアイス．ｃｏｍ 岡山市一円 エルドガンジハン 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2720412 平成27年5月12日 平成32年11月30日

うまい物クラブ２号店 岡山市一円 花房政弘 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2720498 平成27年5月19日 平成32年11月30日



一冨士本店（屋台） 岡山市一円 代表取締役 工藤政宣 ㈱一冨士本店 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2720598 平成27年6月2日 平成32年11月30日

㈲石川商会 岡山市一円 代表取締役 石川学 ㈲石川商会 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2720609 平成27年6月2日 平成32年11月30日

廣元 岡山市一円 村上元也 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2720901 平成27年7月2日 平成32年11月30日

広島お好み焼き・カレーＴＡＫＵ 岡山市一円 大森拓 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2721274 平成27年8月20日 平成32年11月30日

カレー屋キリン堂 岡山市一円 代表取締役 齋藤雅彦 ㈱マサ・ユメライク 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2721318 平成27年9月1日 平成32年11月30日

矢掛テンペ 岡山市一円 代表取締役 古中恒男 矢掛家具センター㈲ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2721571 平成27年10月1日 平成32年11月30日

いなほ屋 岡山市一円 安斉修 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2721668 平成27年10月8日 平成32年11月30日

株式会社健康王国 岡山市一円 代表取締役 小谷幸彦 ㈱健康王国 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2721871 平成27年10月29日 平成32年11月30日

とりしん 岡山市一円 三宅伸二 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2722096 平成27年11月19日 平成32年11月30日

株式会社新見庄あしだち本店 岡山市一円 代表取締役 静恭二郎 ㈱新見庄あしだち本店 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2722204 平成27年12月1日 平成32年11月30日

樹庵 岡山市一円 石原樹美江 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2722215 平成27年12月3日 平成33年11月30日

鉄板工房マルマサ 岡山市一円 松村真由美 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2722409 平成27年12月22日 平成33年11月30日

じゃがいもの木 岡山市一円 理事長 土井正義 特定非営利活動法人じゃがいもの木 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2722962 平成28年2月18日 平成33年11月30日

吉備サービスエリア上り 岡山市北区今岡７０５番地１ 284-8822 代表取締役 永山久夫 岡山プラザホテル㈱ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2721175 平成27年8月4日 平成32年11月30日

岡山地産地消くぅちゃん 岡山市一円 柴田麻沙美 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2721326 平成27年9月1日 平成33年1月31日

ｃｈａｍｅｌｅｏｎ　ｓｔｏｒｅ 岡山市一円 水島勇士 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2721768 平成27年10月15日 平成33年1月31日

たこやき堂 岡山市一円 鮫元浩一 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2720375 平成27年5月1日 平成33年3月31日

八角堂本舗 岡山市一円 石川修 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2721834 平成27年10月23日 平成33年3月31日

大王軒本舗 岡山市一円 東幸雄 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2722119 平成27年11月26日 平成33年4月30日

ｍａｃａｏ　ｃｉｂｏ 岡山市一円 越宗竜也 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2720272 平成27年4月21日 平成32年9月30日

Ｌｉｔｔｌｅ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｐｉｃｃｏｌｏ（リトルキッチン・ピッコロ） 岡山市一円 代表取締役 谷中俊之 ㈲う越新 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2720542 平成27年5月26日 平成32年9月30日

Ｃ　ｃａｆē 岡山市一円 代表取締役 丸山明 ㈱エル・エー・ピー 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2721264 平成27年8月20日 平成32年9月30日

揚げＰｉｚｚａ　ＮｉＫｏ 岡山市一円 真鍋明史 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2721691 平成27年10月13日 平成33年9月30日

わかとり屋 岡山市一円 影井秀樹 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2723074 平成28年3月8日 平成33年9月30日

ナジ屋 岡山市一円 ナジ智子 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2721718 平成27年10月15日 平成32年10月31日

たこ焼き　一兵 岡山市一円 佐野惠美子 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2722477 平成28年1月7日 平成33年10月31日

すき家キッチンカー１号車 岡山市一円 代表取締役 興津龍太郎 ㈱すき家本部 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2720053 平成27年4月9日 平成32年11月30日

やきとり竜鳳（宇都宮８８０あ５５２） 岡山市一円 代表取締役 鈴木明治 ㈱全国チェーン竜鳳 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2720369 平成27年5月7日 平成32年11月30日

やきとり竜鳳（宇都宮８８０あ１３０２） 岡山市一円 代表取締役 鈴木明治 ㈱全国チェーン竜鳳 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2720376 平成27年5月7日 平成32年11月30日

やきとり竜鳳（宇都宮８８０あ５４５） 岡山市一円 代表取締役 鈴木明治 ㈱全国チェーン竜鳳 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2720377 平成27年5月7日 平成32年11月30日

株式会社佐野 岡山市一円 代表取締役 三宅喬平 ㈱佐野 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2720918 平成27年7月7日 平成32年11月30日

倉敷天領大黒 岡山市一円 代表取締役 横山公哉 東万繊工㈱ 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2721144 平成27年7月28日 平成32年11月30日

Ｓｔｒｅｅｔ　Ｃａｆｅ 岡山市一円 山崎誠二 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2721385 平成27年9月8日 平成32年11月30日

ちゃかぽこ洞 岡山市一円 原田孝二郎 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2721637 平成27年10月8日 平成32年11月30日

神石牛バーガー 岡山市一円 代表取締役 丹地光治 ㈱車のタンチ 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2721684 平成27年10月8日 平成32年11月30日

やきとり竜鳳（宇都宮８８０あ１３１５） 岡山市一円 代表取締役 鈴木明治 ㈱全国チェーン竜鳳 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2721795 平成27年10月20日 平成32年11月30日

たこ焼きハウス恋太朗 岡山市一円 西浦秀也 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2721820 平成27年10月22日 平成32年11月30日

からあげごっちゃん 岡山市一円 後藤啓太 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2721954 平成27年11月10日 平成32年11月30日

中華そばのお店麺ノ匠幸蓮華 岡山市一円 福井一晃 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2722102 平成27年11月19日 平成32年11月30日



やきとり竜鳳（あ４６５） 岡山市一円 花川敏光 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2722209 平成27年12月1日 平成32年11月30日

やきとり竜鳳（あ４６６） 岡山市一円 笹井和寛 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2722210 平成27年12月1日 平成32年11月30日

たこ焼きハウス恋太朗 岡山市一円 西浦秀也 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2722214 平成27年12月3日 平成33年11月30日

虎 岡山市一円 代表取締役 木幡大和 ㈱大和建装 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2722366 平成27年12月15日 平成33年11月30日

株式会社楽喜 岡山市一円 代表取締役 下川和歩 ㈱楽喜 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2722947 平成28年2月18日 平成33年12月31日

ＳＨＯＷ激どらごん 岡山市一円 代表取締役 太田貴司 ㈱トイどらごんのひみつきち 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2723247 平成28年3月24日 平成33年12月31日

西大寺グランドホテル風のレストラン 岡山市東区西大寺中二丁目１２番９号 942-8000 代表取締役 福島悌二 岡山ルートサービス㈱ 飲食店営業（旅館） ホテル 2723274 平成28年3月29日 平成33年4月30日

ファミリーロッジ旅籠屋・岡山店 岡山市北区高松２５１番地１ 287-8854 代表取締役 甲斐真 ㈱旅籠屋 飲食店営業（旅館） ホテル 2720855 平成27年7月23日 平成32年11月30日

とりいくぐる 岡山市北区奉還町四丁目７番１５号 250-2629 代表社員 野口明生 合同会社さんさんごご 飲食店営業（旅館） 簡易宿泊所 2721831 平成27年11月5日 平成33年7月31日

セブンイレブン岡山野殿東町店 岡山市北区野殿東町４番２５号 255-7500 代表社員 新庄賢二 合同会社新庄商店 菓子製造業 その他 2722524 平成28年1月12日 平成33年1月31日

セブンイレブン岡山今保店 岡山市北区今保１０３番地１ 244-7131 松岡薫 菓子製造業 その他 2721257 平成27年8月27日 平成33年1月31日

セブンイレブン岡山問屋町店 岡山市北区問屋町２０番地１０５ 243-9117 代表取締役 安田政弘 ㈱ＹＡＳＵＤＡＹＡ 菓子製造業 その他 2722556 平成28年1月14日 平成33年1月31日

セブン-イレブン岡山市民病院店 岡山市北区北長瀬表町三丁目２０番１号岡山市民病院２F 246-0117 代表取締役 栗原成行 ㈲マルケイ 菓子製造業 その他 2720175 平成27年4月23日 平成33年1月31日

サークルＫ岡山花尻店 岡山市北区花尻ききょう町１番地１００ 253-5763 佐藤公昭 菓子製造業 その他 2720993 平成27年7月28日 平成33年1月31日

ローソン岡山柳町一丁目店 岡山市北区柳町一丁目１２番１号 212-0420 代表取締役 玉塚元一 ㈱ローソン 菓子製造業 その他 2722481 平成28年1月26日 平成33年2月28日

ｎｉｄ　ｓａｎｄ 岡山市北区柳町二丁目９番１３号 233-0802 宮脇直美 菓子製造業 その他 2723236 平成28年3月29日 平成34年2月28日

セブン-イレブン岡山後楽園通店 岡山市北区弓之町１番１号 森田久志 菓子製造業 その他 2722881 平成28年2月18日 平成33年2月28日

ローソン岡山浜三丁目 岡山市中区浜三丁目３番２３号 270-6620 代表取締役 金邉千佳 ㈱ボナール 菓子製造業 その他 2723286 平成28年3月31日 平成33年3月31日

ローソン岡山野田西店 岡山市北区野田三丁目８番１７号 243-1267 高見秀作 菓子製造業 その他 2721285 平成27年9月24日 平成33年5月31日

ローソン岡山厚生町一丁目店 岡山市北区厚生町一丁目８番１０号 226-8066 代表取締役 玉塚元一 ㈱ローソン 菓子製造業 その他 2721276 平成27年8月27日 平成33年5月31日

セブンイレブン岡山東中央町店 岡山市北区東中央町５番２１号 222-5710 代表取締役 中谷祥正 ㈱赤崎屋 菓子製造業 その他 2720482 平成27年5月28日 平成32年5月31日

セブン‐イレブン岡山中山下店 岡山市北区中山下一丁目２番８号ＯＳ１ビル１Ｆ 234-4334 神谷敏男 菓子製造業 その他 2721231 平成27年8月25日 平成33年6月30日

ローソン岡山津島南二丁目店 岡山市北区津島南二丁目１番８号 255-7044 代表取締役 坂本誠 ㈲アマキ 菓子製造業 その他 2720451 平成27年5月26日 平成32年7月31日

マルイ大福店（惣菜オープンキッチン） 岡山市南区大福３５０番地２ 282-9122 代表取締役 松田欣也 ㈱マルイ 菓子製造業 その他 2721109 平成27年7月23日 平成32年9月30日

サークルK岡山内尾店 岡山市南区内尾２８３番地１６ 282-2892 石井将之 菓子製造業 その他 2721413 平成27年9月10日 平成32年9月30日

ラ・ムー平井店 岡山市中区平井六丁目６番１６号 270-7133 代表取締役 大賀昭司 大黒天物産㈱ 菓子製造業 その他 2721242 平成27年9月3日 平成32年10月31日

ＨＡＴＴＯＲＩ　ＢＡＧＥＬ 岡山市北区奉還町一丁目５番５号 959-4391 服部恭子 菓子製造業 パン 2720942 平成27年7月23日 平成33年1月31日

Ｂｏｕｌａｎｇｅｒｉｅ　Ｔｒｉｃｏ． 岡山市北区白石西新町９番地１０３クリエイト２１　１０５号 239-9039 本田研祐 菓子製造業 パン 2723154 平成28年3月17日 平成34年1月31日

リトルマーメイド庭瀬 岡山市北区庭瀬２３４番地５ 293-0948 林義之 菓子製造業 パン 2722559 平成28年1月14日 平成33年1月31日

山陽マルナカ庭瀬店 岡山市北区平野８５９番地１ 292-0771 代表取締役 井出武美 ㈱山陽マルナカ 菓子製造業 パン 2723157 平成28年3月17日 平成34年1月31日

まみぱんストア 岡山市北区南方二丁目９番７号 直井麻実 菓子製造業 パン 2720033 平成27年4月7日 平成33年2月28日

サンマルクカフェ原尾島店 岡山市中区東川原２３９番地１ 272-5309 代表取締役社長 藤井大祐 ㈱サンマルクカフェ 菓子製造業 パン 2721148 平成27年8月13日 平成33年3月31日

ディオ西大寺店 岡山市東区河本町１２０番地１ 944-8700 代表取締役 大賀昭司 大黒天物産㈱ 菓子製造業 パン 2721083 平成27年8月6日 平成33年4月30日

㈱エッセン環太平洋大学店 岡山市東区瀬戸町観音寺７２１番地 908-0351 代表取締役 赤木信浩 ㈱エッセン 菓子製造業 パン 2723239 平成28年3月24日 平成33年4月30日

株式会社ハローズ瀬戸店 岡山市東区瀬戸町瀬戸１７８番地 952-3986 代表取締役 佐藤利行 ㈱ハローズ 菓子製造業 パン 2720812 平成27年6月30日 平成33年4月30日

アルテリアベーカリー岡山店 岡山市北区下中野８１１番地 代表取締役 松岡誠 ㈱ＴＥＡＭ３９ 菓子製造業 パン 2723221 平成28年3月24日 平成33年5月31日

岡山赤十字第一売店 岡山市北区青江二丁目１番１号岡山赤十字病院内本館１Ｆ 235-5116 代表取締役社長 高木克昌 ㈱光洋 菓子製造業 パン 2720801 平成27年6月25日 平成33年5月31日

ポンパドウル岡山店 岡山市北区表町二丁目１番１号てんちかFOOD　GARDEN 231-7907 代表取締役 三藤達男 ㈱横浜ポンパドウル 菓子製造業 パン 2720187 平成27年4月22日 平成32年7月31日

プロヴァンスの朝 岡山市北区表町二丁目１番６２号 222-4663 代表取締役 岡本京子 ㈲管理データシステムズ 菓子製造業 パン 2720920 平成27年7月7日 平成32年7月31日



スピカフェ 岡山市北区伊福町二丁目６番１号スピカビル１Ｆ 250-7147 理事長 中島洋子 医療法人豊仁会 菓子製造業 パン 2720090 平成27年4月16日 平成32年7月31日

山陽マルナカ妹尾店 岡山市南区妹尾９４５番地 281-0481 代表取締役 井出武美 ㈱山陽マルナカ 菓子製造業 パン 2721530 平成27年10月6日 平成33年9月30日

ラ・ムー平井店 岡山市中区平井六丁目６番１６号 270-7133 代表取締役 大賀昭司 大黒天物産㈱ 菓子製造業 パン 2721244 平成27年9月3日 平成32年10月31日

デイリーヤマザキ岡山楢津店 岡山市北区楢津１２０４番地１ 284-1351 山岡利之 菓子製造業 パン 2721217 平成27年8月27日 平成32年11月30日

Ｂ・ＯＮ 岡山市北区小山５５７番地１ 岡田淳子 菓子製造業 パン 2721333 平成27年9月15日 平成32年11月30日

たこやきエイト 岡山市南区迫川１２７番地３ 239-3732 森永保行 菓子製造業 回転焼 2723077 平成28年3月10日 平成33年9月30日

やまんば 岡山市北区建部町吉田３０２番地１ 江田弥義 菓子製造業 回転焼 2722139 平成27年11月26日 平成32年11月30日

シフォン＆スイーツ　ｃａｄｏｔａ 岡山市北区高柳西町１７番３号 254-5778 角野順一 菓子製造業 洋菓子 2723240 平成28年3月31日 平成34年1月31日

ＬＡＤＹ　ＬＹＣＯＲＩＳ 岡山市北区富町一丁目６番２６号 259-4342 須藤世路 菓子製造業 洋菓子 2721632 平成27年10月6日 平成33年1月31日

ｆａｉｍ　ｄｅ　ｌｏｕｐ 岡山市北区問屋町２６番地１０１－２Ｆ 太田一人 菓子製造業 洋菓子 2721324 平成27年9月8日 平成33年1月31日

㈲クレセント花尻店 岡山市北区白石西新町７番地１２３ 代表取締役 白濱昇 ㈲クレセント 菓子製造業 洋菓子 2721848 平成27年10月29日 平成33年1月31日

Ｃａｆｅ　ｇｅｆｅｎ＜ゲフェン＞ 岡山市北区幸町７番１号ホテルエリアワン１F 234-5420 村田実生 菓子製造業 洋菓子 2623508 平成27年4月7日 平成33年2月28日

株式会社岡三食品 岡山市東区西大寺新地３６０番地８ 942-7781 代表取締役 花田雅江 ㈱岡三食品 菓子製造業 洋菓子 2720574 平成27年5月28日 平成33年4月30日

サンオリーブ 岡山市東区東平島１２１１番地１ 206-5093 代表社員 乙倉直子 サンオリーブ合同会社 菓子製造業 洋菓子 2722452 平成28年1月12日 平成33年4月30日

手づくり菓子工房やまもと 岡山市北区下中野７０６番地１０３ 243-3724 山本泰子 菓子製造業 洋菓子 2720575 平成27年6月9日 平成33年5月31日

カヌレ専門店ガトーミュール 岡山市北区西古松西町８番２１号１Ｆ 805-1101 右手武臣 菓子製造業 洋菓子 2723081 平成28年3月10日 平成33年5月31日

STYLE 岡山市北区岡町６番１１１号 221-5177 三宅昭士 菓子製造業 洋菓子 2722045 平成27年12月8日 平成33年5月31日

カフェコムサ岡山天満屋店 岡山市北区中山下二丁目３番４号２F 代表取締役 笠原敏正 ㈱コムサ 菓子製造業 洋菓子 2722841 平成28年2月25日 平成33年6月30日

ＭＯＭＯ 岡山市北区中山下二丁目５番３０号小野ビル１Ｆ 201-2655 理事長 杉原綾乃 社会福祉法人あすなろ福祉会 菓子製造業 洋菓子 2721310 平成27年9月15日 平成33年6月30日

ポップコーン６６ 岡山市北区丸の内二丁目１２番２０号 206-1066 代表取締役 広田百合子 ポップフーズ㈱ 菓子製造業 洋菓子 2721883 平成27年11月5日 平成33年7月31日

ＨＡＮＡＣＯ　Ｃａｆｅ 岡山市北区内山下一丁目１３番５号 737-4556 代表取締役 牧野雅仁 マキテック㈱ 菓子製造業 洋菓子 2723049 平成28年3月8日 平成33年7月31日

城下カフェ 岡山市北区表町一丁目１番８号３Ｆ３０４号 231-1800 代表取締役 松永直久 ㈱周地社 菓子製造業 洋菓子 2721236 平成27年8月13日 平成33年7月31日

ＰＡＢＬＯ天満屋岡山店 岡山市北区表町二丁目１番１号てんちかＦＯＯＤ　ＧＡＲＤＥＮ 231-7826 代表取締役 加藤文美 ㈱プライムウィル 菓子製造業 洋菓子 2720035 平成27年4月22日 平成32年7月31日

モロゾフプリン焼 岡山市北区表町二丁目１番１号天満屋岡山店地階食品売場 231-7653 代表取締役社長 山口信二 モロゾフ㈱ 菓子製造業 洋菓子 2720040 平成27年4月24日 平成32年7月31日

アンテノール岡山天満屋店 岡山市北区表町二丁目１番１号天満屋岡山店地階食品売場 231-7906 代表取締役社長 比屋根祥行 ㈱エーデルワイス 菓子製造業 洋菓子 2720107 平成27年4月24日 平成32年7月31日

ＦＲＵＩＴＳ－Ｊ　ＢＯＵＴＩＱＵＥ 岡山市北区表町二丁目１番１号てんちかＦＯＯＤ　ＧＡＲＤＥＮ 231-7673 代表取締役 大西直規 ㈱フルーツ・ジャパン 菓子製造業 洋菓子 2720113 平成27年4月22日 平成32年7月31日

カールユーハイム天満屋岡山本店 岡山市北区表町二丁目１番１号天満屋岡山店地階食品売場 231-7902 代表取締役 河本英雄 ㈱ユーハイム 菓子製造業 洋菓子 2720306 平成27年4月24日 平成32年7月31日

バームケーキ　オリジン 岡山市南区中畦４４０番地６ 259-1755 代表取締役 谷中俊之 ㈲う越新 菓子製造業 洋菓子 2722953 平成28年2月25日 平成33年9月30日

Ｓｋｉｐ 岡山市南区東畦３４９番地２２ 282-8828 渡辺真理子 菓子製造業 洋菓子 2723038 平成28年3月24日 平成33年9月30日

荒木さんち 岡山市北区大井２１８９番地１ 295-1101 代表取締役 荒木大輔 ㈱三つ葉工房 菓子製造業 洋菓子 2721265 平成27年8月20日 平成32年11月30日

おかやまフルーツキッチン２ 岡山市南区築港元町４番１号 264-6611 代表取締役 河原久建 ㈲岡三物流 菓子製造業 洋菓子 2720039 平成27年4月7日 平成32年12月31日

ビストロシュシュ 岡山市南区泉田五丁目２番５号泉田マンション１Ｆ 259-1447 越田耕助 菓子製造業 洋菓子 2721268 平成27年9月1日 平成32年12月31日

BESSO　COFFEE 岡山市北区田中１１９番地１０１FLEX　GALLERY内 941-7431 別曽拓也 菓子製造業 洋菓子,パン 2721370 平成27年9月8日 平成33年1月31日

西楽庵 岡山市東区西大寺中一丁目１４番２６号 942-0668 長尾哲志 菓子製造業 和菓子 2720276 平成27年4月21日 平成32年4月30日

日和制作所 岡山市北区中山下二丁目１番２１号中山下２１ビル４Ｆ 泉田志穂 菓子製造業 和菓子 2722654 平成28年1月26日 平成33年6月30日

株式会社サンクアート福成物流センター 岡山市南区福成二丁目１６番３５号 201-0307 代表取締役 伊藤寿史 ㈱サンクアート 菓子製造業 2721578 平成27年10月1日 平成32年12月31日

ｃｈａｍｅｌｅｏｎ　ｓｔｏｒｅ 岡山市一円 水島勇士 菓子製造業（特殊形態） 2721769 平成27年10月15日 平成33年1月31日

いもころ 岡山市一円 稲村利加 菓子製造業（特殊形態） 2722228 平成27年12月8日 平成33年1月31日

Ｔａｎｃ 岡山市一円 岩古泰典 菓子製造業（特殊形態） 2720318 平成27年4月28日 平成32年5月31日



岡山市一円 舩江文冶 菓子製造業（特殊形態） 2720289 平成27年4月23日 平成32年11月30日

片山商店 岡山市一円 片山保 菓子製造業（特殊形態） 2720519 平成27年5月19日 平成32年11月30日

マラサダドーナツのお店岡山店 岡山市一円 白井長生 菓子製造業（特殊形態） 2720797 平成27年6月18日 平成32年11月30日

ココレカフェ 岡山市一円 田中友里野 菓子製造業（特殊形態） 2720823 平成27年6月23日 平成32年11月30日

ＩＮＡＢＵＣＫＳ 岡山市一円 茅野浩士 菓子製造業（特殊形態） 2721123 平成27年7月23日 平成32年11月30日

ｅｎ－ｃａｆｅ 岡山市一円 砂上千景 菓子製造業（特殊形態） 2721331 平成27年9月3日 平成32年11月30日

Ｓｔｒｅｅｔ　Ｃａｆｅ 岡山市一円 山崎誠二 菓子製造業（特殊形態） 2721386 平成27年9月8日 平成32年11月30日

いもころまぁちゃん 岡山市一円 國富政男 菓子製造業（特殊形態） 2721405 平成27年9月10日 平成32年11月30日

パイポン畑 岡山市一円 小山晴子 菓子製造業（特殊形態） 2721692 平成27年10月13日 平成32年11月30日

ＩＮＡＢＵＣＫＳ本部本店 岡山市一円 黒田登 菓子製造業（特殊形態） 2721857 平成27年10月29日 平成32年11月30日

チョコバナナ 岡山市一円 辻井晴樹 菓子製造業（特殊形態） 2722160 平成27年11月26日 平成32年11月30日

樹庵 岡山市一円 石原樹美江 菓子製造業（特殊形態） 2722216 平成27年12月3日 平成33年11月30日

Ｄｏ！爺 岡山市一円 代表取締役 加藤丈典 ㈲豊藤 菓子製造業（特殊形態） 2723180 平成28年3月15日 平成33年11月30日

Ｄｏ！爺 岡山市一円 代表取締役 加藤丈典 ㈲豊藤 菓子製造業（特殊形態） 2723181 平成28年3月15日 平成33年11月30日

自由空間 岡山市一円 代表理事 長尾学 一般社団法人岡山杖の会 菓子製造業（特殊形態） 2720459 平成27年5月14日 平成32年12月31日

ｅｎ－ｃａｆｅ岡山店 岡山市一円 武田雄一 菓子製造業（特殊形態） 2721922 平成27年11月10日 平成32年12月31日

株式会社楽喜 岡山市一円 代表取締役 下川和歩 ㈱楽喜 菓子製造業（特殊形態） 2722948 平成28年2月18日 平成33年12月31日

株式会社バイオバンク平田発酵醸造所 岡山市北区平田３８８番地１ 239-4141 代表取締役 大平真澄 ㈱バイオバンク 缶詰又は瓶詰食品製造業 2721235 平成27年8月27日 平成34年1月31日

あけぼの農園 岡山市東区邑久郷９５番地２ 946-9300 代表取締役 佐藤茂 ㈲あけぼの農園 缶詰又は瓶詰食品製造業 2721137 平成27年8月4日 平成33年4月30日

笠井の里 岡山市北区宿２１４番地１５グリーンパレス三野公園１Ｆ１０１号 206-1910 代表取締役 片山順夫 統合医療ビジネス㈱ 缶詰又は瓶詰食品製造業 2722378 平成27年12月22日 平成33年11月30日

ままごとや 岡山市北区建部町福渡５２６番地 雨宮宏美 缶詰又は瓶詰食品製造業 2720816 平成27年6月30日 平成32年11月30日

ポップコーン６６岡山駅地下店 岡山市北区駅元町１番１号岡山駅地下改札横 222-5166 代表取締役 広田百合子 ポップフーズ㈱ 喫茶店営業 その他 2720275 平成27年4月28日 平成33年1月31日

ら・む～マート岡山駅前店 岡山市北区本町１番６号 803-5115 代表取締役 大賀昭司 大黒天物産㈱ 喫茶店営業 その他 2721078 平成27年7月23日 平成33年2月28日

ベクトル上中野店 岡山市北区上中野二丁目７番３号 242-1616 代表取締役 平川清高 ㈱シーズ 喫茶店営業 その他 2720778 平成27年6月18日 平成33年5月31日

両備ヘルシーケア丸の内ヒルズ 岡山市北区丸の内二丁目１番１０号 235-0800 代表取締役 松田久 ㈱両備ヘルシーケア 喫茶店営業 その他 2721085 平成27年7月16日 平成32年7月31日

ＰＡＢＬＯ天満屋岡山店 岡山市北区表町二丁目１番１号てんちかＦＯＯＤ　ＧＡＲＤＥＮ 231-7826 代表取締役 加藤文美 ㈱プライムウィル 喫茶店営業 その他 2720036 平成27年4月22日 平成32年7月31日

ゴディバ天満屋岡山店 岡山市北区表町二丁目１番１号天満屋岡山店地階食品売場 231-7111 代表取締役社長 ジェローム・シュシャン ゴディバジャパン㈱ 喫茶店営業 その他 2720189 平成27年4月24日 平成32年7月31日

山田養蜂場天満屋岡山店 岡山市北区表町二丁目１番１号天満屋岡山店地階食品売場 227-0283 代表取締役 山田英生 ㈱山田養蜂場本社 喫茶店営業 その他 2720532 平成27年5月21日 平成32年7月31日

ふくちゃ小山店 岡山市北区小山３６番地１ 259-2232 代表取締役 尾﨑弘孝 ㈱リーフエッジ 喫茶店営業 その他 2723036 平成28年3月17日 平成33年11月30日

サーティワンアイスクリーム天満屋ハピータウン岡南店 岡山市南区築港新町一丁目１８番５号天満屋ハピータウン岡南店１F 263-9931 代表取締役 難波賢治 ㈲ナンバ・サーティワン 喫茶店営業 その他 2722842 平成28年2月9日 平成33年12月31日

Ｆｉｓｈｉｎｇ Ｇｅａｒ ＆ Ｔａｃｋｌｅ ＴＲＩＢＥ 岡山市北区白石西新町９番地１０３クリエイト２１　１F１０６号 259-5945 角谷高志 喫茶店営業 純喫茶 2722143 平成27年11月26日 平成33年1月31日

山陽マルナカ庭瀬店 岡山市北区平野８５９番地１ 292-0771 代表取締役 井出武美 ㈱山陽マルナカ 喫茶店営業 純喫茶 2723158 平成28年3月17日 平成34年1月31日

和カフェひいな 岡山市北区出石町一丁目４番１２号 山田仁 喫茶店営業 純喫茶 2720161 平成27年4月23日 平成33年2月28日

おかでんミュージアム 岡山市中区東山二丁目３番３３号 273-3100 代表取締役社長 小嶋光信 岡山電気軌道㈱ 喫茶店営業 純喫茶 2720874 平成27年7月14日 平成33年3月31日

株式会社ハローズ瀬戸店 岡山市東区瀬戸町瀬戸１７８番地 952-3986 代表取締役 佐藤利行 ㈱ハローズ 喫茶店営業 純喫茶 2720813 平成27年6月30日 平成33年4月30日

吉備の国珈琲焙煎所 岡山市北区表町一丁目７番１５号パークスクエアＳＨＯＷＡ１Ｆ 221-2077 山崎京華 喫茶店営業 純喫茶 2721865 平成27年11月12日 平成33年7月31日

山陽マルナカ西市店 岡山市南区西市９６番地１０ 805-0201 代表取締役 井出武美 ㈱山陽マルナカ 喫茶店営業 純喫茶 2720357 平成27年5月21日 平成32年9月30日

ＶＥＴＴＡ 岡山市南区植松５６０番地１ 259-3701 光田訓通 喫茶店営業 純喫茶 2720896 平成27年7月2日 平成32年9月30日

株式会社ハローズ江崎店 岡山市中区江崎６９０番地１ 277-4386 代表取締役 佐藤利行 ㈱ハローズ 喫茶店営業 純喫茶 2720614 平成27年6月25日 平成32年10月31日



森のアトリエ樹音 岡山市北区建部町大田４３４０番地１ 笹野親子 喫茶店営業 純喫茶 2721783 平成27年10月27日 平成32年11月30日

キムラヤのパン泉田店 岡山市南区泉田三丁目２番３２号 224-6345 代表取締役 梶谷周平 ㈱岡山木村屋 喫茶店営業 純喫茶 2721686 平成27年10月13日 平成32年12月31日

バームケーキ　オリジン 岡山市南区中畦４４０番地６ 259-1755 代表取締役 谷中俊之 ㈲う越新 喫茶店営業 2722952 平成28年2月25日 平成33年9月30日

丸善キャンパスショップ岡山理大店 岡山市北区理大町１番１号Ａ１号館１Ｆ 214-5717 代表取締役 松尾英介 丸善雄松堂㈱ 喫茶店営業 2723267 平成28年3月31日 平成33年11月30日

ハピーズ大安寺店 岡山市北区野殿西町３２９番地１ 214-3412 代表取締役 小島淳一 山陽イシダ㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 2720533 平成27年5月21日 平成33年1月31日

快癒量子水・高柳店 岡山市北区高柳西町１４番３０号 897-5046 田中朋子 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 2722852 平成28年2月9日 平成34年1月31日

山陽マルナカ庭瀬店 岡山市北区平野８５９番地１ 292-0771 代表取締役 井出武美 ㈱山陽マルナカ 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 2723159 平成28年3月17日 平成34年1月31日

株式会社天満屋ストア天満屋ハピータウン原尾島店 岡山市中区原尾島一丁目６番２０号 271-0111 代表取締役 小島淳一 山陽イシダ㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 2721846 平成27年10月27日 平成33年3月31日

カーブス岡山雄町 岡山市中区雄町１７０番地３ 279-3300 代表取締役 河渕宏史 アドバンストテクノロジー㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 2722044 平成27年11月17日 平成33年3月31日

ウォンツ岡山西大寺店 岡山市東区金岡西町１０１番地１ 944-6205 代表取締役社長 村上正一 ㈱ツルハグループドラッグ＆ファーマシー西日本 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 2722162 平成27年12月1日 平成33年4月30日

株式会社ハローズ瀬戸店 岡山市東区瀬戸町瀬戸１７８番地 952-3986 代表取締役 佐藤利行 ㈱ハローズ 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 2720811 平成27年6月30日 平成33年4月30日

フレッシュ・マルシェ医大前店 岡山市北区大学町３番５号J.S.バッハビル１Ｆ 236-1711 代表取締役 松田久 両備ホールディングス㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 2722129 平成27年11月26日 平成33年5月31日

両備スポーツケアクラブ 岡山市北区丸の内二丁目１番１０号丸の内ヒルズ８Ｆ 234-1110 代表取締役 佐藤昌宏 サトウ機工㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 2720610 平成27年6月2日 平成32年7月31日

ＯＳＫスポーツクラブ岡山 岡山市北区絵図町１番５０号 252-3111 代表取締役 江尻博子 ㈱岡山スポーツ会館 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 2722655 平成28年1月19日 平成33年7月31日

リョービプラッツ藤田店 岡山市南区藤田５６０番地２０９ 296-9151 代表取締役 小早川克史 ㈱ウォーターワン 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 2720961 平成27年7月9日 平成32年9月30日

カーブス岡山平井 岡山市中区平井三丁目８８５番地２ 276-5888 代表取締役社長 嶋田和明 ㈱東亜プロパン商事 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 2722142 平成27年12月1日 平成33年10月31日

ハピーズ泉田店 岡山市南区泉田四丁目１番６２号 244-3100 代表取締役 野口重明 ㈱天満屋ストア 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 2722332 平成27年12月15日 平成32年12月31日

ヤマトホームコンビニエンス㈱岡山奉還町宅配便センター 岡山市北区大安寺南町一丁目１番６６号 0570-200-000 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721466 平成27年9月15日 平成33年1月31日

両備ヘルシーケア大安寺 岡山市北区西崎二丁目７番１４号 235-0800 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2722457 平成28年1月7日 平成33年1月31日

岡山科学技術学校３号館 岡山市北区高柳東町７番１５号 代表取締役 藤山雄一郎 ナショナル・ベンディング㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720334 平成27年4月28日 平成33年1月31日

研精堂印刷株式会社１階通路 岡山市北区高柳東町１０番３０号 254-6471 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720982 平成27年7月14日 平成33年1月31日

ホームセンターコーナン高柳店店内 岡山市北区高柳東町１３番４６号 214-1123 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2722796 平成28年2月9日 平成34年1月31日

㈱山陽マルナカ高柳店従食 岡山市北区高柳東町１４番３６号 214-0002 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2722514 平成28年1月12日 平成33年1月31日

ＪＲ西日本岡山新幹線保線区事務所内 岡山市北区駅元町１番１号 221-1604 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720715 平成27年6月11日 平成33年1月31日

ＪＲ西日本㈱岡山駅新幹線上りホーム 岡山市北区駅元町１番１号 225-9223 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720984 平成27年7月14日 平成33年1月31日

山陽ＳＣ開発㈱本社３階休憩室 岡山市北区駅元町１番２号３Ｆ３０１号 800-0100 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721647 平成27年10月8日 平成33年1月31日

菅公学生服㈱ 岡山市北区駅元町１５番１号 898-2500 代表取締役 河本大輔 アシード㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2723271 平成28年3月29日 平成34年1月31日

カイタック㈱本社 岡山市北区昭和町３番１２号 255-3555 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720948 平成27年7月9日 平成33年1月31日

本田技研工業株式会社サービス技術センター岡山２Ｆロビー 岡山市北区今保１４４番地１ 241-4662 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720694 平成27年6月11日 平成33年1月31日

両備ホールディングス㈱タクシー事業部今保営業所 岡山市北区今保１６３番地１ 245-8411 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721223 平成27年8月13日 平成33年1月31日

㈱ビックモーター岡山店工場側待合所 岡山市北区久米２０３番地 0120-259-733 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2722284 平成27年12月15日 平成33年1月31日

ハピーズ卸センター店イートインコーナー 岡山市北区問屋町２番地１０１ 244-0500 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721561 平成27年10月1日 平成33年1月31日

カイタック㈱ＧＭ営業部３Ｆ 岡山市北区問屋町１０番地１０１－３Ｆ 241-2111 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720949 平成27年7月9日 平成33年1月31日

カイタック㈱ＧＭ営業部４Ｆ 岡山市北区問屋町１０番地１０１－４Ｆ 241-2111 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720950 平成27年7月9日 平成33年1月31日

大森食品㈱ 岡山市北区大内田８２８番地２ 293-1144 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2722516 平成28年1月12日 平成33年1月31日

ダイセーエブリー二十四岡山第２ 岡山市北区大内田８３３番地２ 代表取締役 藤山雄一郎 ナショナル・ベンディング㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720866 平成27年6月30日 平成33年1月31日

㈱滝澤鉄工所岡山食堂 岡山市北区撫川９８３番地 293-6111 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2723131 平成28年3月15日 平成34年1月31日

ＲＳＫバラ園 岡山市北区撫川１５９２番地１ 293-2121 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2722513 平成28年1月12日 平成33年1月31日

中国学園大学 岡山市北区庭瀬８３番地 293-1100 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721659 平成27年10月8日 平成33年1月31日



岡山ビジネスカレッジ 岡山市北区岩田町３番２２号 233-2340 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720947 平成27年7月9日 平成33年2月28日

岡山ビジネスカレッジ 岡山市北区岩田町３番２２号 233-2340 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2722765 平成28年2月4日 平成33年2月28日

㈱天満屋ストアハピーズ岡山駅前店イートイン 岡山市北区駅前町一丁目８番５号ドレミの街B1F 223-4700 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721462 平成27年9月15日 平成33年2月28日

㈱天満屋ストアハピーズ岡山駅前店イートインコーナー 岡山市北区駅前町一丁目８番５号 223-4700 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721643 平成27年10月8日 平成33年2月28日

JR西日本岡山支社CVM 岡山市北区駅前町二丁目１番７号 225-1172 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2722790 平成28年2月9日 平成33年2月28日

西日本旅客鉄道㈱岡山支社事務所棟２号 岡山市北区駅前町二丁目５番３０号 225-1172 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721560 平成27年10月1日 平成33年2月28日

野村証券㈱岡山支店 岡山市北区錦町６番２４号 222-1862 代表取締役 河本大輔 アシード㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2722161 平成27年12月1日 平成33年2月28日

野村証券㈱岡山支店 岡山市北区錦町６番２４号 224-1181 代表取締役 河本大輔 アシード㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2723020 平成28年3月1日 平成33年2月28日

㈱ＪＴＢ中国四国岡山駅前店 岡山市北区本町１番２号 225-2491 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721915 平成27年11月10日 平成33年2月28日

髙島屋岡山店東館３Ｆ労働組合事務所 岡山市北区本町６番４０号 232-1111 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720782 平成27年6月16日 平成33年2月28日

岡山県看護協会① 岡山市北区兵団４番３１号 226-3638 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721912 平成27年11月10日 平成33年2月28日

岡山県看護協会② 岡山市北区兵団４番３１号 226-3638 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721913 平成27年11月10日 平成33年2月28日

岡山県総合福祉会館 岡山市北区石関町２番１号 226-3501 代表取締役 今泉玄 ネオス㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720562 平成27年5月26日 平成33年2月28日

エンヴェロップ・ジャパン㈱ 岡山市北区蕃山町１番２３号サンスクエアビル 207-2781 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721916 平成27年11月10日 平成33年2月28日

㈱公文教育研究会 岡山市北区下石井二丁目１番３号 233-1066 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720784 平成27年6月16日 平成33年2月28日

ピュアリティまきび 岡山市北区下石井二丁目６番４１号 232-0511 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721914 平成27年11月10日 平成33年2月28日

㈱イトーヨーカ堂岡山店３Ｆ 岡山市北区下石井二丁目１０番２号 233-1001 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720695 平成27年6月11日 平成33年2月28日

郵便事業㈱岡山東郵便局２階食堂 岡山市中区原尾島四丁目１番１３号 273-9404 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720478 平成27年5月19日 平成33年3月31日

両備ホールディングス㈱両備タクシーカンパニー事務所 岡山市中区藤原４６番地 272-1236 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720981 平成27年7月14日 平成33年3月31日

リョービプラッツ雄町店 岡山市中区雄町２６６番地１ 278-3100 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721662 平成27年10月8日 平成33年3月31日

パチンコバージン雄町店 岡山市中区雄町２７８番地１ 278-3000 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2723097 平成28年3月10日 平成33年3月31日

エクセルパック・カバヤ 岡山市中区雄町３９４番地１２ 279-8900 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2722799 平成28年2月9日 平成33年3月31日

岡山自動車教習所岡山 岡山市中区土田３２０番地 279-1212 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721227 平成27年8月13日 平成33年3月31日

オカネツ金属工業株式会社工場軒下 岡山市中区乙多見４６１番地１ 279-1265 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2722797 平成28年2月9日 平成33年3月31日

中原製作所 岡山市中区乙多見４６３番地 代表取締役 藤山雄一郎 ナショナル・ベンディング㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2722023 平成27年11月12日 平成33年3月31日

中原製作所B 岡山市中区乙多見４６３番地 代表取締役 藤山雄一郎 ナショナル・ベンディング㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2722024 平成27年11月12日 平成33年3月31日

ネッツトヨタ岡山㈱ビックステージ東岡山店 岡山市中区神下１０８番地 279-3311 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2723183 平成28年3月15日 平成33年3月31日

パチンコバージン東岡山店休憩室 岡山市中区下４９２番地１ 278-9777 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720080 平成27年4月14日 平成33年3月31日

内田金属㈱岡山事務所軒下 岡山市中区高屋５８番地１ 273-0221 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720078 平成27年4月14日 平成33年3月31日

㈱ハローズ東岡山店 岡山市中区長岡４５５番地１ 279-9086 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720986 平成27年7月14日 平成33年3月31日

中四国セキスイハイム工業㈱岡山３ 岡山市東区古都宿１８９番地 279-6251 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721947 平成27年11月12日 平成33年4月30日

日産サティオ岡山Ｒ－ＪＯＹ左 岡山市東区宍甘２３５番地１ 279-1123 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721171 平成27年8月4日 平成33年4月30日

㈱中国クボタ 岡山市東区宍甘２７５番地 208-4111 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721314 平成27年9月1日 平成33年4月30日

山陽マルナカ益野店従食ＣＶＭ 岡山市東区益野町３０番地１ 944-0707 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720083 平成27年4月14日 平成32年4月30日

昭和被服総業㈱ 岡山市東区西大寺中三丁目１６番３８号 942-2111 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720583 平成27年6月2日 平成33年4月30日

日本エクスラン工業㈱岡山後処理 岡山市東区金岡東町三丁目３番１号 942-9837 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2723130 平成28年3月15日 平成33年4月30日

北星産業㈱岡山事業所食堂ＣＶＭ２ 岡山市東区西大寺川口３５０番地１ 944-4534 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720074 平成27年4月14日 平成32年4月30日

北星産業㈱岡山事業所食堂１ 岡山市東区西大寺川口３５０番地１ 944-4534 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720075 平成27年4月14日 平成32年4月30日

㈲ＣＲクレストサービスマルナカ流通センター２階休憩室 岡山市東区西大寺新地４７５番地１ 944-7110 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720985 平成27年7月14日 平成33年4月30日



社会福祉法人岡山中央福祉会さくら苑リハビリセンター１Ｆ 岡山市東区西大寺浜２６１番地 944-2266 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720691 平成27年6月11日 平成33年4月30日

㈱メタルテック岡山事業所厚生会館西 岡山市東区西大寺浜９１０番地 943-2934 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720077 平成27年4月14日 平成32年4月30日

中国セキスイ工業九蟠厚生課 岡山市東区九蟠５５７番地３ 948-3811 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720085 平成27年4月14日 平成32年4月30日

中四国セキスイハイム工業㈱岡山２九蟠休憩所２Ｆ 岡山市東区九蟠５５７番地３ 948-3811 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721945 平成27年11月12日 平成33年4月30日

㈱置田鉄工所岡山工場２階食堂 岡山市東区九蟠５５７番地３３ 948-2771 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721468 平成27年9月15日 平成33年4月30日

ゲットゲット平島店 岡山市東区東平島６５番地 297-8881 代表取締役 河本大輔 アシード㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720181 平成27年4月21日 平成32年4月30日

ザ・ビック平島店１Ｆ従業員休憩室ＣＶＭ 岡山市東区東平島１００１番地１ 297-3181 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720084 平成27年4月14日 平成32年4月30日

㈱ハローズ瀬戸店イートイン 岡山市東区瀬戸町瀬戸１８２番地３ 952-3986 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720978 平成27年7月14日 平成33年4月30日

㈱ハローズ瀬戸店従食 岡山市東区瀬戸町瀬戸１８２番地３ 952-3986 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720979 平成27年7月14日 平成33年4月30日

三和エネサ㈱下中野店 岡山市北区下中野３４７番地１０８ 243-0555 代表取締役 河本大輔 アシード㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721319 平成27年9月1日 平成33年5月31日

㈱マルナカ下中野店従食 岡山市北区下中野３７４番地１ 805-1122 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720477 平成27年5月19日 平成32年5月31日

㈱ａｆｅｃｔｏ（アフェクト） 岡山市北区西古松西町２番１５号 代表取締役 藤山雄一郎 ナショナル・ベンディング㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720867 平成27年6月30日 平成33年5月31日

マルナカ芳田店従食 岡山市北区西市１２０番地６ 243-6800 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720475 平成27年5月19日 平成32年5月31日

大和ハウス工業㈱岡山支店２階通路 岡山市北区野田四丁目６番１０号 274-5433 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721467 平成27年9月15日 平成33年5月31日

新中国交通㈱本社営業所休憩所内 岡山市北区野田五丁目１番４号 253-0011 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720079 平成27年4月14日 平成32年5月31日

㈱イーオン６Ｆ食堂 岡山市北区厚生町二丁目３番２３号 代表取締役 藤山雄一郎 ナショナル・ベンディング㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720868 平成27年6月30日 平成33年5月31日

社会医療法人光生病院岡山売店前 岡山市北区厚生町三丁目８番３５号 222-6805 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720082 平成27年4月14日 平成32年5月31日

アビスイン岡山 岡山市北区大供一丁目３番１０号 234-6000 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720781 平成27年6月16日 平成33年5月31日

蜂谷工業㈱岡山通路 岡山市北区鹿田町一丁目３番１６号 232-8111 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721225 平成27年8月13日 平成33年5月31日

ドコモショップ岡山青江店 岡山市北区青江一丁目１番１号 212-3771 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720282 平成27年4月23日 平成32年5月31日

日赤病院１Ｆ売店横 岡山市北区青江二丁目１番１号 222-8811 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720473 平成27年5月19日 平成32年5月31日

岡山赤十字病院 岡山市北区青江二丁目１番１号 222-8811 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720479 平成27年5月19日 平成32年5月31日

高山産業㈱ 岡山市北区清輝橋一丁目８番２１号 223-3180 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721313 平成27年9月1日 平成33年5月31日

岡山電気軌道岡南ＣＶＭ 岡山市北区岡南町一丁目１４番４１号 223-7221 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720474 平成27年5月19日 平成32年5月31日

加圧トレーニングジム 岡山市北区岡南町二丁目１番５号 233-6000 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721917 平成27年11月10日 平成33年5月31日

岡山ダイハツ販売十日市店 岡山市北区十日市中町１５番５０号 235-2345 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721482 平成27年9月15日 平成33年5月31日

レストランさくら 岡山市北区奥田西町２番１号 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721660 平成27年10月8日 平成33年5月31日

後楽温泉ほのかの湯 岡山市北区奥田南町３２２番地４ 234-8856 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720780 平成27年6月16日 平成33年5月31日

㈱キーエンス岡山営業所事務所 岡山市北区中山下一丁目８番４５号ＮＴＴクレド岡山ビル 224-1911 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720081 平成27年4月14日 平成32年6月30日

岡山中央郵便局 岡山市北区中山下二丁目１番１号 227-2707 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720783 平成27年6月16日 平成32年6月30日

岡山中央郵便局３F 岡山市北区中山下二丁目１番１号 代表取締役 藤山雄一郎 ナショナル・ベンディング㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721164 平成27年7月30日 平成33年6月30日

岡山中央郵便局２F 岡山市北区中山下二丁目１番１号 代表取締役 藤山雄一郎 ナショナル・ベンディング㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721166 平成27年7月30日 平成33年6月30日

岡山ビューティモード 岡山市北区田町一丁目１番９号 801-7272 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720946 平成27年7月9日 平成33年6月30日

岡山スクエアホテル 岡山市北区田町二丁目５番１２号 232-1101 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2722431 平成27年12月28日 平成33年6月30日

岡山県農業会館 岡山市北区磨屋町９番１８号 232-2370 代表取締役 藤山雄一郎 ナショナル・ベンディング㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721391 平成27年9月8日 平成33年6月30日

日本銀行岡山支店 岡山市北区丸の内一丁目６番１号 代表取締役 藤山雄一郎 ナショナル・ベンディング㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2722285 平成27年12月15日 平成33年7月31日

株式会社ビザビ本社１階 岡山市北区内山下一丁目３番１号 224-7172 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2723098 平成28年3月10日 平成33年7月31日

㈱ＪＴＢ中国四国岡山表町店 岡山市北区表町一丁目７番３６号ＪＴＢビル１Ｆ 232-3810 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721661 平成27年10月8日 平成33年7月31日

㈱天満屋地下１Ｆ休憩所 岡山市北区表町二丁目１番１号 231-7453 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720977 平成27年7月14日 平成32年7月31日



㈱天満屋岡山本店B1F休憩所 岡山市北区表町二丁目１番１号 231-7111 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721646 平成27年10月8日 平成33年7月31日

㈱天満屋岡山本店７F休憩所 岡山市北区表町二丁目１番１号 231-7715 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2722511 平成28年1月12日 平成33年7月31日

天満屋岡山店１F休憩所 岡山市北区表町二丁目１番１号 231-7111 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2722792 平成28年2月9日 平成33年7月31日

天満屋岡山店屋上休憩所 岡山市北区表町二丁目１番１号 231-7111 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2722793 平成28年2月9日 平成33年7月31日

㈱天満屋岡山本店みずほ休憩所 岡山市北区表町二丁目１番１号 231-7111 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2723224 平成28年3月31日 平成33年7月31日

表町産業待合室ＣＶＭ 岡山市北区表町二丁目３番１８号 225-3311 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720983 平成27年7月14日 平成32年7月31日

宇野自動車株式会社 岡山市北区表町二丁目３番１８号 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2722613 平成28年1月19日 平成33年7月31日

宇野自動車株式会社 岡山市北区表町二丁目３番１８号 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2722614 平成28年1月19日 平成33年7月31日

朝日医療専門学校 岡山市北区絵図町１番４０号 214-5214 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720945 平成27年7月9日 平成32年7月31日

株式会社津島モールセントラルコート 岡山市北区津島南一丁目２番７号 251-9834 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720693 平成27年6月11日 平成32年7月31日

十字屋 岡山市北区万成東町１０番２６号 代表取締役 藤山雄一郎 ナショナル・ベンディング㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720333 平成27年4月28日 平成32年7月31日

メモリアルガーデン岡山 岡山市南区新保１１３２番地５ 224-1350 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721919 平成27年11月10日 平成33年9月30日

㈱アムリット．ＤＣ 岡山市南区西市８０１番地２ 250-5512 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721172 平成27年8月4日 平成32年9月30日

柳生園テニスクラブ１階 岡山市南区万倍６１番地７ 243-1252 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2722281 平成27年12月15日 平成33年9月30日

㈱マルナカ郡店従食 岡山市南区郡３０１０番地２ 267-9000 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721946 平成27年11月12日 平成33年9月30日

セトウチ加工㈱ 岡山市南区郡３０１２番地 267-2101 代表取締役 藤山雄一郎 ナショナル・ベンディング㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721165 平成27年7月30日 平成32年9月30日

セトウチ化工食堂入口CVM 岡山市南区郡３０１２番地 267-2101 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721464 平成27年9月15日 平成32年9月30日

岡山市立せのお病院岡山１Ｆ 岡山市南区妹尾８５０番地 282-1211 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721644 平成27年10月8日 平成33年9月30日

西濃運輸㈱岡山支店ホーム 岡山市南区大福１３０番地１ 282-4181 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2722282 平成27年12月15日 平成33年9月30日

マルケー自動車整備株式会社岡山 岡山市南区古新田９８９番地４ 282-7331 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720692 平成27年6月11日 平成32年9月30日

健老園 岡山市南区古新田１３５１番地３ 282-8566 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2723060 平成28年3月8日 平成33年9月30日

一井工業株式会社本社岡山工場　工場１階 岡山市南区山田２１１７番地３ 281-1011 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721941 平成27年11月12日 平成33年9月30日

一井工業株式会社本社岡山工場　工場２階 岡山市南区山田２１１７番地３ 281-1011 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721942 平成27年11月12日 平成33年9月30日

一井工業㈱本社岡山工場工場２階 岡山市南区山田２１１７番地３ 281-1011 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2722791 平成28年2月9日 平成33年9月30日

小橋工業株式会社本社工場工場内事務所前 岡山市南区中畦６８４番地 298-3111 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720716 平成27年6月11日 平成32年9月30日

小橋工業㈱本社工場軒下 岡山市南区中畦６８４番地 298-3111 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720988 平成27年7月14日 平成32年9月30日

両備プラッツ藤田店従業員休憩所 岡山市南区藤田５６０番地２０９ 296-9555 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720076 平成27年4月14日 平成32年9月30日

おかやまコープ藤田本部２F食堂 岡山市南区藤田５６４番地１７８ 296-6211 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721465 平成27年9月15日 平成32年9月30日

㈱中電工岡山支店自販機コーナー 岡山市中区平井１１６４番地２ 274-5433 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721469 平成27年9月15日 平成32年10月31日

ラ・ムー岡山平井店バックヤード 岡山市中区平井六丁目６番１６号 270-7133 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721649 平成27年10月8日 平成32年10月31日

岡山協立病院岡山シダックス 岡山市中区赤坂本町８番１０号 272-2121 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721648 平成27年10月8日 平成32年10月31日

株式会社ハローズ江崎店 岡山市中区江崎６９０番地１ 277-4386 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720696 平成27年6月11日 平成32年10月31日

株式会社ＯＳオート 岡山市中区江崎６９３番地３ 200-1055 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2723278 平成28年3月31日 平成33年10月31日

ヤンマー農機製造㈱岡山工場休憩室 岡山市中区江並４２８番地 276-8111 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720980 平成27年7月14日 平成32年10月31日

㈱ＥＮＥＯＳウイング岡山ＴＳ店内 岡山市中区倉富３４０番地１９ 274-8051 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721224 平成27年8月13日 平成32年10月31日

岡山スイキュウ㈱倉富物流センター休憩室 岡山市中区倉富３６７番地４ 277-5544 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2722278 平成27年12月15日 平成33年10月31日

平賀運送株式会社軒下 岡山市中区倉益３６６番地１ 274-1101 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2722279 平成27年12月15日 平成33年10月31日

岡山鋳物センター徳田事務所横ＣＶＭ 岡山市中区桑野５１８番地１１ 277-5588 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721650 平成27年10月8日 平成32年10月31日

オムロン㈱２号館３F事務所 岡山市中区海吉２０７５番地 277-6111 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721645 平成27年10月8日 平成32年10月31日



オムロン㈱５号館２F 岡山市中区海吉２０７５番地 277-6111 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2722512 平成28年1月12日 平成33年10月31日

㈱イノテック 岡山市北区玉柏５７０１番地 代表取締役 藤山雄一郎 ナショナル・ベンディング㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721392 平成27年9月8日 平成32年11月30日

岡山刑務所９９０ 岡山市北区牟佐７６５番地 229-2531 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721918 平成27年11月10日 平成32年11月30日

㈱マルナカ中井町店 岡山市北区中井町一丁目２８０番２号 231-2723 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2722283 平成27年12月15日 平成33年11月30日

西日本高速道路サービスホールディングス㈱山陽自動車道吉備ＳＡ下り給茶機コーナー 岡山市北区今岡４７６番地 284-8621 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720086 平成27年4月14日 平成32年11月30日

吉備サービスエリア上り 岡山市北区今岡７０５番地１ 284-8618 代表取締役 西川泰裕 ㈱パブリック・ベンディング・サービス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2722972 平成28年3月31日 平成33年11月30日

西日本高速道路ＳＨＤ山陽道吉備ＳＡ上り自販機コーナー 岡山市北区今岡７０５番地１ 284-8617 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2723222 平成28年3月31日 平成33年11月30日

西日本高速道路ＳＨＤ山陽道吉備ＳＡ上り屋外 岡山市北区今岡７０５番地１ 284-8617 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2723223 平成28年3月31日 平成33年11月30日

ハローズ津高店従食 岡山市北区津高３８０番地 254-8886 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721949 平成27年11月12日 平成32年11月30日

ＭＰアグロ㈱御津物流センター 岡山市北区御津吉尾１番地１ 724-4816 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721315 平成27年9月1日 平成32年11月30日

㈱エバルス１Ｆ休憩室ＣＶＭ 岡山市北区御津吉尾１番地１ 724-4813 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721948 平成27年11月12日 平成32年11月30日

日本ゴア㈱ポリマーサイエンスセンター食堂 岡山市北区御津河内１１０２番地４ 724-1211 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720987 平成27年7月14日 平成32年11月30日

アサゴエ工業株式会社御津工場事務所棟東② 岡山市北区御津高津１２０番地２８ 724-0141 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720698 平成27年6月11日 平成32年11月30日

岡山製紙 岡山市南区浜野一丁目４番３４号 262-8751 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720582 平成27年6月2日 平成32年12月31日

㈱岡山製紙 岡山市南区浜野一丁目４番３４号 262-8751 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720785 平成27年6月16日 平成32年12月31日

㈱岡山製紙 岡山市南区浜野一丁目４番３４号 262-8751 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2722766 平成28年2月4日 平成33年12月31日

新鮮市場きむら岡山福成店従業員休憩所 岡山市南区福成三丁目３番２１号 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721943 平成27年11月12日 平成32年12月31日

㈱ナフコホームプラザナフコ岡山店店内 岡山市南区富浜町２番２号 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721463 平成27年9月15日 平成32年12月31日

㈱ヘルシーホーム本社ショールーム内 岡山市南区富浜町５番１０号 262-7560 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721222 平成27年8月13日 平成32年12月31日

山陽マルナカ本社 岡山市南区平福一丁目３０５番２号 265-1111 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2722274 平成27年12月15日 平成32年12月31日

岡山市中央卸売市場岡山納所 岡山市南区市場一丁目１番地 265-8151 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720476 平成27年5月19日 平成32年12月31日

岡山中央魚市㈱ 岡山市南区市場一丁目１番地 265-3232 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2722276 平成27年12月15日 平成32年12月31日

㈱でりか菜本社岡山工場食堂 岡山市南区築港元町１３番２１号 264-7211 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2722277 平成27年12月15日 平成32年12月31日

ネグザスボウル右 岡山市南区並木町二丁目１４番１５号 265-5656 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721312 平成27年9月1日 平成32年12月31日

ハローズ岡南店 岡山市南区松浜町４番７号 261-0086 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2722275 平成27年12月15日 平成32年12月31日

ＤＯＷＡエレクトロニクス 岡山市南区海岸通一丁目３番１号 代表取締役 藤山雄一郎 ナショナル・ベンディング㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721741 平成27年10月15日 平成32年12月31日

カバヤゴルフガーデン２階 岡山市南区海岸通二丁目４番１号 263-2257 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2722794 平成28年2月9日 平成33年12月31日

カバヤゴルフガーデン１階 岡山市南区海岸通二丁目４番１号 263-2257 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2722795 平成28年2月9日 平成33年12月31日

ネッツトヨタ岡山㈱岡山店 岡山市南区泉田一丁目３番６号 231-1111 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2723182 平成28年3月15日 平成33年12月31日

㈱アミパラ２階 岡山市南区泉田五丁目３番８号 242-4433 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721944 平成27年11月12日 平成32年12月31日

慈圭病院職員食堂２F 岡山市南区浦安本町１００番地２ 262-1191 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721483 平成27年9月15日 平成32年12月31日

はなふさ浦安岡山1Ｆ 岡山市南区浦安南町８７番地２ 265-7500 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721226 平成27年8月13日 平成32年12月31日

岡山市総合文化体育館岡山 岡山市南区浦安南町４９３番地２ 263-7474 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2720697 平成27年6月11日 平成32年12月31日

岡山温水プール２階待合室 岡山市南区豊成一丁目４番２２号 226-4523 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2722280 平成27年12月15日 平成32年12月31日

両備タクシーセンター３階休憩所 岡山市南区豊成一丁目１４番１２号 264-1234 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721940 平成27年11月12日 平成32年12月31日

ヨーデル国道側中央 岡山市南区豊成二丁目１２番１号 261-2727 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2721481 平成27年9月15日 平成32年12月31日

特定非営利活動法人岡山市子どもセンター 岡山市一円 242-1810 代表理事 美咲美佐子 特定非営利活動法人岡山市子どもセンター 喫茶店営業（特殊形態） 2722721 平成28年2月2日 平成34年1月31日

マルハチ大安寺店 岡山市北区大安寺南町一丁目７番９号 代表取締役 木下崇雄 ㈱スイートホープ 喫茶店営業（特殊形態） 2720779 平成27年6月18日 平成33年1月31日

ブルーシール岡山 岡山市一円 取締役 森上久希 ㈲バイクの森 喫茶店営業（特殊形態） 2721544 平成27年9月29日 平成33年2月28日



ｍｕｍｒｉｋ　ｃｏｆｆｅｅ 岡山市一円 山口真理子 喫茶店営業（特殊形態） 2721642 平成27年10月8日 平成33年4月30日

パーラ果物小町 岡山市一円 代表取締役 山田泰子 ㈱倉子城文化サロン 喫茶店営業（特殊形態） 2720824 平成27年6月23日 平成32年11月30日

ｃｏｗ　ｓａｎ 岡山市一円 代表取締役 佐久間徹 ㈱ユミトルインポート 喫茶店営業（特殊形態） 2720917 平成27年7月7日 平成32年11月30日

たてべのはちみつ 岡山市一円 建部久雄 喫茶店営業（特殊形態） 2721638 平成27年10月8日 平成32年11月30日

百姓屋敷わら 岡山市一円 船越謙雄 喫茶店営業（特殊形態） 2722022 平成27年11月12日 平成32年11月30日

カフェラセーヌ 岡山市一円 代表取締役 川井祐介 ㈱和 喫茶店営業（特殊形態） 2723160 平成28年3月15日 平成33年11月30日

株式会社牛窓フードハピネス 岡山市北区駅前町一丁目１番１３号 238-8233 代表取締役社長 本村哲治 ㈱牛窓フードハピネス 魚介類販売業 2723241 平成28年3月24日 平成34年2月28日

リョービプラッツ雄町店 岡山市中区雄町２６６番地１ 278-3100 代表取締役 松田久 両備ホールディングス㈱ 魚介類販売業 2720819 平成27年7月14日 平成33年3月31日

スーパーセンタートライアル東岡山店 岡山市東区藤井２５４番地１ 208-3777 濵本昌志 魚介類販売業 2722971 平成28年2月23日 平成33年4月30日

マルシン 岡山市東区東平島１６３番地ゆめタウン内 297-5117 代表取締役 新井義幸 ㈱マルシン 魚介類販売業 2722373 平成27年12月22日 平成33年4月30日

株式会社ハローズ瀬戸店 岡山市東区瀬戸町瀬戸１７８番地 952-3986 代表取締役 佐藤利行 ㈱ハローズ 魚介類販売業 2720806 平成27年6月30日 平成33年4月30日

山陽マルナカ西市店 岡山市南区西市９６番地１０ 805-0201 代表取締役 井出武美 ㈱山陽マルナカ 魚介類販売業 2720360 平成27年5月21日 平成32年9月30日

ラ・ムー平井店 岡山市中区平井六丁目６番４０号 代表取締役 中田隆志 ㈱アサヒフレッシュ 魚介類販売業 2721300 平成27年9月3日 平成32年10月31日

新鮮市場きむら福成店 岡山市南区福成三丁目３番２１号 265-7000 代表取締役 木村宏雄 ㈱きむら 魚介類販売業 2721818 平成27年10月22日 平成32年12月31日

岡山淡水魚介㈱ 岡山市南区市場一丁目１番地関連棟１１３ 262-0576 代表取締役 高保實 岡山淡水魚介㈱ 魚介類販売業 2720180 平成27年4月21日 平成32年12月31日

石井鮮魚㈱ 岡山市南区築港新町一丁目１４番１号 264-1088 代表取締役 石井敏彦 石井鮮魚㈱ 魚介類販売業 2723281 平成28年3月31日 平成33年12月31日

とくし丸４号 岡山市一円 安田尚正 魚介類販売業（移動販売形態） その他 2721189 平成27年8月4日 平成33年1月31日

とくし丸１１号 岡山市一円 藤田佳弘 魚介類販売業（移動販売形態） その他 2723032 平成28年3月1日 平成33年9月30日

とくし丸９９９号 岡山市一円 日和佐裕二 魚介類販売業（移動販売形態） 2720851 平成27年6月25日 平成32年10月31日

ショッピングプラザまえだ 岡山市一円 代表取締役 前田毅 ㈲前田潔商店 魚介類販売業（移動販売形態） 2721011 平成27年7月14日 平成32年11月30日

とくし丸９号 岡山市一円 北川隆彦 魚介類販売業（移動販売形態） 2722381 平成27年12月17日 平成33年11月30日

とくし丸３号 岡山市一円 代表理事 内田実 福浜フードファシリー企業組合 魚介類販売業（移動販売形態） 2720354 平成27年4月28日 平成32年12月31日

セブンイレブン岡山野殿東町店 岡山市北区野殿東町４番２５号 255-7500 代表社員 新庄賢二 合同会社新庄商店 魚介類販売業（簡易形態） 2722523 平成28年1月12日 平成33年1月31日

セブン-イレブン岡山下伊福一丁目店 岡山市北区下伊福一丁目７番２２号 253-7772 代表取締役 井阪隆一 ㈱セブン-イレブン・ジャパン 魚介類販売業（簡易形態） 2722920 平成28年2月16日 平成34年1月31日

ファミリーマート高柳西町店 岡山市北区高柳西町１２番８号 214-2155 田村涼子 魚介類販売業（簡易形態） 2720636 平成27年6月9日 平成33年1月31日

セブン-イレブンキヨスク岡山駅新幹線上りホーム店 岡山市北区駅元町１番１号ＪＲ岡山駅構内新幹線上りホーム 221-8556 代表取締役 隅田康男 ㈱ジェイアールサービスネット岡山 魚介類販売業（簡易形態） 2720640 平成27年6月11日 平成33年1月31日

ふるさとキューブ 岡山市北区駅元町１番１号ＪＲ岡山駅構内新幹線改札内 212-0477 代表取締役 隅田康男 ㈱ジェイアールサービスネット岡山 魚介類販売業（簡易形態） 2723213 平成28年3月24日 平成34年1月31日

セブンイレブン岡山今保店 岡山市北区今保１０３番地１ 244-7131 松岡薫 魚介類販売業（簡易形態） 2721260 平成27年8月27日 平成33年1月31日

セブンイレブン岡山田中店 岡山市北区田中１３７番地１１０ 244-8558 代表取締役 安田政弘 ㈱ＹＡＳＵＤＡＹＡ 魚介類販売業（簡易形態） 2722551 平成28年1月14日 平成33年1月31日

サークルＫ岡山問屋町北店 岡山市北区問屋町１３番地１０１ 805-6016 代表取締役 山田義昭 ㈲鹿嶋商店 魚介類販売業（簡易形態） 2721622 平成27年10月27日 平成33年1月31日

セブンイレブン岡山問屋町店 岡山市北区問屋町２０番地１０５ 243-9117 代表取締役 安田政弘 ㈱ＹＡＳＵＤＡＹＡ 魚介類販売業（簡易形態） 2722555 平成28年1月14日 平成33年1月31日

セブン-イレブン岡山市民病院店 岡山市北区北長瀬表町三丁目２０番１号岡山市民病院２F 246-0117 代表取締役 栗原成行 ㈲マルケイ 魚介類販売業（簡易形態） 2720178 平成27年4月23日 平成33年1月31日

サークルＫ岡山花尻店 岡山市北区花尻ききょう町１番地１００ 253-5763 佐藤公昭 魚介類販売業（簡易形態） 2720992 平成27年7月28日 平成33年1月31日

ファミリーマート岡山流通センター店 岡山市北区大内田７１１番地２ 903-1700 桑田芳宏 魚介類販売業（簡易形態） 2722805 平成28年2月23日 平成34年1月31日

ファミリーマート錦町東店 岡山市北区錦町８番２６号 803-5303 森下和彦 魚介類販売業（簡易形態） 2721337 平成27年9月15日 平成33年2月28日

ら・む～マート岡山駅前店 岡山市北区本町１番６号 803-5115 代表取締役 大賀昭司 大黒天物産㈱ 魚介類販売業（簡易形態） 2721081 平成27年7月23日 平成33年2月28日

ローソン岡山柳町一丁目店 岡山市北区柳町一丁目１２番１号 212-0420 代表取締役 玉塚元一 ㈱ローソン 魚介類販売業（簡易形態） 2722484 平成28年1月26日 平成33年2月28日

セブン-イレブン岡山後楽園通店 岡山市北区弓之町１番１号 森田久志 魚介類販売業（簡易形態） 2722880 平成28年2月18日 平成33年2月28日

サークルＫ岡山中島店 岡山市中区中島１３６番地１ 275-9597 髙橋義治 魚介類販売業（簡易形態） 2722735 平成28年3月24日 平成33年3月31日



ローソン岡山浜三丁目 岡山市中区浜三丁目３番２３号 270-6620 代表取締役 金邉千佳 ㈱ボナール 魚介類販売業（簡易形態） 2723285 平成28年3月31日 平成33年3月31日

サークルＫ岡山西大寺松崎店 岡山市東区西大寺松崎１５６番地５ 943-8951 代表取締役 竹内修一 ㈱サークルＫサンクス 魚介類販売業（簡易形態） 2722916 平成28年3月29日 平成33年4月30日

株式会社栄福堂 岡山市東区西大寺松崎１５９番地３ 944-8788 代表取締役 赤瀬雅之 ㈱栄福堂 魚介類販売業（簡易形態） 2723112 平成28年3月10日 平成33年4月30日

スーパードラッグひまわり西大寺東店 岡山市東区西大寺東二丁目６番８号 942-0878 代表取締役 梶原秀樹 ㈱ププレひまわり 魚介類販売業（簡易形態） 2623457 平成27年4月30日 平成32年4月30日

ローソン岡山野田西店 岡山市北区野田三丁目８番１７号 243-1267 高見秀作 魚介類販売業（簡易形態） 2721288 平成27年9月24日 平成33年5月31日

セブンイレブン岡山東中央町店 岡山市北区東中央町５番２１号 222-5710 代表取締役 中谷祥正 ㈱赤崎屋 魚介類販売業（簡易形態） 2720485 平成27年5月28日 平成32年5月31日

ファミリーマート清輝橋一丁目店 岡山市北区清輝橋一丁目５番１９号 235-1157 安田修一 魚介類販売業（簡易形態） 2623476 平成27年4月7日 平成32年5月31日

セブン‐イレブン岡山中山下店 岡山市北区中山下一丁目２番８号ＯＳ１ビル１Ｆ 234-4334 神谷敏男 魚介類販売業（簡易形態） 2721234 平成27年8月25日 平成33年6月30日

セブンイレブン岡山谷万成２丁目店 岡山市北区谷万成二丁目５番５号 255-1150 代表取締役 井阪隆一 ㈱セブン-イレブン・ジャパン 魚介類販売業（簡易形態） 2721273 平成27年8月20日 平成33年7月31日

ローソン岡山津島南二丁目店 岡山市北区津島南二丁目１番８号 255-7044 代表取締役 坂本誠 ㈲アマキ 魚介類販売業（簡易形態） 2720449 平成27年5月26日 平成32年7月31日

ファミリーマート岡山青江店 岡山市南区新保１１３８番地４ 227-3470 田村涼子 魚介類販売業（簡易形態） 2720756 平成27年6月23日 平成32年9月30日

尾家産業株式会社岡山営業所 岡山市南区西市１４６番地１ 243-0311 代表取締役社長 尾家啓二 尾家産業㈱ 魚介類販売業（簡易形態） 2623422 平成27年4月7日 平成32年9月30日

サークルK岡山内尾店 岡山市南区内尾２８３番地１６ 282-2892 石井将之 魚介類販売業（簡易形態） 2721416 平成27年9月10日 平成32年9月30日

ファミリーマート岡山内尾 岡山市南区内尾３０１番地５ 282-9566 西村義則 魚介類販売業（簡易形態） 2721826 平成27年11月12日 平成33年9月30日

セブンイレブン岡山藤田錦店 岡山市南区藤田２０９０番地２ 296-4977 川上英男 魚介類販売業（簡易形態） 2722100 平成27年11月19日 平成33年9月30日

セブン-イレブン岡山藤田店 岡山市南区藤田２３５１番地４ 296-3177 代表取締役 井阪隆一 ㈱セブン-イレブン・ジャパン 魚介類販売業（簡易形態） 2721294 平成27年8月25日 平成32年9月30日

ラ・ムー平井店 岡山市中区平井六丁目６番１６号 270-7133 代表取締役 大賀昭司 大黒天物産㈱ 魚介類販売業（簡易形態） 2721247 平成27年9月3日 平成32年10月31日

ファミリーマート岡山江並店 岡山市中区江並７９番地６ 200-2088 礒本祐輔 魚介類販売業（簡易形態） 2721861 平成27年10月29日 平成32年10月31日

カネカ食品株式会社西日本支社中四国統括部岡山支店 岡山市中区倉富３６７番地７岡山スイキュウ倉富第２物流センター内２Ｆ 200-1330 代表取締役社長 佐々木伸也 カネカ食品㈱ 魚介類販売業（簡易形態） 2720428 平成27年5月14日 平成32年10月31日

農産物楽市みつの里 岡山市北区御津草生８２４番地１ 724-0988 代表取締役 成廣義武 ㈱みつの里 魚介類販売業（簡易形態） 2720752 平成27年6月16日 平成32年11月30日

ファミリーマート建部大田 岡山市北区建部町大田４３０５番地１ 722-1717 松田尚己 魚介類販売業（簡易形態） 2723118 平成28年3月22日 平成33年11月30日

ファミリーマート福成二丁目店 岡山市南区福成二丁目２１番２２号 261-7700 岡権昌 魚介類販売業（簡易形態） 2721517 平成27年9月29日 平成32年12月31日

スシロー岡山新福店 岡山市南区新福二丁目１０番８号 902-2266 代表取締役 水留浩一 ㈱あきんどスシロー 魚介類販売業（簡易形態） 2720658 平成27年6月25日 平成32年12月31日

ファミリーマート岡山築港店 岡山市南区築港栄町３０番１８号 902-5112 長瀬仁志 魚介類販売業（簡易形態） 2721255 平成27年8月25日 平成32年12月31日

中村角株式会社岡山営業所 岡山市南区浦安本町１１７番地１ 261-8070 代表取締役 中村一朗 中村角㈱ 魚介類販売業（簡易形態） 2722021 平成27年11月26日 平成32年12月31日

セブンイレブン岡山福田店 岡山市南区福田７２６番地 262-7262 代表取締役 平井茂 ㈱平井商店 魚介類販売業（簡易形態） 2721299 平成27年9月1日 平成32年12月31日

㈲福池精肉店 岡山市北区野田屋町一丁目４番１号 222-1186 代表取締役 福池匡洋 ㈲福池精肉店 食肉製品製造業 2720001 平成27年4月14日 平成33年2月28日

株式会社ハローズ瀬戸店 岡山市東区瀬戸町瀬戸１７８番地 952-3986 代表取締役 佐藤利行 ㈱ハローズ 食肉販売業 2720808 平成27年6月30日 平成33年4月30日

Ｋ･Ｋフーズ 岡山市南区新保１０５番地７プレアール新保１０３ 河田啓輔 食肉販売業 2720994 平成27年7月28日 平成32年9月30日

ラ・ムー平井店 岡山市中区平井六丁目６番１６号 270-7133 代表取締役 大賀昭司 大黒天物産㈱ 食肉販売業 2721246 平成27年9月3日 平成32年10月31日

有限会社沼本商会 岡山市北区御津草生１０２４番地 724-2883 代表取締役 沼本信治 ㈲沼本商会 食肉販売業 2721806 平成27年10月22日 平成32年11月30日

新鮮市場きむら福成店 岡山市南区福成三丁目３番２１号 265-7000 代表取締役 木村宏雄 ㈱きむら 食肉販売業 2721817 平成27年10月22日 平成32年12月31日

炭火焼肉レストラン元気 岡山市南区築港新町一丁目６番５号 265-1129 代表取締役 新井典明 ㈱あらいミート 食肉販売業 2721238 平成27年8月20日 平成32年12月31日

とくし丸４号 岡山市一円 安田尚正 食肉販売業（移動販売形態） 2721188 平成27年8月4日 平成33年1月31日

とくし丸１１号 岡山市一円 藤田佳弘 食肉販売業（移動販売形態） 2723031 平成28年3月1日 平成33年9月30日

とくし丸９９９号 岡山市一円 日和佐裕二 食肉販売業（移動販売形態） 2720850 平成27年6月25日 平成32年10月31日

ショッピングプラザまえだ 岡山市一円 代表取締役 前田毅 ㈲前田潔商店 食肉販売業（移動販売形態） 2721010 平成27年7月14日 平成32年11月30日

とくし丸９号 岡山市一円 北川隆彦 食肉販売業（移動販売形態） 2722380 平成27年12月17日 平成33年11月30日

とくし丸３号 岡山市一円 代表理事 内田実 福浜フードファシリー企業組合 食肉販売業（移動販売形態） 2720353 平成27年4月28日 平成32年12月31日



セブンイレブン岡山野殿東町店 岡山市北区野殿東町４番２５号 255-7500 代表社員 新庄賢二 合同会社新庄商店 食肉販売業（簡易形態） 2722522 平成28年1月12日 平成33年1月31日

セブン-イレブン岡山下伊福一丁目店 岡山市北区下伊福一丁目７番２２号 253-7772 代表取締役 井阪隆一 ㈱セブン-イレブン・ジャパン 食肉販売業（簡易形態） 2722919 平成28年2月16日 平成34年1月31日

ファミリーマート高柳西町店 岡山市北区高柳西町１２番８号 214-2155 田村涼子 食肉販売業（簡易形態） 2720635 平成27年6月9日 平成33年1月31日

セブン-イレブンキヨスク岡山駅新幹線上りホーム店 岡山市北区駅元町１番１号ＪＲ岡山駅構内新幹線上りホーム 221-8556 代表取締役 隅田康男 ㈱ジェイアールサービスネット岡山 食肉販売業（簡易形態） 2720639 平成27年6月11日 平成33年1月31日

セブンイレブン岡山今保店 岡山市北区今保１０３番地１ 244-7131 松岡薫 食肉販売業（簡易形態） 2721259 平成27年8月27日 平成33年1月31日

セブンイレブン岡山田中店 岡山市北区田中１３７番地１１０ 244-8558 代表取締役 安田政弘 ㈱ＹＡＳＵＤＡＹＡ 食肉販売業（簡易形態） 2722550 平成28年1月14日 平成33年1月31日

サークルＫ岡山問屋町北店 岡山市北区問屋町１３番地１０１ 805-6016 代表取締役 山田義昭 ㈲鹿嶋商店 食肉販売業（簡易形態） 2721621 平成27年10月27日 平成33年1月31日

セブンイレブン岡山問屋町店 岡山市北区問屋町２０番地１０５ 243-9117 代表取締役 安田政弘 ㈱ＹＡＳＵＤＡＹＡ 食肉販売業（簡易形態） 2722554 平成28年1月14日 平成33年1月31日

セブン-イレブン岡山市民病院店 岡山市北区北長瀬表町三丁目２０番１号岡山市民病院２F 246-0117 代表取締役 栗原成行 ㈲マルケイ 食肉販売業（簡易形態） 2720177 平成27年4月23日 平成33年1月31日

サークルＫ岡山花尻店 岡山市北区花尻ききょう町１番地１００ 253-5763 佐藤公昭 食肉販売業（簡易形態） 2720991 平成27年7月28日 平成33年1月31日

ファミリーマート岡山流通センター店 岡山市北区大内田７１１番地２ 903-1700 桑田芳宏 食肉販売業（簡易形態） 2722804 平成28年2月23日 平成34年1月31日

丸大ミート㈱ 岡山市北区大内田８３３番地３ダイセーエブリー二十四内 292-9005 代表取締役社長 角春樹 丸大ミート㈱ 食肉販売業（簡易形態） 2722217 平成27年12月8日 平成33年1月31日

ファミリーマート錦町東店 岡山市北区錦町８番２６号 803-5303 森下和彦 食肉販売業（簡易形態） 2721336 平成27年9月15日 平成33年2月28日

ら・む～マート岡山駅前店 岡山市北区本町１番６号 803-5115 代表取締役 大賀昭司 大黒天物産㈱ 食肉販売業（簡易形態） 2721080 平成27年7月23日 平成33年2月28日

池田促成青果有限会社 岡山市北区本町９番１３号 223-3241 代表取締役 池田一晃 池田促成青果㈲ 食肉販売業（簡易形態） 2722737 平成28年2月2日 平成33年2月28日

ローソン岡山柳町一丁目店 岡山市北区柳町一丁目１２番１号 212-0420 代表取締役 玉塚元一 ㈱ローソン 食肉販売業（簡易形態） 2722483 平成28年1月26日 平成33年2月28日

セブン-イレブン岡山後楽園通店 岡山市北区弓之町１番１号 森田久志 食肉販売業（簡易形態） 2722879 平成28年2月18日 平成33年2月28日

サークルＫ岡山中島店 岡山市中区中島１３６番地１ 275-9597 髙橋義治 食肉販売業（簡易形態） 2722734 平成28年3月24日 平成33年3月31日

ローソン岡山浜三丁目 岡山市中区浜三丁目３番２３号 270-6620 代表取締役 金邉千佳 ㈱ボナール 食肉販売業（簡易形態） 2723284 平成28年3月31日 平成33年3月31日

サークルＫ岡山西大寺松崎店 岡山市東区西大寺松崎１５６番地５ 943-8951 代表取締役 竹内修一 ㈱サークルＫサンクス 食肉販売業（簡易形態） 2722915 平成28年3月29日 平成33年4月30日

スーパードラッグひまわり西大寺東店 岡山市東区西大寺東二丁目６番８号 942-0878 代表取締役 梶原秀樹 ㈱ププレひまわり 食肉販売業（簡易形態） 2623458 平成27年4月30日 平成32年4月30日

＋１　Ｏｒｇａｎｉｃ　ｃａｆｅ　＆　ｍａｒｋｅｔ 岡山市東区寺山１４７番地１岡山ガーデン１Ｆ 代表取締役 河上直美 ㈱いち 食肉販売業（簡易形態） 2723152 平成28年3月22日 平成33年4月30日

ローソン岡山野田西店 岡山市北区野田三丁目８番１７号 243-1267 高見秀作 食肉販売業（簡易形態） 2721287 平成27年9月24日 平成33年5月31日

フレッシュ・マルシェ医大前店 岡山市北区大学町３番５号Ｊ．Ｓ．バッハビル１Ｆ 236-1711 代表取締役 松田久 両備ホールディングス㈱ 食肉販売業（簡易形態） 2722128 平成27年11月26日 平成33年5月31日

出張バーベキュー満福岡山 岡山市北区青江一丁目３番９号 花山清文 食肉販売業（簡易形態） 2720595 平成27年6月2日 平成33年5月31日

セブンイレブン岡山東中央町店 岡山市北区東中央町５番２１号 222-5710 代表取締役 中谷祥正 ㈱赤崎屋 食肉販売業（簡易形態） 2720484 平成27年5月28日 平成32年5月31日

ファミリーマート清輝橋一丁目店 岡山市北区清輝橋一丁目５番１９号 235-1157 安田修一 食肉販売業（簡易形態） 2623475 平成27年4月7日 平成32年5月31日

セブン‐イレブン岡山中山下店 岡山市北区中山下一丁目２番８号ＯＳ１ビル１Ｆ 234-4334 神谷敏男 食肉販売業（簡易形態） 2721233 平成27年8月25日 平成33年6月30日

フレッシュ・マルシェシンフォニー店 岡山市北区表町一丁目５番１号岡山シンフォニービル１F 223-4118 代表取締役 松田久 両備ホールディングス㈱ 食肉販売業（簡易形態） 2722124 平成27年11月26日 平成33年7月31日

フレッシュ・マルシェ３丁目店 岡山市北区表町三丁目３番２６号１Ｆ 232-3711 代表取締役 松田久 両備ホールディングス㈱ 食肉販売業（簡易形態） 2722126 平成27年11月26日 平成33年7月31日

セブンイレブン岡山谷万成２丁目店 岡山市北区谷万成二丁目５番５号 255-1150 代表取締役 井阪隆一 ㈱セブン-イレブン・ジャパン 食肉販売業（簡易形態） 2721272 平成27年8月20日 平成33年7月31日

ローソン岡山津島南二丁目店 岡山市北区津島南二丁目１番８号 255-7044 代表取締役 坂本誠 ㈲アマキ 食肉販売業（簡易形態） 2720448 平成27年5月26日 平成32年7月31日

ファミリーマート岡山青江店 岡山市南区新保１１３８番地４ 227-3470 田村涼子 食肉販売業（簡易形態） 2720755 平成27年6月23日 平成32年9月30日

山陽マルナカ西市店 岡山市南区西市９６番地１０ 805-0201 代表取締役 井出武美 ㈱山陽マルナカ 食肉販売業（簡易形態） 2720359 平成27年5月21日 平成32年9月30日

尾家産業株式会社岡山営業所 岡山市南区西市１４６番地１ 243-0311 代表取締役社長 尾家啓二 尾家産業㈱ 食肉販売業（簡易形態） 2623421 平成27年4月7日 平成32年9月30日

サークルK岡山内尾店 岡山市南区内尾２８３番地１６ 282-2892 石井将之 食肉販売業（簡易形態） 2721415 平成27年9月10日 平成32年9月30日

ファミリーマート岡山内尾 岡山市南区内尾３０１番地５ 282-9566 西村義則 食肉販売業（簡易形態） 2721825 平成27年11月12日 平成33年9月30日

セブンイレブン岡山藤田錦店 岡山市南区藤田２０９０番地２ 296-4977 川上英男 食肉販売業（簡易形態） 2722099 平成27年11月19日 平成33年9月30日

セブン-イレブン岡山藤田店 岡山市南区藤田２３５１番地４ 296-3177 代表取締役 井阪隆一 ㈱セブン-イレブン・ジャパン 食肉販売業（簡易形態） 2721293 平成27年8月25日 平成32年9月30日



K.Kフーズ 岡山市南区西高崎６９番地２８ 362-1346 河田啓輔 食肉販売業（簡易形態） 2720002 平成27年4月2日 平成32年9月30日

サンクス岡山桜橋店 岡山市中区桜橋三丁目１番１号 271-2448 代表取締役 竹内修一 ㈱サークルＫサンクス 食肉販売業（簡易形態） 2722437 平成28年1月26日 平成33年10月31日

ファミリーマート岡山江並店 岡山市中区江並７９番地６ 200-2088 礒本祐輔 食肉販売業（簡易形態） 2721860 平成27年10月29日 平成32年10月31日

カネカ食品株式会社西日本支社中四国統括部岡山支店 岡山市中区倉富３６７番地７岡山スイキュウ倉富第２物流センター内２Ｆ 200-1330 代表取締役社長 佐々木伸也 カネカ食品㈱ 食肉販売業（簡易形態） 2720427 平成27年5月14日 平成32年10月31日

ザグザグ金川店 岡山市北区御津宇垣１４８３番地１ 724-9303 代表取締役 藤井孝洋 ㈱ザグザグ 食肉販売業（簡易形態） 2721250 平成27年9月10日 平成32年11月30日

農産物楽市みつの里 岡山市北区御津草生８２４番地１ 724-0988 代表取締役 成廣義武 ㈱みつの里 食肉販売業（簡易形態） 2720751 平成27年6月16日 平成32年11月30日

ファミリーマート建部大田 岡山市北区建部町大田４３０５番地１ 722-1717 松田尚己 食肉販売業（簡易形態） 2723117 平成28年3月22日 平成33年11月30日

ファミリーマート福成二丁目店 岡山市南区福成二丁目２１番２２号 261-7700 岡権昌 食肉販売業（簡易形態） 2721516 平成27年9月29日 平成32年12月31日

岡山中央魚市 岡山市南区市場一丁目１番地 265-3232 代表取締役 同前裕一朗 岡山中央魚市㈱ 食肉販売業（簡易形態） 2722798 平成28年2月5日 平成33年12月31日

ファミリーマート岡山築港店 岡山市南区築港栄町３０番１８号 902-5112 長瀬仁志 食肉販売業（簡易形態） 2721254 平成27年8月25日 平成32年12月31日

中村角株式会社岡山営業所 岡山市南区浦安本町１１７番地１ 261-8070 代表取締役 中村一朗 中村角㈱ 食肉販売業（簡易形態） 2722020 平成27年11月26日 平成32年12月31日

株式会社いち 岡山市南区浦安南町２２５番地 265-7441 代表取締役 河上直美 ㈱いち 食肉販売業（簡易形態） 2721110 平成27年7月23日 平成32年12月31日

セブンイレブン岡山福田店 岡山市南区福田７２６番地 262-7262 代表取締役 平井茂 ㈱平井商店 食肉販売業（簡易形態） 2721298 平成27年9月1日 平成32年12月31日

株式会社清水屋食品 岡山市中区今在家４５５番地 275-0516 代表取締役 清水敬子 ㈱清水屋食品 食品の冷凍又は冷蔵業 冷凍食品製造業 2722449 平成28年1月5日 平成33年3月31日

株式会社心光食品 岡山市北区旭本町３番１０号 227-5432 代表取締役 橋本和光 ㈱心光食品 食品の冷凍又は冷蔵業 冷凍食品製造業 2723203 平成28年3月15日 平成33年5月31日

株式会社Ｎ・ＳＹＳＴＥＭ 岡山市南区浦安南町２２５番地 265-7441 代表取締役 西山寛 ㈱Ｎ・ＳＹＳＴＥＭ 食品の冷凍又は冷蔵業 冷凍又は冷蔵業 2723012 平成28年3月1日 平成33年12月31日

有限会社川上食品 岡山市南区浜野四丁目１９番２０号 263-3279 代表取締役 谷田美貴夫 ㈲川上食品 食品の冷凍又は冷蔵業 2722243 平成27年12月8日 平成32年12月31日

とくし丸４号 岡山市一円 安田尚正 乳類販売業（移動販売形態） 2721187 平成27年8月4日 平成33年1月31日

とくし丸１１号 岡山市一円 藤田佳弘 乳類販売業（移動販売形態） 2723030 平成28年3月1日 平成33年9月30日

とくし丸９９９号 岡山市一円 日和佐裕二 乳類販売業（移動販売形態） 2720849 平成27年6月25日 平成32年10月31日

ショッピングプラザまえだ 岡山市一円 代表取締役 前田毅 ㈲前田潔商店 乳類販売業（移動販売形態） 2721009 平成27年7月14日 平成32年11月30日

とくし丸９号 岡山市一円 北川隆彦 乳類販売業（移動販売形態） 2722379 平成27年12月17日 平成33年11月30日

とくし丸３号 岡山市一円 代表理事 内田実 福浜フードファシリー企業組合 乳類販売業（移動販売形態） 2720352 平成27年4月28日 平成32年12月31日

セブンイレブン岡山野殿東町店 岡山市北区野殿東町４番２５号 255-7500 代表社員 新庄賢二 合同会社新庄商店 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2722521 平成28年1月12日 平成33年1月31日

セブン-イレブン岡山下伊福一丁目店 岡山市北区下伊福一丁目７番２２号 253-7772 代表取締役 井阪隆一 ㈱セブン-イレブン・ジャパン 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2722918 平成28年2月16日 平成34年1月31日

ファミリーマート高柳西町店 岡山市北区高柳西町１２番８号 214-2155 田村涼子 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2720634 平成27年6月9日 平成33年1月31日

セブン-イレブンキヨスク岡山駅新幹線上りホーム店 岡山市北区駅元町１番１号ＪＲ岡山駅構内新幹線上りホーム 221-8556 代表取締役 隅田康男 ㈱ジェイアールサービスネット岡山 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2720638 平成27年6月11日 平成33年1月31日

ふるさとキューブ 岡山市北区駅元町１番１号ＪＲ岡山駅構内新幹線改札内 212-0477 代表取締役 隅田康男 ㈱ジェイアールサービスネット岡山 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2721207 平成27年8月11日 平成33年1月31日

セブン-イレブンキヨスク岡山駅新幹線下りホーム 岡山市北区駅元町１番１号ＪＲ岡山駅構内新幹線下りホーム 227-7768 代表取締役 隅田康男 ㈱ジェイアールサービスネット岡山 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2721872 平成27年11月17日 平成33年1月31日

岡山幹線２号 岡山市北区駅元町１番１号ＪＲ岡山駅構内新幹線下りホーム 235-4430 代表取締役 隅田康男 ㈱ジェイアールサービスネット岡山 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2721873 平成27年11月17日 平成33年1月31日

岡山４２号 岡山市北区駅元町１番１号ＪＲ岡山駅構内山陽本線下りホーム 212-1510 代表取締役 隅田康男 ㈱ジェイアールサービスネット岡山 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2721874 平成27年11月17日 平成33年1月31日

セブンイレブン岡山今保店 岡山市北区今保１０３番地１ 244-7131 松岡薫 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2721258 平成27年8月27日 平成33年1月31日

セブンイレブン岡山田中店 岡山市北区田中１３７番地１１０ 244-8558 代表取締役 安田政弘 ㈱ＹＡＳＵＤＡＹＡ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2722549 平成28年1月14日 平成33年1月31日

サークルＫ岡山問屋町北店 岡山市北区問屋町１３番地１０１ 805-6016 代表取締役 山田義昭 ㈲鹿嶋商店 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2721620 平成27年10月27日 平成33年1月31日

セブンイレブン岡山問屋町店 岡山市北区問屋町２０番地１０５ 243-9117 代表取締役 安田政弘 ㈱ＹＡＳＵＤＡＹＡ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2722553 平成28年1月14日 平成33年1月31日

セブン-イレブン岡山市民病院店 岡山市北区北長瀬表町三丁目２０番１号岡山市民病院２F 246-0117 代表取締役 栗原成行 ㈲マルケイ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2720176 平成27年4月23日 平成33年1月31日

サークルＫ岡山花尻店 岡山市北区花尻ききょう町１番地１００ 253-5763 佐藤公昭 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2720990 平成27年7月28日 平成33年1月31日

ファミリーマート岡山流通センター店 岡山市北区大内田７１１番地２ 903-1700 桑田芳宏 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2722803 平成28年2月23日 平成34年1月31日

リトルマーメイド庭瀬 岡山市北区庭瀬２３４番地５ 293-0948 林義之 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2722558 平成28年1月14日 平成33年1月31日



ファミリーマート錦町東店 岡山市北区錦町８番２６号 803-5303 森下和彦 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2721335 平成27年9月15日 平成33年2月28日

ら・む～マート岡山駅前店 岡山市北区本町１番６号 803-5115 代表取締役 大賀昭司 大黒天物産㈱ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2721079 平成27年7月23日 平成33年2月28日

ドン・キホーテ岡山駅前店 岡山市北区本町６番３０号第一セントラルビル２号館１Ｆ－３Ｆ 235-1811 代表取締役 大原孝治 ㈱ドン・キホーテ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2722981 平成28年2月25日 平成33年2月28日

池田促成青果有限会社 岡山市北区本町９番１３号 223-3241 代表取締役 池田一晃 池田促成青果㈲ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2722736 平成28年2月2日 平成33年2月28日

ローソン岡山柳町一丁目店 岡山市北区柳町一丁目１２番１号 212-0420 代表取締役 玉塚元一 ㈱ローソン 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2722482 平成28年1月26日 平成33年2月28日

セブン-イレブン岡山後楽園通店 岡山市北区弓之町１番１号 森田久志 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2722878 平成28年2月18日 平成33年2月28日

セブンイレブン天満屋DP岡山済生会病院店 岡山市北区国体町２番２５号 250-0077 代表取締役 伊原木省五 ㈱天満屋 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2722230 平成27年12月24日 平成33年2月28日

宅配クック１２３岡山店 岡山市北区桑田町１７番１０号 224-9123 代表取締役 小林高光 ㈲ウイング 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2723004 平成28年2月25日 平成33年2月28日

サークルＫ岡山中島店 岡山市中区中島１３６番地１ 275-9597 髙橋義治 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2722733 平成28年3月24日 平成33年3月31日

ローソン岡山浜三丁目 岡山市中区浜三丁目３番２３号 270-6620 代表取締役 金邉千佳 ㈱ボナール 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2723283 平成28年3月31日 平成33年3月31日

セブン-イレブン岡山長利店 岡山市中区長利３１１番地１ 278-5628 代表取締役 羽原巧治 フェザーフィールド㈱ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2723073 平成28年3月8日 平成33年3月31日

サークルＫ岡山西大寺松崎店 岡山市東区西大寺松崎１５６番地５ 943-8951 代表取締役 竹内修一 ㈱サークルＫサンクス 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2722914 平成28年3月29日 平成33年4月30日

長町商店 岡山市東区西大寺中三丁目６番１４号 942-2266 代表取締役 永峰トシ子 ㈲長町商店 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2623461 平成27年4月21日 平成32年4月30日

ザグザグ西大寺店 岡山市東区西大寺中野９３０番地１ 944-5539 代表取締役 藤井孝洋 ㈱ザグザグ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2721895 平成27年11月19日 平成33年4月30日

スーパードラッグひまわり西大寺東店 岡山市東区西大寺東二丁目６番８号 942-0878 代表取締役 梶原秀樹 ㈱ププレひまわり 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2720374 平成27年5月1日 平成32年4月30日

株式会社ハローズ瀬戸店 岡山市東区瀬戸町瀬戸１７８番地 952-3986 代表取締役 佐藤利行 ㈱ハローズ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2720809 平成27年6月30日 平成33年4月30日

ローソン岡山野田西店 岡山市北区野田三丁目８番１７号 243-1267 高見秀作 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2721286 平成27年9月24日 平成33年5月31日

フレッシュ・マルシェ医大前店 岡山市北区大学町３番５号Ｊ．Ｓ．バッハビル１Ｆ 236-1711 代表取締役 松田久 両備ホールディングス㈱ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2722127 平成27年11月26日 平成33年5月31日

第二売店 岡山市北区青江二丁目１番１号岡山赤十字病院本館１Ｆ 代表取締役社長 高木克昌 ㈱光洋 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2720014 平成27年4月30日 平成32年5月31日

岡山赤十字第一売店 岡山市北区青江二丁目１番１号岡山赤十字病院内本館１Ｆ 235-5116 代表取締役社長 高木克昌 ㈱光洋 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2720800 平成27年6月25日 平成33年5月31日

セブンイレブン岡山東中央町店 岡山市北区東中央町５番２１号 222-5710 代表取締役 中谷祥正 ㈱赤崎屋 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2720483 平成27年5月28日 平成32年5月31日

ファミリーマート清輝橋一丁目店 岡山市北区清輝橋一丁目５番１９号 235-1157 安田修一 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2623474 平成27年4月7日 平成32年5月31日

ドラッグストアマツモトキヨシ奥田店 岡山市北区奥田二丁目３番６号 235-1175 代表取締役 上村浩司 ㈱マツモトキヨシ中四国販売 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2720848 平成27年7月14日 平成33年5月31日

セブン‐イレブン岡山中山下店 岡山市北区中山下一丁目２番８号ＯＳ１ビル１Ｆ 234-4334 神谷敏男 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2721232 平成27年8月25日 平成33年6月30日

フレッシュ・マルシェシンフォニー店 岡山市北区表町一丁目５番１号岡山シンフォニービル１F 223-4118 代表取締役 松田久 両備ホールディングス㈱ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2722123 平成27年11月26日 平成33年7月31日

ポンパドウル岡山店 岡山市北区表町二丁目１番１号てんちかFOOD　GARDEN 231-7907 代表取締役 三藤達男 ㈱横浜ポンパドウル 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2720188 平成27年4月22日 平成32年7月31日

天満屋岡山店地階　富澤商店・アバンセ 岡山市北区表町二丁目１番１号天満屋岡山店地階食品売場 231-7111 代表取締役 伊原木省五 ㈱天満屋 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2720608 平成27年6月1日 平成32年7月31日

プロヴァンスの朝 岡山市北区表町二丁目１番６２号 222-4663 代表取締役 岡本京子 ㈲管理データシステムズ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2720921 平成27年7月7日 平成32年7月31日

フレッシュ・マルシェ３丁目店 岡山市北区表町三丁目３番２６号１Ｆ 232-3711 代表取締役 松田久 両備ホールディングス㈱ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2722125 平成27年11月26日 平成33年7月31日

セブンイレブン岡山谷万成２丁目店 岡山市北区谷万成二丁目５番５号 255-1150 代表取締役 井阪隆一 ㈱セブン-イレブン・ジャパン 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2721271 平成27年8月20日 平成33年7月31日

ローソン岡山津島南二丁目店 岡山市北区津島南二丁目１番８号 255-7044 代表取締役 坂本誠 ㈲アマキ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2720450 平成27年5月26日 平成32年7月31日

ファミリーマート岡山青江店 岡山市南区新保１１３８番地４ 227-3470 田村涼子 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2720754 平成27年6月23日 平成32年9月30日

山陽マルナカ西市店 岡山市南区西市９６番地１０ 805-0201 代表取締役 井出武美 ㈱山陽マルナカ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2720358 平成27年5月21日 平成32年9月30日

尾家産業株式会社岡山営業所 岡山市南区西市１４６番地１ 243-0311 代表取締役社長 尾家啓二 尾家産業㈱ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2623420 平成27年4月7日 平成32年9月30日

サークルK岡山内尾店 岡山市南区内尾２８３番地１６ 282-2892 石井将之 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2721414 平成27年9月10日 平成32年9月30日

ファミリーマート岡山内尾 岡山市南区内尾３０１番地５ 282-9566 西村義則 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2721824 平成27年11月12日 平成33年9月30日

セブンイレブン岡山藤田錦店 岡山市南区藤田２０９０番地２ 296-4977 川上英男 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2722098 平成27年11月19日 平成33年9月30日

セブン-イレブン岡山藤田店 岡山市南区藤田２３５１番地４ 296-3177 代表取締役 井阪隆一 ㈱セブン-イレブン・ジャパン 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2721292 平成27年8月25日 平成32年9月30日

ラ・ムー平井店 岡山市中区平井六丁目６番１６号 270-7133 代表取締役 大賀昭司 大黒天物産㈱ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2721245 平成27年9月3日 平成32年10月31日



サンクス岡山桜橋店 岡山市中区桜橋三丁目１番１号 271-2448 代表取締役 竹内修一 ㈱サークルＫサンクス 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2722436 平成28年1月26日 平成33年10月31日

ファミリーマート岡山江並店 岡山市中区江並７９番地６ 200-2088 礒本祐輔 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2721859 平成27年10月29日 平成32年10月31日

カネカ食品株式会社西日本支社中四国統括部岡山支店 岡山市中区倉富３６７番地７岡山スイキュウ倉富第２物流センター内２Ｆ 200-1330 代表取締役社長 佐々木伸也 カネカ食品㈱ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2720426 平成27年5月14日 平成32年10月31日

丸善キャンパスショップ岡山理大店 岡山市北区理大町１番１号Ａ１号館１Ｆ 214-5717 代表取締役 松尾英介 丸善雄松堂㈱ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2723268 平成28年3月31日 平成33年11月30日

デイリーヤマザキ岡山楢津店 岡山市北区楢津１２０４番地１ 284-1351 山岡利之 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2721218 平成27年8月27日 平成32年11月30日

ＡＮＡ　ＦＥＳＴＡ　岡山ゲート複合店 岡山市北区日応寺１２７７番地岡山空港ターミナルビル２階ゲート内（保安検査内） 294-3361 代表取締役社長 笠原正則 ＡＮＡ　ＦＥＳＴＡ㈱ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2720908 平成27年7月23日 平成32年11月30日

岡山特産館桃太郎 岡山市北区日応寺１２７７番地岡山空港ターミナル１Ｆ 294-5606 代表取締役社長 島津義昭 岡山空港ターミナル㈱ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2721013 平成27年7月21日 平成32年11月30日

株式会社明乳松浦岡山北営業所 岡山市北区横井上４４番地１ 250-6550 代表取締役 松浦浩 ㈱明乳松浦 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2720818 平成27年6月25日 平成32年11月30日

ほりけや 岡山市北区吉備津９１９番地 287-3054 堀家美保子 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2721670 平成27年10月13日 平成32年11月30日

農産物楽市みつの里 岡山市北区御津草生８２４番地１ 724-0988 代表取締役 成廣義武 ㈱みつの里 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2720750 平成27年6月16日 平成32年11月30日

ファミリーマート建部大田 岡山市北区建部町大田４３０５番地１ 722-1717 松田尚己 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2723116 平成28年3月22日 平成33年11月30日

たけべ八幡温泉 岡山市北区建部町建部上５１０番地１ 722-2500 吉岡節修 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2720004 平成27年4月2日 平成32年11月30日

ファミリーマート福成二丁目店 岡山市南区福成二丁目２１番２２号 261-7700 岡権昌 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2721515 平成27年9月29日 平成32年12月31日

新鮮市場きむら福成店 岡山市南区福成三丁目３番２１号 265-7000 代表取締役 木村宏雄 ㈱きむら 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2721816 平成27年10月22日 平成32年12月31日

ファミリーマート岡山築港店 岡山市南区築港栄町３０番１８号 902-5112 長瀬仁志 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2721253 平成27年8月25日 平成32年12月31日

中村角株式会社岡山営業所 岡山市南区浦安本町１１７番地１ 261-8070 代表取締役 中村一朗 中村角㈱ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2722019 平成27年11月26日 平成32年12月31日

セブンイレブン岡山福田店 岡山市南区福田７２６番地 262-7262 代表取締役 平井茂 ㈱平井商店 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2721297 平成27年9月1日 平成32年12月31日

関西高校 岡山市北区西崎本町１６番１号 252-5121 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 乳類販売業（自動販売形態） 2720284 平成27年4月23日 平成33年1月31日

関西高校新校舎 岡山市北区西崎本町１６番１号 252-5121 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 乳類販売業（自動販売形態） 2720285 平成27年4月23日 平成33年1月31日

ビーマックス 岡山市北区島田本町一丁目６番１２号 代表取締役 藤山雄一郎 ナショナル・ベンディング㈱ 乳類販売業（自動販売形態） 2720869 平成27年6月30日 平成33年1月31日

ＮIKKO久米店 岡山市北区久米１９５番地４ 代表取締役社長 小松猛文 西日本ビバレッジ㈱ 乳類販売業（自動販売形態） 2722430 平成27年12月28日 平成33年1月31日

岡山市立総合医療センター 岡山市北区北長瀬３番２０号-101 225-3171 代表取締役社長 小松猛文 西日本ビバレッジ㈱ 乳類販売業（自動販売形態） 2623415 平成27年4月21日 平成33年1月31日

ジョイポリス岡山２階 岡山市北区下石井二丁目１０番１号 232-8790 代表取締役社長 小松猛文 西日本ビバレッジ㈱ 乳類販売業（自動販売形態） 2623416 平成27年6月11日 平成33年2月28日

ジョイポリス岡山１階 岡山市北区下石井二丁目１０番１号 232-8790 代表取締役社長 小松猛文 西日本ビバレッジ㈱ 乳類販売業（自動販売形態） 2720673 平成27年6月9日 平成33年2月28日

竜操整形外科病院１Ｆ 岡山市中区藤原２１番地１ 代表取締役 藤山雄一郎 ナショナル・ベンディング㈱ 乳類販売業（自動販売形態） 2720870 平成27年6月30日 平成33年3月31日

竜操整形外科病院２Ｆ南 岡山市中区藤原２１番地１ 代表取締役 藤山雄一郎 ナショナル・ベンディング㈱ 乳類販売業（自動販売形態） 2720871 平成27年6月30日 平成33年3月31日

竜操整形外科病院２Ｆ東 岡山市中区藤原２１番地１ 273-1233 代表取締役 藤山雄一郎 ナショナル・ベンディング㈱ 乳類販売業（自動販売形態） 2720872 平成27年6月30日 平成33年3月31日

岡山第一病院 岡山市中区高屋３４３番地 代表取締役社長 小松猛文 西日本ビバレッジ㈱ 乳類販売業（自動販売形態） 2722647 平成28年1月19日 平成33年3月31日

ユニバーサル製缶㈱岡山工場 岡山市東区瀬戸町南方１５０番地 中西和辰 乳類販売業（自動販売形態） 2720316 平成27年4月30日 平成32年4月30日

ビートスイミングクラブ岡山 岡山市北区大元一丁目１０番１８号 243-7785 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 乳類販売業（自動販売形態） 2720283 平成27年4月23日 平成32年5月31日

岡山大学付属病院内岡山大学保健学科２Ｆ 岡山市北区鹿田町二丁目５番１号 226-6560 代表取締役 野口裕年 ㈱野口商店 乳類販売業（自動販売形態） 2720820 平成27年6月23日 平成33年5月31日

岡山大学付属病院１Ｆ自販機コーナー 岡山市北区鹿田町二丁目５番１号 226-6560 代表取締役 野口裕年 ㈱野口商店 乳類販売業（自動販売形態） 2720821 平成27年6月23日 平成33年5月31日

株式会社ボーネルンド 岡山市北区中山下一丁目８番４５号クレド岡山ビル４F 238-7131 代表取締役 鎌田泰彦 サントリービバレッジサービス㈱ 乳類販売業（自動販売形態） 2720022 平成27年4月7日 平成32年6月30日

宇野自動車株式会社 岡山市北区表町二丁目３番１８号 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 乳類販売業（自動販売形態） 2722612 平成28年1月19日 平成33年7月31日

岡山進研学院 岡山市北区伊福町二丁目１０番２７号 代表取締役 藤山雄一郎 ナショナル・ベンディング㈱ 乳類販売業（自動販売形態） 2720873 平成27年6月30日 平成32年7月31日

ヤンマー農機製造㈱工場 岡山市中区江並４２８番地 276-8111 代表取締役 井上和久 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 乳類販売業（自動販売形態） 2721664 平成27年10月8日 平成32年10月31日

福）旭川荘療育センター児童院 岡山市北区祇園８６６番地 275-1951 代表取締役 藤原丈士 ㈲毎日 乳類販売業（自動販売形態） 2722025 平成27年11月12日 平成32年11月30日


