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和酒Ｂａｒ　Ｉｗａｔｓｕｋｉ 岡山市一円 岩月崇浩 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2820530 平成28年5月20日 平成34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） 屋台 2820933 平成28年7月12日 平成34年1月31日

くぅちゃん 岡山市一円 井村友則 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2821696 平成28年10月25日 平成34年1月31日

吉備のおかげ茶屋 岡山市一円 神代和博 菓子製造業（特殊形態） 2822248 平成28年12月20日 平成34年1月31日

花田屋 岡山市北区関西町３番５号 花田健吾 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2821966 平成28年11月29日 平成34年1月31日

来来亭岡山大安寺店 岡山市北区大安寺南町二丁目２８番１号 253-7334 鳥越雄太 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2822302 平成29年1月10日 平成34年1月31日

くすりのレデイ西崎店 岡山市北区西崎一丁目２番３２号 250-0677 代表取締役 三橋信也 ㈱レデイ薬局 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2821379 平成28年10月11日 平成34年1月31日

くすりのレデイ西崎店 岡山市北区西崎一丁目２番３２号 250-0677 代表取締役 三橋信也 ㈱レデイ薬局 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 2821380 平成28年10月11日 平成34年1月31日
ニシナフードバスケット三門店 岡山市北区西崎一丁目９番３８号 254-7111 代表取締役 仁科正己 ㈱仁科百貨店 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 2821100 平成28年9月8日 平成34年1月31日

ニシナフードバスケット三門店 岡山市北区西崎一丁目９番３８号 254-7111 代表取締役 仁科正己 ㈱仁科百貨店 菓子製造業 パン 2821101 平成28年9月8日 平成34年1月31日

森永牛乳販売店 岡山市北区西崎二丁目７番２２号 藤川健二 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2822427 平成29年1月19日 平成34年1月31日

お・ちょ 岡山市北区西崎本町１番１２号-5 景山浩志 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 2822426 平成29年1月19日 平成34年1月31日

寿々苑 岡山市北区西崎本町１４番３５号 253-1129 秋山大志 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2822770 平成29年3月7日 平成35年1月31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 森下和幸 ㈱でりか菜 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2821345 平成28年9月29日 平成34年1月31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 森下和幸 ㈱でりか菜 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2821346 平成28年9月29日 平成34年1月31日

やよい軒ラ・ムー大安寺店 岡山市北区野殿東町１番５５号 251-6008 代表取締役 赤木信浩 ㈱でりか菜 飲食店営業（一般食堂） その他 2820931 平成28年7月28日 平成34年1月31日

岡山西警察署 岡山市北区野殿東町２番１０号 254-0110 代表取締役 藤原丈士 ㈲毎日 乳類販売業（自動販売形態） 2821599 平成28年10月13日 平成34年1月31日

天然温泉ゆずき 岡山市北区野殿東町３番２５号 255-1261 代表取締役 牧野真樹 ㈱ゆずき 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2820831 平成28年7月5日 平成34年1月31日

五貴幻 岡山市北区下伊福一丁目４番３号 秋枝貴紀 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 2821156 平成28年8月25日 平成34年1月31日

㈱ビッグモーター岡山三門店 岡山市北区下伊福一丁目７番２２号 214-1100 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 2822285 平成28年12月27日 平成34年1月31日

Chickeｎ　Curry's　岡山店 岡山市北区下伊福上町１５番２０号ゼウス岡山北１F東 253-5511 代表取締役 中川藤一郎 ㈱スパイス王国 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2821468 平成28年10月11日 平成34年1月31日

Ｆｒｉｅｎｄｌｙ　Ｓｗｅｅｔｓ　テレココ 岡山市北区下伊福上町１５番２０号１ 289-5894 小林テレサ 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 2820835 平成28年7月5日 平成34年1月31日

Ｆｒｉｅｎｄｌｙ　Ｓｗｅｅｔｓ　テレココ 岡山市北区下伊福上町１５番２０号１ 289-5894 小林テレサ 菓子製造業 パン 2820836 平成28年7月5日 平成34年1月31日

Ｆｒｉｅｎｄｌｙ　Ｓｗｅｅｔｓ　テレココ 岡山市北区下伊福上町１５番２０号１ 289-5894 小林テレサ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2820837 平成28年7月5日 平成34年1月31日

Ｆｒｉｅｎｄｌｙ　Ｓｗｅｅｔｓ　テレココ 岡山市北区下伊福上町１５番２０号１ 289-5894 小林テレサ 缶詰又は瓶詰食品製造業 2820838 平成28年7月5日 平成34年1月31日

サービス付高齢者向け住宅ヴィラ・プランタンおかやま 岡山市北区下伊福西町２番１２号 251-2601 代表取締役 畑昭身 小野マルタマフーズ㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2820459 平成28年5月24日 平成34年1月31日

岡山交通㈱西営業所軒下 岡山市北区下伊福本町３番１４号 253-9336 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 2821242 平成28年9月6日 平成34年1月31日

株式会社四つ葉屋ＯＫＡＹＡＭＡ高柳工場 岡山市北区高柳西町１番３号 代表取締役 重松卓二 ㈱四つ葉屋ＯＫＡＹＡＭＡ そうざい製造業 2821963 平成28年11月24日 平成34年1月31日

Tea＆Asian　Holic　楽趣味 岡山市北区高柳西町２番１１号 254-0331 児子奈都子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2820142 平成28年4月19日 平成34年1月31日

Tea＆Asian　Holic　楽趣味 岡山市北区高柳西町２番１１号 254-0331 児子奈都子 菓子製造業 洋菓子 2820143 平成28年4月19日 平成34年1月31日

宮雀高柳店 岡山市北区高柳西町９番２０号 255-0555 代表取締役 輪田靖 ㈲宮雀 喫茶店営業 その他 2821049 平成28年7月28日 平成34年1月31日

ローソン岡山高柳西町店 岡山市北区高柳西町１７番４２号 214-2430 万代文章 飲食店営業（その他） その他 2821630 平成28年10月20日 平成34年1月31日

ローソン岡山高柳西町店 岡山市北区高柳西町１７番４２号 214-2430 万代文章 菓子製造業 その他 2821631 平成28年10月20日 平成34年1月31日

ローソン岡山高柳西町店 岡山市北区高柳西町１７番４２号 214-2430 万代文章 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2821632 平成28年10月20日 平成34年1月31日

ローソン岡山高柳西町店 岡山市北区高柳西町１７番４２号 214-2430 万代文章 食肉販売業（簡易形態） 2821633 平成28年10月20日 平成34年1月31日

ローソン岡山高柳西町店 岡山市北区高柳西町１７番４２号 214-2430 万代文章 魚介類販売業（簡易形態） 2821634 平成28年10月20日 平成34年1月31日
スーパードラッグひまわり高柳店 岡山市北区高柳西町１７番５２号 230-6077 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） 2821415 平成28年10月4日 平成34年1月31日

スーパードラッグひまわり高柳店 岡山市北区高柳西町１７番５２号 230-6077 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） 2821416 平成28年10月4日 平成34年1月31日
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スーパードラッグひまわり高柳店 岡山市北区高柳西町１７番５２号 230-6077 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） 2821417 平成28年10月4日 平成34年1月31日

㈱ベネッセ高柳 岡山市北区高柳東町１０番１号 214-4066 代表取締役 西宮佑二 ㈱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） 2822304 平成29年1月10日 平成34年1月31日

ベネッセ高柳物流センター 岡山市北区高柳東町１０番１号 214-4066 代表取締役 西宮佑二 ㈱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） 2822928 平成29年3月28日 平成35年1月31日

アイグランデュ岡山ＤＩＮＩＮＧ＆ＣＡＦＥ木庵 岡山市北区奉還町一丁目３番１８号 251-5567 代表取締役 井上勲 ㈱アイリーフ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2821393 平成28年9月23日 平成34年1月31日

炉ばた屋ろばたん 岡山市北区奉還町一丁目５番９号 254-8844 代表取締役 龍門唯 ㈱ＳＷＩＴＣＨ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2821170 平成28年8月30日 平成34年1月31日

くう岡山西口店 岡山市北区奉還町一丁目６番７号奉還１丁目町ビル１FW号室 256-2317 荒木由紀子 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 2820607 平成28年6月7日 平成34年1月31日

岡山コープ会館６Ｆリフレッシュコーナー 岡山市北区奉還町一丁目７番７号 256-2511 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 2822171 平成28年12月8日 平成34年1月31日

翁 岡山市北区奉還町二丁目３番６号 山﨑公輔 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2723269 平成28年4月5日 平成34年1月31日

加茂川ふるさと交流プラザ 岡山市北区奉還町二丁目４番１９号 255-7020 代表取締役 黒瀬知之 ㈲加茂川ふるさと交流プラザ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2822548 平成29年2月9日 平成35年1月31日

加茂川ふるさと交流プラザ 岡山市北区奉還町二丁目４番１９号 255-7020 代表取締役 黒瀬知之 ㈲加茂川ふるさと交流プラザ 食肉販売業（簡易形態） 2822549 平成29年2月9日 平成35年1月31日

じゃんぼ 岡山市北区奉還町二丁目６番１４号 256-1710 日口澄子 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 2820213 平成28年4月19日 平成34年1月31日

朝日医療大学校１階給湯室 岡山市北区奉還町二丁目７番１号 255-2000 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 2820661 平成28年6月14日 平成34年1月31日

朝日医療大学校９階 岡山市北区奉還町二丁目７番１号 255-2000 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 2820923 平成28年7月12日 平成34年1月31日

ザグザグ奉還町店 岡山市北区奉還町二丁目８番１７号 256-1331 代表取締役 森信 ㈱ザグザグ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2821566 平成28年10月13日 平成34年1月31日

元気カフェ 岡山市北区奉還町二丁目１４番１号 256-8903 取締役 片山恵子 ㈲オクト企画 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2820889 平成28年7月14日 平成34年1月31日

おやじの舟 岡山市北区奉還町二丁目１９番１８号 252-5115 平賀拓也 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2821260 平成28年9月13日 平成34年1月31日

西日本旅客鉄道㈱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 2820918 平成28年7月12日 平成34年1月31日

西日本旅客鉄道㈱岡山駅新幹線下りホーム 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 2820919 平成28年7月12日 平成34年1月31日

セブン-イレブンハート・インJR岡山駅地下改札口 岡山市北区駅元町１番１号ＪＲ岡山駅地下１F 227-7768 代表取締役社長 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 2821148 平成28年9月8日 平成34年1月31日

セブン-イレブンハート・インJR岡山駅地下改札口 岡山市北区駅元町１番１号ＪＲ岡山駅地下１F 227-7768 代表取締役社長 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） 2821149 平成28年9月8日 平成34年1月31日

セブン-イレブンハート・インJR岡山駅地下改札口 岡山市北区駅元町１番１号ＪＲ岡山駅地下１F 227-7768 代表取締役社長 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） 2821150 平成28年9月8日 平成34年1月31日

セブン-イレブンハート・インJR岡山駅地下改札口 岡山市北区駅元町１番１号ＪＲ岡山駅地下１F 227-7768 代表取締役社長 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） 2821151 平成28年9月8日 平成34年1月31日

おみやげ街道岡山駅瀬戸大橋線 岡山市北区駅元町１番１号ＪＲ岡山駅構内瀬戸大橋線ホーム 234-3233 代表取締役社長 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） 2821177 平成28年8月30日 平成34年1月31日

キムラヤのパン岡山駅地下店 岡山市北区駅元町１番１号 223-0368 代表取締役 梶谷周平 ㈱岡山木村屋 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2821191 平成28年9月8日 平成34年1月31日

おみやげ街道岡山駅山陽伯備線 岡山市北区駅元町１番１号ＪＲ岡山駅構内山陽線下りホーム 212-1510 代表取締役社長 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） 2821421 平成28年9月27日 平成34年1月31日

おみやげ街道岡山駅新幹線上り 岡山市北区駅元町１番１号ＪＲ岡山駅新幹線上りホーム 221-8552 代表取締役社長 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） 2821687 平成28年10月25日 平成34年1月31日

リトルマーメイド岡山駅店 岡山市北区駅元町１番１号岡山駅地下１F 201-0738 代表取締役 岡田伸朗 ㈱マーメイドベーカリーパートナーズ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2822017 平成28年12月13日 平成34年1月31日

リトルマーメイド岡山駅店 岡山市北区駅元町１番１号岡山駅地下１F 201-0738 代表取締役 岡田伸朗 ㈱マーメイドベーカリーパートナーズ 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 2822018 平成28年12月13日 平成34年1月31日

リトルマーメイド岡山駅店 岡山市北区駅元町１番１号岡山駅地下１F 201-0738 代表取締役 岡田伸朗 ㈱マーメイドベーカリーパートナーズ 菓子製造業 パン 2822019 平成28年12月13日 平成34年1月31日

山陽ＳＣ開発㈱本社会議室 岡山市北区駅元町１番２号-301 800-0100 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 2821519 平成28年10月6日 平成34年1月31日

野菜下処理室 岡山市北区駅元町１番５号ホテルグランヴィア岡山４Ｆ 代表取締役社長 森本昌弘 ㈱ホテルグランヴィア岡山 飲食店営業（旅館） ホテル 2821754 平成28年12月1日 平成34年1月31日

ヴィアイン岡山内朝食レストラン 岡山市北区駅元町１番２５号 代表取締役社長 礒邉和彦 ㈱センダン 飲食店営業（旅館） ホテル 2821095 平成28年8月16日 平成34年1月31日

菅公学生服株式会社本社 岡山市北区駅元町１５番１号 898-2560 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2820255 平成28年4月26日 平成34年1月31日

居酒屋さくら 岡山市北区駅元町２２番１７号トクナガビル１Ｆ 255-7553 代表取締役 齋藤明宏 ㈱ＣＡＰＲＩＣＥ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2820178 平成28年4月19日 平成34年1月31日

あんべぇ 岡山市北区昭和町５番２０号 斉藤美智子 飲食店営業（一般食堂） その他 2821248 平成28年9月13日 平成34年1月31日

ノーイン株式会社 岡山市北区富町二丁目５番２７号 252-1616 代表取締役 小山壱也 ノーイン㈱ 菓子製造業 洋菓子 2821298 平成28年9月15日 平成34年1月31日

スーパーハリウッド富町店 岡山市北区富町二丁目３０番１０号スーパーハリウッド富町店内 902-5281 代表取締役 野崎邦香 ㈲ＳＯＭＡ 喫茶店営業 純喫茶 2822931 平成29年3月28日 平成35年1月31日

セキスイファミエス中四国㈱岡山支店 岡山市北区今一丁目７番１１号 242-5333 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2820614 平成28年6月7日 平成34年1月31日



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
ひまわり珈琲 岡山市北区今三丁目４番１６号 243-8889 近藤康己 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2821770 平成28年11月8日 平成34年1月31日

田舎料理すずろ家 岡山市北区今三丁目９番２号 逸見泰久 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2822429 平成29年1月24日 平成34年1月31日

富士ゼロックス岡山株式会社 岡山市北区今四丁目１４番２６号 243-1051 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2821403 平成28年9月27日 平成34年1月31日

鉄板酒場やすみ屋 岡山市北区今六丁目１４番２０号コンストラクティブ森１Ｆ１０１号室 241-5566 林恭弘 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2821087 平成28年8月16日 平成34年1月31日

大和リース㈱岡山支店 岡山市北区今六丁目２０番１３号 245-1391 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2820615 平成28年6月7日 平成34年1月31日

いろは 岡山市北区今保１４８番地３Kビル１F 松本昌明 飲食店営業（一般食堂） その他 2821135 平成28年8月23日 平成34年1月31日

株式会社林原　岡山機能糖質工場 岡山市北区今保５７８番地 代表取締役 森下治 ㈱林原 添加物製造業 2821309 平成28年9月13日 平成34年1月31日

まごころ弁当岡山中央店 岡山市北区今保７３３番地１８ 250-6524 代表取締役 西田竜也 ㈱ニシダヤ 飲食店営業（仕出し屋） 給食弁当 2820763 平成28年6月23日 平成34年1月31日

社）岡山県自動車整備振興会岡山ロビー 岡山市北区久米１７８番地３ 245-6600 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 2821784 平成28年11月8日 平成34年1月31日

天然温泉大家族の湯 岡山市北区久米１９７番地１ 805-4126 代表取締役 浅見正明 ㈱キリンビバックス 乳類販売業（自動販売形態） 2821024 平成28年7月26日 平成34年1月31日

㈱広島丸福 岡山市北区久米３１０番地１ミスターマックス岡山西店内 代表取締役 最上賢一 ㈱広島丸福 飲食店営業（その他） その他 2821103 平成28年8月18日 平成34年1月31日

㈱広島丸福 岡山市北区久米３１０番地１ミスターマックス岡山西店内 代表取締役 最上賢一 ㈱広島丸福 魚介類販売業 2821104 平成28年8月18日 平成34年1月31日

株式会社ＴＪＭデザインキッチンハウス 岡山市北区辰巳１１番地１０６ 805-8258 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2822681 平成29年2月23日 平成35年1月31日

うどん村辰巳店 岡山市北区辰巳３０番地１０４ 246-6833 代表取締役 塩田勲 ㈱ｕ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2820998 平成28年8月2日 平成34年1月31日

みやび丼丸田中店 岡山市北区田中１１３番地１０２ 245-0055 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 2822701 平成29年2月28日 平成35年1月31日

ファミリーマート岡山田中店 岡山市北区田中１２１番地１０８ 242-4555 藤井海 飲食店営業（その他） その他 2822039 平成28年11月29日 平成34年1月31日

ファミリーマート岡山田中店 岡山市北区田中１２１番地１０８ 242-4555 藤井海 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2822040 平成28年11月29日 平成34年1月31日

ファミリーマート岡山田中店 岡山市北区田中１２１番地１０８ 242-4555 藤井海 食肉販売業（簡易形態） 2822041 平成28年11月29日 平成34年1月31日

ファミリーマート岡山田中店 岡山市北区田中１２１番地１０８ 242-4555 藤井海 魚介類販売業（簡易形態） 2822042 平成28年11月29日 平成34年1月31日

ポリテクセンター岡山軒下 岡山市北区田中５８０番地 241-0067 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 2822283 平成28年12月27日 平成34年1月31日

ハピーズ卸センター店 岡山市北区問屋町２番地１０１ 244-0500 代表取締役 森下和幸 ㈱でりか菜 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2821352 平成28年9月29日 平成34年1月31日

ハピーズ卸センター店 岡山市北区問屋町２番地１０１ 244-0500 代表取締役 森下和幸 ㈱でりか菜 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2821353 平成28年9月29日 平成34年1月31日

ＧＲＥＥＮ　ＤＡＹＳ 岡山市北区問屋町１１番地１０６Ｂｏｏｔｈ　Ｂｌｄ１Ｆ 250-7551 代表取締役 平田崇 ㈱パシフィックデザインサービス 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2820214 平成28年4月19日 平成34年1月31日

ＧＲＥＥＮ　ＤＡＹＳ 岡山市北区問屋町１１番地１０６Ｂｏｏｔｈ　Ｂｌｄ１Ｆ 250-7551 代表取締役 平田崇 ㈱パシフィックデザインサービス 菓子製造業 洋菓子 2820215 平成28年4月19日 平成34年1月31日

ＰＡＬＭＳ 岡山市北区問屋町１２番地１０１アローアンドデパートメント１Ｆ１－３号 250-6141 島本学 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2820644 平成28年6月21日 平成34年1月31日

FLOOR 岡山市北区問屋町２６番地１０４ 250-2576 代表取締役 三宅健太郎 健楼工務店㈱ 飲食店営業（一般食堂） 2820578 平成28年6月28日 平成34年1月31日

お好み焼だぼ 岡山市北区中仙道５６番地１０３ 245-7766 代表取締役 宇野礼仁 ㈲陀佛 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 2820219 平成28年4月28日 平成34年1月31日

Ｂｉｓｔｔｏｒｉａ　Ｈｉ－Ｆｉｖｅ 岡山市北区中仙道５６番地１０７-２Ｆ 245-3955 代表取締役 三宅健文 ㈱Ｓｍｉｌｅ　Ｌｕｎｃｈ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2820914 平成28年7月14日 平成34年1月31日

サンクス岡山西長瀬店 岡山市北区西長瀬１２２３番地２ 242-3190 小坂誠 飲食店営業（その他） その他 2821059 平成28年7月28日 平成34年1月31日

サンクス岡山西長瀬店 岡山市北区西長瀬１２２３番地２ 242-3190 小坂誠 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2821060 平成28年7月28日 平成34年1月31日

サンクス岡山西長瀬店 岡山市北区西長瀬１２２３番地２ 242-3190 小坂誠 食肉販売業（簡易形態） 2821181 平成28年8月30日 平成34年1月31日

サンクス岡山西長瀬店 岡山市北区西長瀬１２２３番地２ 242-3190 小坂誠 魚介類販売業（簡易形態） 2821182 平成28年8月30日 平成34年1月31日

れもん 岡山市北区平田１４９番地１２０ 夏山けい子 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 2723289 平成28年5月10日 平成34年1月31日

そんぽの家岡山平田 岡山市北区平田４０１番地１ 805-6633 代表取締役 森脇憲一郎 ㈱シーケーフーヅ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2822470 平成29年2月16日 平成35年1月31日

ひらた旭川荘 岡山市一円 理事長 末光茂 社会福祉法人旭川荘 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2822443 平成29年1月19日 平成34年1月31日

菓子工房わかば 岡山市北区平田４０７番地 805-3804 理事長 末光茂 社会福祉法人旭川荘 菓子製造業 洋菓子 2822792 平成29年3月28日 平成35年1月31日

健康づくり財団付属病院 岡山市北区平田４０８番地１ 805-3023 代表取締役 浅見正明 ㈱キリンビバックス 乳類販売業（自動販売形態） 2723296 平成28年4月5日 平成34年1月31日

Eｔｕｄｅ 岡山市北区中仙道一丁目１番２３号Ｄｕｅ店内 蔵重友美 喫茶店営業 純喫茶 2821441 平成28年10月4日 平成34年1月31日



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
エス・バイ・エルカバヤ本社 岡山市北区中仙道二丁目９番１１号 241-8811 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 2822303 平成29年1月10日 平成34年1月31日

岡山市立岡山市民病院 岡山市北区北長瀬表町三丁目２０番１号 737-3000 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2822487 平成29年1月26日 平成34年1月31日

岡山市立市民病院医局 岡山市北区北長瀬表町三丁目２０番１号 737-3000 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2822920 平成29年3月28日 平成35年1月31日

元町珈琲岡山西の離れ 岡山市北区白石２３５番地７ 250-2358 代表取締役 浅野益弘 ㈱角藤田 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2820242 平成28年5月12日 平成34年1月31日

アウトレットスイーツＲＥＮＯ 岡山市北区白石西新町７番地１２３ 代表取締役 田中悟 ㈱リノ 菓子製造業 洋菓子 2821960 平成28年12月1日 平成34年1月31日

アウトレットスイーツＲＥＮＯ 岡山市北区白石西新町７番地１２３ 代表取締役 田中悟 ㈱リノ 喫茶店営業 その他 2821961 平成28年12月1日 平成34年1月31日

アウトレットスイーツＲＥＮＯ 岡山市北区白石西新町７番地１２３－２Ｆ 259-1528 代表取締役 田中悟 ㈱リノ 菓子製造業 洋菓子 2822744 平成29年3月2日 平成35年1月31日

セブン-イレブン岡山白石店 岡山市北区白石西新町８番地１０６ 255-1380 代表取締役 石破英一 ㈲尾上商店 飲食店営業（その他） その他 2820485 平成28年5月24日 平成34年1月31日

セブン-イレブン岡山白石店 岡山市北区白石西新町８番地１０６ 255-1380 代表取締役 石破英一 ㈲尾上商店 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2820486 平成28年5月24日 平成34年1月31日

セブン-イレブン岡山白石店 岡山市北区白石西新町８番地１０６ 255-1380 代表取締役 石破英一 ㈲尾上商店 食肉販売業（簡易形態） 2820487 平成28年5月24日 平成34年1月31日

セブン-イレブン岡山白石店 岡山市北区白石西新町８番地１０６ 255-1380 代表取締役 石破英一 ㈲尾上商店 魚介類販売業（簡易形態） 2820488 平成28年5月24日 平成34年1月31日

株式会社ハローズ花尻店 岡山市北区白石西新町９番地１１６ 253-5586 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） 2821437 平成28年9月27日 平成34年1月31日

コンベックス岡山 岡山市北区大内田６７５番地 292-6111 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 2820305 平成28年4月28日 平成34年1月31日

コンベックス岡山 岡山市北区大内田６７５番地 292-6111 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 2820306 平成28年4月28日 平成34年1月31日

コンベックス岡山西側自販機コーナー 岡山市北区大内田６７５番地 292-6111 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2821733 平成28年11月1日 平成34年1月31日

株式会社誠屋流通センター 岡山市北区大内田７１７番地３ 292-5000 代表取締役 櫛田修平 ㈱誠屋 食品の冷凍又は冷蔵業 冷凍食品製造業 2821325 平成28年9月20日 平成34年1月31日

西日本フード㈱中国事業部岡山営業部 岡山市北区大内田７７１番地（岡山県総合流通センター） 293-6655 代表取締役 山上金生 西日本フード㈱ 食品の冷凍又は冷蔵業 冷凍又は冷蔵業 2820609 平成28年6月16日 平成34年1月31日

マリンフーズ㈱岡山事業所 岡山市北区大内田７７１番地 903-0850 代表取締役 蓑内眞三 マリンフーズ㈱ 食肉販売業（簡易形態） 2822686 平成29年3月16日 平成35年1月31日

マリンフーズ㈱岡山事業所 岡山市北区大内田７７１番地 903-0850 代表取締役 蓑内眞三 マリンフーズ㈱ 魚介類販売業 2822687 平成29年3月16日 平成35年1月31日

株式会社ウェルファムフーズ岡山物流センター 岡山市北区大内田８２２番地３シーアール物流㈱岡山中央第２倉庫内 代表取締役 佐藤精四郎 ㈱ウェルファムフーズ 食肉販売業（簡易形態） 2822865 平成29年3月28日 平成35年1月31日

大森食品㈱岡山 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 2821240 平成28年9月6日 平成34年1月31日

ザグザグチルドセンター 岡山市北区大内田８３３番地２ダイセーエブリー２４岡山第二ハブセンター内 230-7220 代表取締役 山崎佳介 国分フードクリエイト㈱ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2822936 平成29年3月30日 平成35年1月31日

丸協運輸㈱岡山営業所休憩室 岡山市北区大内田１０４４番地１ 293-8110 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 2820922 平成28年7月12日 平成34年1月31日

Ｋａｂｅｇａｍｉ　Ｃａｆｅ　ｖｉｖｅ 岡山市北区川入１００７番地１ 292-3000 代表取締役 板野玄治 ㈱ｖｉｖｅ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2820778 平成28年7月19日 平成34年1月31日

滝澤鉄工所 岡山市北区撫川９８３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 2821168 平成28年8月25日 平成34年1月31日

㈱アールエスケーランドＲＳＫバラ園２正面入口左 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 2820654 平成28年6月14日 平成34年1月31日

バラ園レストラン 岡山市北区撫川１５９２番地１ 293-2121 代表取締役 秋政孝一 ㈱山陽放送サービス 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2820753 平成28年6月23日 平成34年1月31日

ＣＲＯＷＮ’Ｓ 岡山市北区庭瀬１８７番地９大西コーポ１Ｆ中央 259-2559 代表取締役 小倉友峰子 ㈱ティエイチエス 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820765 平成28年6月30日 平成34年1月31日

吉備工業㈱岡山 岡山市北区延友４３２番地 293-0260 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 2820509 平成28年5月19日 平成34年1月31日

串カツイチ竺 岡山市北区東花尻３０４番地１ 292-5107 濵﨑芳泰 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2821175 平成28年8月30日 平成34年1月31日

ふんわりCａｆｅ 岡山市北区平野３１９番地１庭瀬駅構内 292-2758 代表取締役 小坂尚子 シーズ㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2820787 平成28年8月30日 平成34年1月31日

ふんわりCａｆｅ 岡山市北区平野３１９番地１庭瀬駅構内 292-2758 代表取締役 小坂尚子 シーズ㈱ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2820788 平成28年8月30日 平成34年1月31日

ローソン岡山庭瀬駅前店 岡山市北区平野４２０番地１ 292-0052 高見秀作 飲食店営業（その他） その他 2821938 平成28年12月6日 平成34年1月31日

ローソン岡山庭瀬駅前店 岡山市北区平野４２０番地１ 292-0052 高見秀作 菓子製造業 その他 2821939 平成28年12月6日 平成34年1月31日

ローソン岡山庭瀬駅前店 岡山市北区平野４２０番地１ 292-0052 高見秀作 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2821940 平成28年12月6日 平成34年1月31日

ローソン岡山庭瀬駅前店 岡山市北区平野４２０番地１ 292-0052 高見秀作 食肉販売業（簡易形態） 2821941 平成28年12月6日 平成34年1月31日

ローソン岡山庭瀬駅前店 岡山市北区平野４２０番地１ 292-0052 高見秀作 魚介類販売業（簡易形態） 2821942 平成28年12月6日 平成34年1月31日

全日信販事務センターＢ 岡山市北区平野５９４番地１ 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 2822049 平成28年11月22日 平成34年1月31日



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
こっこ亭 岡山市北区平野１００３番地４さわらびの家内 293-7781 理事長 梶木俊樹 社会福祉法人福寿会 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2822294 平成29年1月10日 平成34年1月31日

ドリッパーズ 岡山市一円 取締役 森山幸治 サウダーヂエンタテインメント㈲ 喫茶店営業（特殊形態） 2821098 平成28年8月9日 平成34年2月28日

さぬききしうどん 岡山市北区富田町一丁目９番１７号富田町共同ビル１０３ 206-6918 代表取締役 岸本美紀 ㈲マジェンタ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2821422 平成28年9月23日 平成34年2月28日

タイ料理ＲｕｅａｎＴｈａｉ 岡山市北区富田町二丁目１番９号村上ビル１Ｆ 225-1556 青木洋子 飲食店営業（一般食堂） その他 2822059 平成28年12月6日 平成34年2月28日

ぜろどーなつ 岡山市北区富田町二丁目２番１６号 加藤奈津子 菓子製造業 洋菓子 2821486 平成28年10月4日 平成34年2月28日

野田屋町バル　ＳＡＫＵＲＡ 岡山市北区野田屋町一丁目２番１５号 238-3359 代表取締役 齋藤明宏 ㈱ＣＡＰＲＩＣＥ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2821086 平成28年8月18日 平成34年2月28日

ラーメンきずな 岡山市北区野田屋町一丁目２番１６号 神達康照 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2822159 平成28年12月27日 平成34年2月28日

SANLUCAR 岡山市北区野田屋町一丁目５番２１号有森ビル１Ｆ 谷出裕恵 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2821190 平成28年9月13日 平成34年2月28日

酒家　燦々亭 岡山市北区野田屋町一丁目６番１８号西部ビル１F 206-1433 代表取締役 河本豊 ㈱ティーラ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2822776 平成29年3月9日 平成35年2月28日

アサヒノボルスポーツバー 岡山市北区野田屋町一丁目７番２０号中野ビル２Ｆ 221-5071 葛原宏昭 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2821187 平成28年9月1日 平成34年2月28日

Ｌ’　Ｃａｆｅ 岡山市北区野田屋町一丁目１２番１６号セントラルハイツ東館１Ｆ 代表取締役 河原翔太 ㈱リンクストア 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2821484 平成28年10月4日 平成34年2月28日

隠れ家食堂　一歩 岡山市北区野田屋町二丁目２番４号甲斐ビル３、４Ｆ 池本雅宏 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2820721 平成28年6月30日 平成34年2月28日

ＣＲＡＦＴ　Ｒａｉｎｂｏｗ 岡山市北区野田屋町二丁目５番４号ワールドヴィレッジＬｉｋｕ１F１０１号室 230-2575 井坂成保 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2822209 平成28年12月22日 平成34年2月28日

ＭＡ－なべや岡山店 岡山市北区駅前町一丁目１番１号成通岡山ビル５Ｆ 222-9500 代表取締役 山友浩司 ㈱ケーズネットワーク 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2820168 平成28年5月10日 平成34年2月28日

磯家岡山駅前店 岡山市北区駅前町一丁目１番９号 222-3737 代表社員 池宮七恵 アイズカンパニー合同会社 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2821396 平成28年9月27日 平成34年2月28日

ファミリーマート岡山桃太郎大通り店 岡山市北区駅前町一丁目１番１１９号 235-6080 代表取締役 青木与志子 ㈲リカーショップ・サトー 魚介類販売業（簡易形態） 2822080 平成29年1月19日 平成34年2月28日

梶屋岡山駅前店 岡山市北区駅前町一丁目１番１１９号 232-3700 代表取締役 川﨑宣孝 ㈱ＩＰＰＯ 飲食店営業（一般食堂） その他 2820844 平成28年7月12日 平成34年2月28日

Ｖｉｎ　ｒｏｕｇｅ　ｂｌａｎｃ　石坪 岡山市北区駅前町一丁目３番５号本多第１ビル２Ｆ 石坪和司 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2821583 平成28年10月18日 平成34年2月28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 西宮佑二 ㈱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 2822678 平成29年2月21日 平成34年2月28日

鉄板燈心 岡山市北区駅前町一丁目５番１４号クレインブリッジ第一ビル１Ｆ 289-6071 吉森允彦 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2821423 平成28年9月27日 平成34年2月28日

韓式鉄板鍋タナタナ 岡山市北区駅前町一丁目７番２４号 225-3577 代表取締役 田中宏顕 Ｒｅａｌ　Ｆｏｏｄｉｎｇ㈱ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2821137 平成28年8月18日 平成34年2月28日

㈱デオデオ岡山ドレミの街７Ｆ食堂 岡山市北区駅前町一丁目８番５号ドレミの街 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 2820049 平成28年4月12日 平成34年2月28日

ハッピー酒場 岡山市北区駅前町一丁目９番４号 小山法子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2821188 平成28年9月6日 平成34年2月28日

串揚げ・海鮮酒場龍馬岡山店 岡山市北区駅前町一丁目９番６号 238-3267 代表取締役 稲岡康治 ㈱人 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2821197 平成28年9月13日 平成34年2月28日

ワインと地酒武田岡山幸町店 岡山市北区幸町３番２号Ｃ．Ｆ．Ｂｌｄ．１Ｆ 230-0211 代表取締役 武田敏典 ㈱ワインショップ武田 飲食店営業（その他） その他 2822694 平成29年2月28日 平成34年2月28日

タベルナ 岡山市北区幸町３番９号第２友沢ビル 234-8617 土居義昇 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 2820144 平成28年4月19日 平成34年2月28日

ＢＡＲ　ＬＹＴＴＯＮ　Ｎ 岡山市北区幸町３番９号第二友澤ビル１Ｆ１０２号 224-9540 代表取締役 中本範子 ㈱ＢＡＲ　ＬＹＴＴＯＮ　Ｎ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822682 平成29年2月23日 平成34年2月28日

串焼きダイニング焔ＨＯＭＵＲＡ 岡山市北区幸町３番１１６号木村ビル２Ｆ 897-0244 足立勇輝 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2820834 平成28年7月7日 平成34年2月28日

琉球御殿岡山店 岡山市北区幸町４番１１号３Ｆ 代表取締役 古川友武 セブンラノイ㈱ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2820528 平成28年5月24日 平成34年2月28日

バーカロ 岡山市北区幸町４番２０号アーバンテラス幸町１F 233-4139 梅澤正和 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820147 平成28年4月19日 平成34年2月28日

かわず屋 岡山市北区幸町５番１２号パークサイド幸町２Ｆ 225-5515 小田裕次 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2820737 平成28年7月5日 平成34年2月28日

タボーラタパス 岡山市北区幸町５番１４号ホワイトボックス１F 234-8816 土居義昇 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 2820145 平成28年4月19日 平成34年2月28日

ＲＯＳＥＳ 岡山市北区幸町５番１４号ホワイトボックス２Ｆ２０１号 222-5673 代表取締役 納所孝至 東岡山高周波工業㈱ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822764 平成29年3月16日 平成35年2月28日

協立土建㈱２F休憩室 岡山市北区幸町６番９号 225-3936 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 2820510 平成28年5月19日 平成34年2月28日

ローソン岡山幸町店 岡山市北区幸町７番２０号アクタスビル１Ｆ 227-0217 代表取締役 玉塚元一 ㈱ローソン 飲食店営業（その他） その他 2822109 平成28年12月1日 平成34年2月28日

ローソン岡山幸町店 岡山市北区幸町７番２０号アクタスビル１Ｆ 227-0217 代表取締役 玉塚元一 ㈱ローソン 菓子製造業 その他 2822110 平成28年12月1日 平成34年2月28日

ローソン岡山幸町店 岡山市北区幸町７番２０号アクタスビル１Ｆ 227-0217 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） 2822111 平成28年12月1日 平成34年2月28日

ローソン岡山幸町店 岡山市北区幸町７番２０号アクタスビル１Ｆ 227-0217 代表取締役 玉塚元一 ㈱ローソン 食肉販売業（簡易形態） 2822112 平成28年12月1日 平成34年2月28日
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ローソン岡山幸町店 岡山市北区幸町７番２０号アクタスビル１Ｆ 227-0217 代表取締役 玉塚元一 ㈱ローソン 魚介類販売業（簡易形態） 2822113 平成28年12月1日 平成34年2月28日

味いそ料理　庄や 岡山市北区幸町９番１０号メゾン冨士１Ｆ 233-0874 灘宏行 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2822466 平成29年1月24日 平成34年2月28日

空ノ菜 岡山市北区幸町９番１７号日進第２ビル１Ｆ 234-2424 眞田順二 そうざい製造業 2821395 平成28年9月27日 平成34年2月28日

ｓｏｒａｎｏｎａ　DELI 岡山市北区幸町９番１７号日進第二ビル１Ｆ 堤悦子 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2821668 平成28年10月27日 平成34年2月28日

コナミスポーツクラブ岡山 岡山市北区幸町１０番１号 222-3911 代表取締役 下河原征道 ㈱朋コーポレーション 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 2821603 平成28年11月1日 平成34年2月28日

日本通運㈱岡山支店 岡山市北区錦町１番１号岡山駅前ビル７Ｆ７０４号 224-1110 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 2820823 平成28年6月30日 平成34年2月28日

ＴＥＩＳＹＯＫＵ 岡山市北区錦町１番２４号ＳＯＨＯビル１Ｆ 227-3939 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（一般食堂） 軽食喫茶 2820241 平成28年4月28日 平成34年2月28日

麺屋たくみ駅前店 岡山市北区錦町１番３０号オアゾビル１Ｆ 225-5522 代表取締役 林洋次 ㈱たくみ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2822692 平成29年2月23日 平成34年2月28日

上西川本町あきづ 岡山市北区錦町３番８号－２Ｆ～４Ｆ 224-6161 代表取締役 井口裕人 ㈱Ｉｌｏ　Ｓａｌｏｕｔ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2822816 平成29年3月23日 平成35年2月28日

ｃaｆｅ＆ｂａｒ　ＣＡＮＤＩＥＳ 岡山市北区錦町３番１０号 山本梨央 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2821388 平成28年9月15日 平成34年2月28日

ガールズバー　ルチカ 岡山市北区錦町４番２５号ひさのビル２Ｆ 233-3334 代表取締役 吉田正剛 ㈱ＬｅＴｉｋａ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） 2822706 平成29年2月28日 平成34年2月28日

イルブルスケッタ 岡山市北区錦町８番１１号フェリスビル１F 235-0300 梅澤正和 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 2820146 平成28年4月19日 平成34年2月28日

カフェ　オーデリス 岡山市北区錦町８番２２号ドウゼンビル２F 226-8505 代表取締役 梅田真吾 ㈱ルラシオン 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2822775 平成29年3月7日 平成35年2月28日

ラ・シェリ 岡山市北区本町２番２３号錦ビル２Ｆ 青山信夫 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822823 平成29年3月16日 平成35年2月28日

ＭＡＲＳ 岡山市北区本町３番６号桃太郎プラザＢ１ 206-1708 代表取締役 藤井貴 ㈱チャイルドクラン 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2821052 平成28年7月28日 平成34年2月28日

本町ぐるバル酒場 岡山市北区本町４番１８号コア本町１Ｆ 238-8300 代表取締役 畑中泰 ㈱ジョイワン 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2820731 平成28年6月21日 平成34年2月28日

Ｃａｆｅ　＆　ｂａｒ　Ｌｕｉｄａ 岡山市北区本町５番１０号岡本ビル４Ｆ 224-8688 近藤健 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822105 平成28年11月29日 平成34年2月28日

焼肉大幸本町店 岡山市北区本町５番１０号岡本ビル１Ｆ 233-5445 清水寿吉 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2822536 平成29年2月9日 平成34年2月28日

髙島屋岡山店別館地下１階左 岡山市北区本町６番４０号 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2822157 平成28年12月6日 平成34年2月28日

九州炉端弁慶岡山店 岡山市北区本町７番１１号アクロスキューブ岡山本町３Ｆ 代表取締役 定松慎 ㈱コズミックダイナー 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2821553 平成28年10月25日 平成34年2月28日

北国の匠北海道魚均岡山店 岡山市北区本町７番１１号アクロスキューブ岡山本町２Ｆ 代表取締役 定松慎 ㈱コズミックダイナー 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2821554 平成28年10月25日 平成34年2月28日

いちゃりば 岡山市北区本町７番１１号アクロスキューブ岡山本町５Ｆ 230-3444 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） 2821648 平成28年10月18日 平成34年2月28日

１　ＣＯＩＮ　ＰＩＺＺＡ　ＣＯＮＩ 岡山市北区本町７番１１号アクロスキューブ岡山本町４Ｆ 230-5288 代表取締役 小西孝明 コニシ㈱ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2821649 平成28年10月18日 平成34年2月28日

ＩＬＭＡＬＥ岡山本町店 岡山市北区本町７番１１号アクロスキューブ岡山本町１Ｆ 212-2700 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） 2821689 平成28年10月27日 平成34年2月28日

Ｂａｒ　ハーバーライト 岡山市北区本町７番１５号宇治郷ビル３Ｆ３０２号 233-1616 渡辺丈二 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822914 平成29年3月30日 平成35年2月28日

Cucina 岡山市北区本町８番１５号本町プラザ２F２０２号 212-1186 代表取締役 本多信晴 ㈱本多 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 2821126 平成28年8月16日 平成34年2月28日

鶏式ジョージ 岡山市北区本町８番１８号１F・2F 206-1896 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） 2820641 平成28年6月9日 平成34年2月28日

Antique 岡山市北区本町１０番２６号本町Kビル４F 木村進作 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822293 平成29年1月5日 平成34年2月28日

ＯＳＴＥＲＩＡ　ＲＯＮＤＯ 岡山市北区柳町一丁目２番２３号 丸本清志 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 2822903 平成29年3月21日 平成35年2月28日

岡山市北区柳町一丁目２番１０５号山鐘ビル１F 近藤倫弘 食肉販売業 2821061 平成28年7月28日 平成34年2月28日

学校に行こう 岡山市北区柳町一丁目８番１５号 234-8299 代表取締役 羽賀誠 ㈱クリエイト 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820559 平成28年5月31日 平成34年2月28日

ｍａｃａｒｏｎ 岡山市北区柳町一丁目９番１３号８８ビル５F 222-6005 藤田衣里 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820730 平成28年6月28日 平成34年2月28日

居酒ｃａｆｅ　ｓａｌｉｎｏ 岡山市北区柳町一丁目９番１３号柳町８８ビル２Ｆ２０１号 宮地和徳 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2821658 平成28年10月25日 平成34年2月28日

華音 岡山市北区柳町一丁目９番１３号柳町８８ビル３Ｆ３０１号 232-8777 武本真由美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822318 平成29年1月19日 平成34年2月28日

Ｋｅｎｎｙ 岡山市北区柳町一丁目９番１４号柳町３３ビル９Ｆ９０１号 東井浩太郎 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2821918 平成28年11月17日 平成34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 山岡奨 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2821494 平成28年10月4日 平成34年2月28日

ナースコール 岡山市北区柳町一丁目９番２０号シティ柳町１Ｆ１０１号 三宅翼 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2821650 平成28年10月18日 平成34年2月28日

カラオケＢａｒＰＯＰ 岡山市北区柳町一丁目１０番２４号プレジデントビル４Ｆ３号 221-1171 山﨑都世子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820060 平成28年4月12日 平成34年2月28日
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ＢＡＲＮ 岡山市北区柳町一丁目１０番２４号プレジデントビル２Ｆ３号 226-5722 宮下直樹 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820167 平成28年4月21日 平成34年2月28日

笑顔 岡山市北区柳町一丁目１３番１８号柳町壱番館１Ｆ１０１号 227-5335 瀧波華穂利 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2821686 平成28年10月25日 平成34年2月28日

パムスナイトＢＡＲ 岡山市北区柳町一丁目１４番９号 235-0020 代表取締役 岡﨑賢吾 ㈱アフレンツァ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822906 平成29年3月23日 平成35年2月28日

ラウンジ撫子 岡山市北区柳町一丁目１４番１２号西川１００ビル５Ｆ 232-3212 代表取締役 上森圭祐 ㈱ＹＮＦ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） 2820011 平成28年4月14日 平成34年2月28日

ラウンジシークレット 岡山市北区柳町一丁目１４番１２号西川１００ビル７Ｆ 224-5578 築地原竜也 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820945 平成28年7月19日 平成34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 代表取締役 藤井康平 フロントライングループ㈱ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822026 平成28年12月8日 平成34年2月28日

スナックＴＳＵＫＩ 岡山市北区柳町一丁目１４番１２号西川１００ビル６Ｆ 石倉聖也 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822114 平成28年12月1日 平成34年2月28日

ＲＯＯＫＩＥＳ 岡山市北区柳町一丁目１４番２１号柳町赤松ビル１Ｆ１０２・１０３号 岡﨑雅和 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2821772 平成28年11月8日 平成34年2月28日

Ｆｉｒｓｔ　Ｃｌａｓｓ　ＤＡＭＩＡＮ 岡山市北区柳町二丁目２番２号ＦＲＯＭ３１ビル３Ｆ 235-5115 代表取締役 埋見一路 ㈱かどや 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2821406 平成28年9月29日 平成34年2月28日

田舎家柳町店 岡山市北区柳町二丁目２番２号フロム３１ビル１F 224-5015 永原圭次 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2822604 平成29年2月16日 平成34年2月28日

貝処ながれ 岡山市北区柳町二丁目２番８号－１ＤＳ岡山１７ビル１Ｆ１０１ 石倉聖也 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2822116 平成28年12月8日 平成34年2月28日

心に染みる 岡山市北区柳町二丁目３番５号柳町エレガンスビル２Ｆ２０３号 206-1050 上林俊之 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2821295 平成28年9月13日 平成34年2月28日

じゅげむ 岡山市北区柳町二丁目３番１５号第２高田ビル２F店舗A号室 代表取締役 宮脇貞治 ㈱ＷＯＯＰＥＲ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822818 平成29年3月9日 平成35年2月28日

Ａｑｕａ 岡山市北区柳町二丁目４番１５号ソシアルイン柳町５Ｆ５０１号 安東加奈 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2821602 平成28年10月18日 平成34年2月28日

カフェバルちりりん 岡山市北区柳町二丁目４番２５号 222-0716 増田敦子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2821738 平成28年11月8日 平成34年2月28日

海問屋彦兵衛 岡山市北区柳町二丁目１０番４号エバグリーン柳町１Ｆ１０１号 竹中彬 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2822571 平成29年2月16日 平成34年2月28日

錦と吟 岡山市北区柳町二丁目１０番４号エバーグリーン柳町１Ｆ１０７号 289-6116 柴田政年 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 2822858 平成29年3月28日 平成35年2月28日

いっぷく 岡山市北区柳町二丁目１０番６号柳町１０３番館１F１D 竹田正樹 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2821323 平成28年9月15日 平成34年2月28日

くれたけイン岡山 岡山市北区柳町二丁目１２番１３号 代表取締役 山下智司 ㈱呉竹荘 飲食店営業（旅館） ホテル 2821050 平成28年8月2日 平成34年2月28日

岡山後楽館高等学校学生食堂 岡山市北区南方一丁目３番１５号 226-7100 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） 2822859 平成29年3月21日 平成35年2月28日

喜多屋食肉店 岡山市北区出石町一丁目２番２７号 222-5298 池元伸二郎 食肉販売業 2821866 平成28年11月17日 平成34年2月28日

天神ａｍｉ・ａｍｉｅ 岡山市北区天神町２番１号天神町ビル１Ｆ 225-5387 宮野竜也 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2820061 平成28年4月28日 平成34年2月28日

ＨＡＭＢＡＲＧＥＲ　ＳＨＯＰ　ＮＡＴＵＲＡＬ 岡山市北区天神町１０番１１６号 髙市学 飲食店営業（その他） その他 2820301 平成28年4月28日 平成34年2月28日

岡山県土地開発公社ビル 岡山市北区蕃山町１番２０号 222-6666 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2820483 平成28年5月19日 平成34年2月28日

ケイズカリー＆コーヒー 岡山市北区蕃山町１番２３号サンスクエアビル１F 207-2133 久安幸生 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2821336 平成28年9月27日 平成34年2月28日

㈱ビーエムディー 岡山市北区弓之町２番２０号３Ｆ 227-3181 代表取締役 近藤和子 ㈱ビーエムディー ソース類製造業 2820340 平成28年5月10日 平成34年2月28日

麻雀本舗 岡山市北区南方五丁目６番３４号南方赤松ビル２Ｆ２０１号 應武宏 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2820832 平成28年7月5日 平成34年2月28日

キムラヤのパン岡山シティホテル桑田町店 岡山市北区桑田町２番２１号 225-9411 代表取締役 梶谷周平 ㈱岡山木村屋 菓子製造業 パン 2822050 平成28年12月15日 平成34年2月28日
キムラヤのパン岡山シティホテル桑田町店 岡山市北区桑田町２番２１号 225-9411 代表取締役 梶谷周平 ㈱岡山木村屋 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2822051 平成28年12月15日 平成34年2月28日
キムラヤのパン岡山シティホテル桑田町店 岡山市北区桑田町２番２１号 225-9411 代表取締役 梶谷周平 ㈱岡山木村屋 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2822052 平成28年12月15日 平成34年2月28日

森のマルシェ桑田町店 岡山市北区桑田町１３番１号 235-0307 代表取締役 松田久 両備ホールディングス㈱ 菓子製造業 パン 2821989 平成28年11月29日 平成34年2月28日
森のマルシェ桑田町店内太喜水産 岡山市北区桑田町１３番１号 代表取締役 山田真治 ㈲太喜水産 魚介類販売業（簡易形態） 2821990 平成28年11月29日 平成34年2月28日

大邱園 岡山市北区桑田町１３番２８号 224-8012 金恵子 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2822476 平成29年2月2日 平成34年2月28日

タカシマヤフードメゾン岡山店 岡山市北区下石井一丁目２番１号イオンモール岡山１Ｆ１００７ 221-3913 代表取締役 山田周二 ㈱岡山髙島屋 喫茶店営業 その他 2820617 平成28年6月7日 平成34年2月28日

イオン岡山店（催事） 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㈱ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2820330 平成28年5月19日 平成34年2月28日

イオン岡山店（催事） 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㈱ 食肉販売業（簡易形態） 2820331 平成28年5月19日 平成34年2月28日

イオン岡山店（催事） 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㈱ 魚介類販売業（簡易形態） 2820332 平成28年5月19日 平成34年2月28日

神戸元町ドリア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７Ｆ７０１０ 236-3309 代表取締役社長 渡辺嵩央 ㈱サンマルクグリル 飲食店営業（一般食堂） その他 2820438 平成28年5月17日 平成34年2月28日



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
桜庵 岡山市北区下石井一丁目２番１号イオンモール岡山７Ｆ７００９区画 238-7762 代表取締役 島田誠二 ㈱コンセプト 飲食店営業（一般食堂） その他 2820947 平成28年7月26日 平成34年2月28日

美山．ゆば清楼 岡山市北区下石井一丁目２番１号イオンモール岡山７Ｆ７００６区画 238-5750 代表取締役 髙橋章之 ㈱ピアーサーティー西日本 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 2821096 平成28年8月23日 平成34年2月28日

倉式珈琲店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１Ｆ１０４０ 235-0309 代表取締役社長 中村正昭 ㈱倉式珈琲 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2821714 平成28年11月8日 平成34年2月28日

麦とろ物語ｗｉｔｈヘルシー麺 岡山市北区下石井一丁目２番１号イオンモール岡山６Ｆ６０１７ 230-0234 代表取締役 松本浩二 ㈱スピリッツ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2821828 平成28年11月9日 平成34年2月28日

サーティワンアイスクリーム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１Ｆ１０４３－４ 226-7631 代表取締役 吉田茂徳 吉田米穀㈱ 喫茶店営業 その他 2822147 平成28年12月13日 平成34年2月28日

三刀流横丁 岡山市北区下石井一丁目２番１号イオンモール岡山６F６００６ 230-4777 代表取締役 松本浩二 ㈱スピリッツ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2822558 平成29年2月7日 平成34年2月28日

中国四国農政局岡山売店前 岡山市北区下石井一丁目４番１号 224-4511 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 2820658 平成28年6月14日 平成34年2月28日

ｎｉｃｏカレー 岡山市北区下石井二丁目８番１０号ナガシオビル１F 光本さやか 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2822791 平成29年3月14日 平成35年2月28日

スパゲッツダンディ 岡山市北区下石井二丁目９番５２号下石井ビル１Ｆ 井上享彦 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 2820613 平成28年6月28日 平成34年2月28日

㈱イトーヨーカ堂岡山店３階食堂 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 2820057 平成28年4月12日 平成34年2月28日

モンゴルのそば 岡山市一円 石邨善久 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2820590 平成28年6月2日 平成34年3月31日

とくし丸１２号 岡山市一円 長尾明美 乳類販売業（移動販売形態） 2822872 平成29年3月16日 平成34年3月31日

とくし丸１２号 岡山市一円 長尾明美 食肉販売業（移動販売形態） 2822873 平成29年3月16日 平成34年3月31日

とくし丸１２号 岡山市一円 長尾明美 魚介類販売業（移動販売形態） その他 2822874 平成29年3月16日 平成34年3月31日

キッチンさくら 岡山市中区東町二丁目１番１６号 238-9935 代表取締役 齋藤明宏 ㈱ＣＡＰＲＩＣＥ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2820177 平成28年4月19日 平成34年3月31日

おかやま西川原プラザ 岡山市中区西川原２５５番地 272-1923 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2820391 平成28年5月12日 平成34年3月31日

Ｖ館食堂 岡山市中区西川原一丁目６番１号Ｖ館 201-2250 理事長 杉山慎策 就実生活協同組合 飲食店営業（一般食堂） その他（社食・寮食） 2821391 平成28年9月20日 平成34年3月31日

Ｖ館カフェ 岡山市中区西川原一丁目６番１号Ｖ館 201-2250 理事長 杉山慎策 就実生活協同組合 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2821392 平成28年9月20日 平成34年3月31日

Ｂ館デリカフェ 岡山市中区西川原一丁目６番１号就実大学Ｂ館２Ｆ 201-2250 理事長 杉山慎策 就実生活協同組合 飲食店営業（一般食堂） その他（社食・寮食） 2822930 平成29年3月28日 平成34年3月31日

原尾島オフィスビル 岡山市中区浜６０４番地３トラストビル２F 271-0888 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2820871 平成28年8月2日 平成34年3月31日

セブンイレブン岡山浜店 岡山市中区浜６１７番地１ 272-4535 吉村友宏 飲食店営業（その他） その他 2822746 平成29年3月21日 平成34年3月31日

セブンイレブン岡山浜店 岡山市中区浜６１７番地１ 272-4535 吉村友宏 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2822747 平成29年3月21日 平成34年3月31日

セブンイレブン岡山浜店 岡山市中区浜６１７番地１ 272-4535 吉村友宏 食肉販売業（簡易形態） 2822748 平成29年3月21日 平成34年3月31日

セブンイレブン岡山浜店 岡山市中区浜６１７番地１ 272-4535 吉村友宏 魚介類販売業（簡易形態） 2822749 平成29年3月21日 平成34年3月31日

からあげやカリッジュ岡山店 岡山市中区浜三丁目２番１７号アルフィーネシマムラ１Ｆ１０２号 230-3030 代表取締役 田村英也 ㈱アセットプラス 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2821402 平成28年9月23日 平成34年3月31日

Ｍａｒｉ　Ｃａｆｅ 岡山市中区浜三丁目８番５５号 270-5525 代表取締役 大本英典 翠宝商事㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2822510 平成29年1月31日 平成34年3月31日

ＴＷＯ 岡山市中区原尾島一丁目３番１３号 金藤祐介 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2821398 平成28年10月6日 平成34年3月31日

パチンコパーラーザゴルフ岡山西側 岡山市中区原尾島一丁目５番３８号 272-7777 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 2821783 平成28年11月8日 平成34年3月31日

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 森下和幸 ㈱でりか菜 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2821364 平成28年9月27日 平成34年3月31日

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 森下和幸 ㈱でりか菜 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2821365 平成28年9月27日 平成34年3月31日

宇野小学校 岡山市中区原尾島一丁目９番１号 263-5747 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） 2822780 平成29年3月27日 平成34年3月31日

就労継続支援Ａ型事業所ひとひら 岡山市中区原尾島三丁目８番２２号原尾島ビル２Ｆ 897-6936 理事長 半田正巳 特定非営利活動法人一歩一歩 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 2822305 平成29年1月12日 平成34年3月31日

両備ＨＤ㈱バス岡山（営）軒下 岡山市中区国富６１５番地１ 272-1101 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 2821520 平成28年10月6日 平成34年3月31日

宮本整形外科病院 岡山市中区国富四丁目２番６３号 272-1211 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2820256 平成28年4月26日 平成34年3月31日

介護付有料老人ホーム　ラ・ナシカくにとみ 岡山市中区国富四丁目５番１２号 272-7400 代表取締役 浅野間淳 ㈱エージェックス 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2821682 平成28年10月25日 平成34年3月31日
岡山電機軌道㈱電車事業本部おかでんミュージアム 岡山市中区東山二丁目３番３３号 272-5520 取締役社長 小嶋光信 岡山電気軌道㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2820165 平成28年4月19日 平成34年3月31日

Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｄｏｍｉｎａ 岡山市中区清水一丁目９番１２号清水マンション１Ｆ１０２号 201-1742 田辺竜也 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2822094 平成28年12月13日 平成34年3月31日
セブン-イレブン岡山清水２丁目 岡山市中区清水二丁目４番９８号-7 275-2700 代表取締役 古屋一樹 ㈱セブン-イレブン・ジャパン 飲食店営業（その他） その他 2822087 平成28年11月29日 平成34年3月31日



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
セブン-イレブン岡山清水２丁目 岡山市中区清水二丁目４番９８号-7 275-2700 代表取締役 古屋一樹 ㈱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） 2822088 平成28年11月29日 平成34年3月31日
セブン-イレブン岡山清水２丁目 岡山市中区清水二丁目４番９８号-7 275-2700 代表取締役 古屋一樹 ㈱セブン-イレブン・ジャパン 食肉販売業（簡易形態） 2822089 平成28年11月29日 平成34年3月31日
セブン-イレブン岡山清水２丁目 岡山市中区清水二丁目４番９８号-7 275-2700 代表取締役 古屋一樹 ㈱セブン-イレブン・ジャパン 魚介類販売業（簡易形態） 2822090 平成28年11月29日 平成34年3月31日

竜操整形外科病院売店 岡山市中区藤原２３番地２２ 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） 2821166 平成28年8月25日 平成34年3月31日

㈱廣栄堂岡山 岡山市中区藤原６０番地 271-0101 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 2820507 平成28年5月19日 平成34年3月31日

喜八 岡山市中区藤原光町三丁目６番３号 東邦行 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2822505 平成29年2月2日 平成34年3月31日

㈱マルナカ雄町店従食 岡山市中区雄町１５３番地５ 279-8111 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 2821110 平成28年8月16日 平成34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 佐藤昌宏 サトウ機工㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 2820074 平成28年4月12日 平成34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 松田久 両備ホールディングス㈱ 飲食店営業（その他） その他 2821442 平成28年10月11日 平成34年3月31日

吉備の国野菜村 岡山市中区雄町２６６番地１ 201-1688 代表取締役 佐藤秀樹 ㈱吉備の国野菜村 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2822078 平成28年12月2日 平成34年3月31日

吉備の国野菜村 岡山市中区雄町２６６番地１ 201-1688 代表取締役 佐藤秀樹 ㈱吉備の国野菜村 食肉販売業（簡易形態） 2822079 平成28年12月2日 平成34年3月31日

吉備の国野菜村 岡山市中区雄町２６６番地１ 201-1688 代表取締役 佐藤秀樹 ㈱吉備の国野菜村 めん類製造業 2822144 平成28年12月2日 平成34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１ 278-3811 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 2822284 平成28年12月27日 平成34年3月31日
岡山県立東岡山工業高等学校 岡山市中区土田２９０番地１ 279-0565 代表取締役 藤原丈士 ㈲毎日 乳類販売業（自動販売形態） 2820265 平成28年4月26日 平成34年3月31日

モリマシナリー 岡山市中区乙多見４６８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 2821469 平成28年9月29日 平成34年3月31日

岡山ダイハツ販売㈱高屋店 岡山市中区兼基５０番地 279-0307 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2821694 平成28年10月25日 平成34年3月31日

そんぽの家東岡山 岡山市中区兼基２５３番地３ 208-3633 代表取締役 森脇憲一郎 ㈱シーケーフーヅ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2822473 平成29年2月2日 平成34年3月31日

㈱永燃岡山玄関入口 岡山市中区神下４２９番地２ 279-0053 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 2821111 平成28年8月16日 平成34年3月31日

岡山県立岡山城東高等学校学生食堂 岡山市中区下１１０番地 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） 2820010 平成28年4月14日 平成34年3月31日

かつや東岡山店 岡山市中区下４７０番地３ 206-1737 代表取締役 湖中明憲 ㈱エルアンドジー 飲食店営業（一般食堂） その他 2723275 平成28年4月14日 平成34年3月31日

バージン東岡山店中央通路 岡山市中区下４９２番地１ 278-9777 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） 2821184 平成28年8月30日 平成34年3月31日

ファミリーマート岡山兼基店 岡山市中区関１５４番地１ 208-3185 坂本英子 飲食店営業（その他） その他 2821479 平成28年10月11日 平成34年3月31日

ファミリーマート岡山兼基店 岡山市中区関１５４番地１ 208-3185 坂本英子 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2821480 平成28年10月11日 平成34年3月31日

ファミリーマート岡山兼基店 岡山市中区関１５４番地１ 208-3185 坂本英子 食肉販売業（簡易形態） 2821481 平成28年10月11日 平成34年3月31日

ファミリーマート岡山兼基店 岡山市中区関１５４番地１ 208-3185 坂本英子 魚介類販売業（簡易形態） 2821482 平成28年10月11日 平成34年3月31日

㈱ワールドスポーツ岡山２Ｆ 岡山市中区関３９４番地１６ 279-4131 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 2821237 平成28年9月6日 平成34年3月31日

トスティーノコーヒー 岡山市中区関４８５番地２２ 897-5574 代表取締役 脇山賢一 ㈱暮らしと珈琲 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2822273 平成28年12月27日 平成34年3月31日

㈱マルナカ高屋店休憩室 岡山市中区高屋３６番地１ 271-9500 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 2821522 平成28年10月6日 平成34年3月31日

カフェ青山高屋店 岡山市中区高屋６７番地２ 230-2622 代表取締役 秋山良夫 ㈱カフェ青山 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2822937 平成29年3月30日 平成34年3月31日

カフェ青山高屋店 岡山市中区高屋６７番地２ 230-2622 代表取締役 秋山良夫 ㈱カフェ青山 菓子製造業 洋菓子 2822938 平成29年3月30日 平成34年3月31日

ココファン高屋 岡山市中区高屋１２６番地 238-5660 代表取締役社長 五郎丸徹 ㈱学研ココファン 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2822547 平成29年2月7日 平成34年3月31日

ほっともっと高屋店 岡山市中区高屋２１９番地１ 901-1003 西田亜佑美 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2821440 平成28年9月29日 平成34年3月31日

ホルモンうどん大城 岡山市中区高屋３７２番地６ 大城美佐子 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2820587 平成28年6月9日 平成34年3月31日

ドミノピザ岡山高屋店 岡山市中区高屋３８０番地１ 901-1122 山口聖史郎 飲食店営業（その他） その他 2822108 平成28年12月1日 平成34年3月31日

㈱源吉兆庵東岡山工場 岡山市中区長岡４番地４５ 208-6800 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2822486 平成29年1月26日 平成34年3月31日

たこ焼らんぷ堂 岡山市中区長岡４番地５４ 岩下和惠 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 2822545 平成29年2月9日 平成34年3月31日

株式会社コウリョー 岡山市中区長岡３３番地 278-2022 代表取締役 小林富士雄 ㈱コウリョー 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2821418 平成28年9月29日 平成34年3月31日

株式会社コウリョー 岡山市中区長岡３３番地 278-2022 代表取締役 小林富士雄 ㈱コウリョー 食肉販売業（簡易形態） 2821419 平成28年9月29日 平成34年3月31日



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
株式会社コウリョー 岡山市中区長岡３３番地 278-2022 代表取締役 小林富士雄 ㈱コウリョー 魚介類販売業（簡易形態） 2821420 平成28年9月29日 平成34年3月31日

ファミリーマート東岡山駅前 岡山市中区長岡７７番地１ 208-6643 岩本時男 飲食店営業（その他） その他 2820891 平成28年7月15日 平成34年3月31日

ファミリーマート東岡山駅前 岡山市中区長岡７７番地１ 208-6643 岩本時男 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2820892 平成28年7月15日 平成34年3月31日

ファミリーマート東岡山駅前 岡山市中区長岡７７番地１ 208-6643 岩本時男 食肉販売業（簡易形態） 2820893 平成28年7月15日 平成34年3月31日

ファミリーマート東岡山駅前 岡山市中区長岡７７番地１ 208-6643 岩本時男 魚介類販売業（簡易形態） 2820894 平成28年7月15日 平成34年3月31日

炭火焼肉壱番 岡山市中区長利２５６番地１ 897-6443 齋藤寛之 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2822621 平成29年2月23日 平成34年3月31日

たこ焼きさんま 岡山市中区中井４３１番地１０ 田竹雄 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 2820484 平成28年5月19日 平成34年3月31日

Ｇ＆Ｓサン･クリニック 岡山市中区中井二丁目１５番１３号 275-2711 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） 2820217 平成28年4月26日 平成34年3月31日

フクラムフクラム株式会社 岡山市中区今在家８４番地４ 207-6215 代表取締役 寺本晃尚 フクラムフクラム㈱ 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 2821755 平成28年11月17日 平成34年3月31日

フクラムフクラム株式会社 岡山市中区今在家８４番地４ 207-6215 代表取締役 寺本晃尚 フクラムフクラム㈱ 菓子製造業 パン 2821756 平成28年11月17日 平成34年3月31日

オンリーギュー 岡山市中区今在家２９７番地１ 206-4218 代表取締役 西山幸則 ㈱ワイズインターナショナル 食品の冷凍又は冷蔵業 冷凍食品製造業 2821390 平成28年9月20日 平成34年3月31日

岡山製菓株式会社 岡山市中区今在家２９７番地３ 275-0292 代表取締役社長 宮内孝和 岡山製菓㈱ 菓子製造業 和菓子 2821261 平成28年9月8日 平成34年3月31日

マグロ酒場ｋｕｒｏｆｕｎｅ 岡山市中区国府市場４２番地４ 275-4466 出口裕司 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2723293 平成28年6月9日 平成34年3月31日

天満屋ハピーズ国府市場店 岡山市中区国府市場４３番地 275-6411 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） 2821138 平成28年8月18日 平成34年3月31日

ハピーズ国府市場店 岡山市中区国府市場４３番地 275-6411 代表取締役 森下和幸 ㈱でりか菜 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2821357 平成28年9月27日 平成34年3月31日

ハピーズ国府市場店 岡山市中区国府市場４３番地 275-6411 代表取締役 森下和幸 ㈱でりか菜 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2821358 平成28年9月27日 平成34年3月31日

ハピーズ国府市場店 岡山市中区国府市場４３番地 275-6411 代表取締役 森下和幸 ㈱でりか菜 菓子製造業 パン 2821359 平成28年9月27日 平成34年3月31日

ドラッグセイムス岡山賞田店 岡山市中区賞田２１５番地１ 275-1050 代表取締役 田中幸三 ㈱西日本セイムス 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2821497 平成28年10月20日 平成34年3月31日

THE　CHAYA 岡山市一円 竹本精一郎 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2820413 平成28年5月12日 平成34年4月30日

ジェリーズポップコーン 岡山市一円 執行公昭 菓子製造業（特殊形態） 2821025 平成28年7月26日 平成34年4月30日

松﨑牧場ジェヌイーノ 岡山市一円 239-4649 代表取締役 松﨑隆 ㈱松﨑牧場 喫茶店営業（特殊形態） 2822471 平成29年2月7日 平成34年4月30日

岡山市一円 竹本真弓 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2822819 平成29年3月9日 平成34年4月30日

㈱トラストフーズ休憩室 岡山市東区鉄３２０番地１ 279-1135 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 2822796 平成29年3月9日 平成34年4月30日

中四国セキスイハイム工業㈱食堂Ａ 岡山市東区古都宿１８９番地 279-6251 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 2820548 平成28年5月26日 平成34年4月30日

中四国セキスイハイム工業㈱２Ｆ事務所 岡山市東区古都宿１８９番地 279-6251 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 2820549 平成28年5月26日 平成34年4月30日

ミタックス㈱ 岡山市東区古都宿２６７番地１ 279-0555 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2821836 平成28年11月10日 平成34年4月30日

日産サティオ岡山R-JOY 岡山市東区宍甘２３５番地１ 279-1123 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2820222 平成28年4月19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 西宮佑二 ㈱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 2820224 平成28年4月19日 平成33年4月30日

クボタアグリサービス㈱２F 岡山市東区宍甘２７５番地 279-4531 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2821798 平成28年11月8日 平成34年4月30日

㈱三石深井 岡山市東区藤井２７５番地 279-7575 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2820221 平成28年4月19日 平成33年4月30日

セブン－イレブン岡山矢津店 岡山市東区矢津１５１４番地２ 206-6061 代表取締役 長瀬一成 長瀬石油㈱ 飲食店営業（その他） その他 2821039 平成28年8月9日 平成34年4月30日

セブン－イレブン岡山矢津店 岡山市東区矢津１５１４番地２ 206-6061 代表取締役 長瀬一成 長瀬石油㈱ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2821040 平成28年8月9日 平成34年4月30日

セブン－イレブン岡山矢津店 岡山市東区矢津１５１４番地２ 206-6061 代表取締役 長瀬一成 長瀬石油㈱ 食肉販売業（簡易形態） 2821041 平成28年8月9日 平成34年4月30日

セブン－イレブン岡山矢津店 岡山市東区矢津１５１４番地２ 206-6061 代表取締役 長瀬一成 長瀬石油㈱ 魚介類販売業（簡易形態） 2821042 平成28年8月9日 平成34年4月30日

ふる里 岡山市東区矢津１７９８番地２ 278-1414 東里美 そうざい製造業 2821036 平成28年7月28日 平成34年4月30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１３ 279-0800 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 2821118 平成28年8月16日 平成34年4月30日

ＩＰＵ環太平洋大学第２キャンパス女子寮 岡山市東区矢津２０５０番地１３ 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2822485 平成29年1月26日 平成34年4月30日

鬼笑 岡山市東区可知三丁目２番２号 201-0119 福池好展 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2821517 平成28年10月6日 平成34年4月30日



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
啓 岡山市東区可知四丁目１番１０号 942-7744 石原潤子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2821153 平成28年8月25日 平成34年4月30日

ｃａｆｅ　Ｈｉｄａｍａｒｉ 岡山市東区可知五丁目１３６番地３２ 943-7406 黒住智代美 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2822521 平成29年2月7日 平成34年4月30日

東洋紡カンキョーテクノ岡山工場 岡山市東区中川町２６３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 2821472 平成28年9月29日 平成34年4月30日

パリクロアッサン 岡山市東区益野町３０番地１山陽マルナカ益野店１Ｆ 942-9231 代表取締役 廣村昌弘 フジパンストアー㈱ 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 2820216 平成28年4月28日 平成33年4月30日

山陽マルナカ益野店 岡山市東区益野町３０番地１ 944-0707 代表取締役 辻雅信 ㈱山陽マルナカ 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 2820243 平成28年4月21日 平成33年4月30日

山陽マルナカ益野店 岡山市東区益野町３０番地１ 944-0707 代表取締役 西宮佑二 ㈱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） 2820996 平成28年7月19日 平成34年4月30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 竹田和秀 飲食店営業（その他） その他 2820779 平成28年6月30日 平成34年4月30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 竹田和秀 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2820780 平成28年6月30日 平成34年4月30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 竹田和秀 食肉販売業（簡易形態） 2820781 平成28年6月30日 平成34年4月30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 竹田和秀 魚介類販売業（簡易形態） 2820782 平成28年6月30日 平成34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３ＪＡ岡山農産物直売所はなやか東店駐車場内 代表取締役 赤瀬雅之 ㈱栄福堂 魚介類販売業（簡易形態） 2820776 平成28年6月28日 平成34年4月30日

松崎カフェ 岡山市東区西大寺松崎２４８番地１７７ 206-7523 代表取締役 依田靖生 ㈱エコピット 飲食店営業（その他） その他 2821521 平成28年10月11日 平成34年4月30日

満桃園 岡山市東区広谷４７４番地１６ 小田満 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2820314 平成28年5月10日 平成34年4月30日

焼鳥いもちゃん東店 岡山市東区広谷４７４番地２０ 230-2366 大野良浩 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（焼き鳥） 2822210 平成28年12月13日 平成34年4月30日

ふみ 岡山市東区富士見町一丁目１番１号 943-3062 幡中芙美子 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 2820072 平成28年4月12日 平成33年4月30日

ＮＰＯ法人土田の里チーズ工房 岡山市東区松新町２番地１ 943-3195 理事長 藤田佳伸 特定非営利活動法人土田の里 喫茶店営業 その他 2821834 平成28年11月15日 平成34年4月30日

松崎新田 岡山市東区松新町８３番地１１ 942-3444 理事長 藤原三由 特定非営利活動法人　けしごやま 菓子製造業 洋菓子 2820521 平成28年5月19日 平成34年4月30日

華修 岡山市東区松新町１６９番地６ 943-0533 代表取締役 石原昭子 ㈲華修 喫茶店営業 純喫茶 2820073 平成28年4月12日 平成33年4月30日

松﨑牧場ジェヌイーノ 岡山市東区松新町３３２番地 239-4649 代表取締役 松﨑隆 ㈱松﨑牧場 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2822467 平成29年2月7日 平成34年4月30日

松﨑牧場ジェヌイーノ 岡山市東区松新町３３２番地 239-4649 代表取締役 松﨑隆 ㈱松﨑牧場 菓子製造業 洋菓子 2822468 平成29年2月7日 平成34年4月30日

松﨑牧場ジェヌイーノ 岡山市東区松新町３３２番地 239-4649 代表取締役 松﨑隆 ㈱松﨑牧場 アイスクリーム類製造業 2822469 平成29年2月7日 平成34年4月30日

ＫＩＺＵＮＡ 岡山市東区松新町６７０番地 栗本克己 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2822331 平成29年1月12日 平成34年4月30日

鈴丸 岡山市東区浅越１００６番１号 943-9257 平井健夫 魚介類販売業 2821394 平成28年9月27日 平成34年4月30日

両備HD㈱両備プラッツ西大寺店１F 岡山市東区西大寺上一丁目１番４６号 943-0072 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 2820512 平成28年5月19日 平成34年4月30日

リョービプラッツ西大寺店 岡山市東区西大寺上一丁目１番４６号 943-3611 代表取締役 松田久 両備ホールディングス㈱ 食肉販売業 2821588 平成28年10月11日 平成34年4月30日

岡山学芸館高等学校 岡山市東区西大寺上一丁目１９番１９号 942-3864 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） 2723295 平成28年4月5日 平成33年4月30日

岡山学芸館高校 岡山市東区西大寺上一丁目１９番１９号 942-3864 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2820223 平成28年4月19日 平成33年4月30日

岡山学芸館高校クッキング部 岡山市東区西大寺上一丁目１９番１９号岡山学芸館高校さくら食堂調理室 942-3864 理事長 森靖喜 学校法人森教育学園 飲食店営業（一般食堂） その他 2821054 平成28年8月23日 平成34年4月30日

国立印刷局職員食堂 岡山市東区西大寺上三丁目４番７０号 944-1211 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） 2820317 平成28年5月24日 平成34年4月30日

八浜屋 岡山市東区西大寺中一丁目１１番６号 943-1547 小松原啓子 飲食店営業（仕出し屋） 仕出し料理 2821805 平成28年11月29日 平成34年4月30日

八浜屋 岡山市東区西大寺中一丁目１１番６号 943-1547 小松原啓子 魚介類販売業 2821806 平成28年11月29日 平成34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 西宮佑二 ㈱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 2820480 平成28年5月19日 平成34年4月30日

ｐａｎｃｏｃｏ 岡山市東区西大寺中野２４番地６ 943-0810 横山恵子 菓子製造業 パン 2820525 平成28年5月24日 平成34年4月30日

さいさい子ども食堂 岡山市東区西大寺中野６７７番地１中野けんせいえん１Ｆ地域交流スペース 943-1701 竹永光恵 飲食店営業（一般食堂） その他 2822925 平成29年3月27日 平成34年4月30日

日清医療食品岡山西大寺中野分院事業所 岡山市東区西大寺中野本町８番４１号 代表取締役社長 菅井正一 日清医療食品㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2821688 平成28年10月27日 平成34年4月30日
岡山西大寺病院中野分院１階 岡山市東区西大寺中野本町８番４１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 2822168 平成28年12月8日 平成34年4月30日

ほっかほっか亭西大寺駅前店 岡山市東区西大寺東一丁目５番６号 944-0522 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 2723294 平成28年4月5日 平成33年4月30日

ほっかほっか亭西大寺駅前店 岡山市東区西大寺東一丁目５番１１号 944-0522 代表取締役 藤田昌和 ㈱藤田 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2822573 平成29年2月14日 平成34年4月30日
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ハピータウン西大寺店 岡山市東区西大寺南一丁目２番５号 942-0111 代表取締役 森下和幸 ㈱でりか菜 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2821366 平成28年9月27日 平成34年4月30日

ハピータウン西大寺店 岡山市東区西大寺南一丁目２番５号 942-0111 代表取締役 森下和幸 ㈱でりか菜 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2821367 平成28年9月27日 平成34年4月30日

マルハチ西大寺店 岡山市東区西大寺南一丁目２番８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） 2822926 平成29年3月30日 平成34年4月30日

株式会社ハローズ西大寺店 岡山市東区金岡西町９２番地２ 943-4386 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） 2821438 平成28年9月27日 平成34年4月30日

カフェレストゴルディロックス 岡山市東区金岡西町３３５番地２３ 943-1101 代表取締役 井上公平 ㈲ＨＩＴＴ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2820004 平成28年5月12日 平成34年4月30日

カフェレストゴルディロックス 岡山市東区金岡西町３３５番地２３ 943-1101 代表取締役 井上公平 ㈲ＨＩＴＴ 菓子製造業 洋菓子 2820005 平成28年5月12日 平成34年4月30日

インドレストラン　ゴダワリ 岡山市東区金岡西町６３９番地２１ 942-6855 カンデール　ダン　プラサド 飲食店営業（一般食堂） その他 2820383 平成28年5月12日 平成34年4月30日

日清医療食品岡山西大寺病院事業所 岡山市東区金岡東町一丁目１番７０号 代表取締役社長 菅井正一 日清医療食品㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2820300 平成28年4月28日 平成33年4月30日

岡山西大寺病院外来ロビー 岡山市東区金岡東町一丁目１番７０号 943-2211 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 2820519 平成28年5月19日 平成34年4月30日

都紀の郷 岡山市東区金岡東町一丁目１４番１７号 943-3322 理事長 井場哲也 社会福祉法人岡山中央福祉会 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2822893 平成29年3月21日 平成34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 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 2821788 平成28年11月8日 平成34年4月30日

丼丸西大寺金岡店 岡山市東区西大寺金岡１３６９番地１ 948-0120 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 2821097 平成28年8月9日 平成34年4月30日

株式会社アスモフードサービス西日本麻姑の離宮西大寺事業所 岡山市東区久保１４４番地１ 942-0806 代表取締役 藤原恒彦 ㈱アスモフードサービス西日本 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2821781 平成28年11月17日 平成34年4月30日

ドラッグコスモス西大寺店 岡山市東区久保１６３番地１ 944-6677 代表取締役 宇野正晃 ㈱コスモス薬品 食肉販売業（簡易形態） 2821002 平成28年7月21日 平成34年4月30日

ローソン岡山富崎店 岡山市東区富崎７３２番地１ 944-0333 三宅司 飲食店営業（その他） その他 2822029 平成28年12月1日 平成34年4月30日

ローソン岡山富崎店 岡山市東区富崎７３２番地１ 944-0333 三宅司 菓子製造業 その他 2822030 平成28年12月1日 平成34年4月30日

ローソン岡山富崎店 岡山市東区富崎７３２番地１ 944-0333 三宅司 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2822031 平成28年12月1日 平成34年4月30日

ローソン岡山富崎店 岡山市東区富崎７３２番地１ 944-0333 三宅司 食肉販売業（簡易形態） 2822032 平成28年12月1日 平成34年4月30日

ローソン岡山富崎店 岡山市東区富崎７３２番地１ 944-0333 三宅司 魚介類販売業（簡易形態） 2822033 平成28年12月1日 平成34年4月30日

カフェレストニューオーレ 岡山市東区福治８０２番地１ 943-8488 影山昭俊 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2821136 平成28年8月18日 平成34年4月30日

PFIヘルスプラザ岡山㈱１Fレストラン 岡山市東区西大寺川口３２７番地１ 944-6000 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 2820513 平成28年5月19日 平成34年4月30日

ニッカリ西大寺 岡山市東区西大寺川口４６５番地１ 943-0051 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2821695 平成28年10月25日 平成34年4月30日
株式会社サンキ商会西大寺工場 岡山市東区西大寺浜６３３番地４ 201-8743 代表取締役 吉田誠 ㈱サンキ商会 菓子製造業 洋菓子 2821585 平成28年10月25日 平成34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 943-2936 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 2820516 平成28年5月19日 平成34年4月30日

石井鮮魚 岡山市東区西大寺門前５４５番地岡山フルーツ農園内 代表取締役 石井敏彦 石井鮮魚㈱ 魚介類販売業 2821145 平成28年9月1日 平成34年4月30日

とれたて岡山産直マルシェ　ｉｎ　さいだいじ 岡山市東区西大寺門前５４５番地 237-3900 代表取締役 高原弘雅 ㈱岡山フルーツ農園 飲食店営業（その他） その他 2821171 平成28年8月30日 平成34年4月30日

とれたて岡山産直マルシェ　ｉｎ　さいだいじ 岡山市東区西大寺門前５４５番地 237-3900 代表取締役 高原弘雅 ㈱岡山フルーツ農園 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2821172 平成28年8月30日 平成34年4月30日

とれたて岡山産直マルシェ　ｉｎ　さいだいじ 岡山市東区西大寺門前５４５番地 237-3900 代表取締役 高原弘雅 ㈱岡山フルーツ農園 食肉販売業（簡易形態） 2821173 平成28年8月30日 平成34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① 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 2820053 平成28年4月12日 平成33年4月30日

㈱置田鉄工所岡山工場第一工場休憩所 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 2820920 平成28年7月12日 平成34年4月30日

オカネツ工業㈱北工場西側 岡山市東区九蟠１１１９番地１ 948-3981 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 2821115 平成28年8月16日 平成34年4月30日

奥山いちご農園｜ｐｌａｔｅ 岡山市東区豊田６６３番地３ 奥山華帆 喫茶店営業 その他 2822448 平成29年1月26日 平成34年4月30日

爽果 岡山市東区光津８９０番地１ 岡本恵子 缶詰又は瓶詰食品製造業 2820739 平成28年6月21日 平成34年4月30日

赤とんぼ食堂 岡山市東区政津９１１番地９ 岸本貴美 飲食店営業（一般食堂） その他 2820729 平成28年6月16日 平成34年4月30日

テイカ株式会社岡山工場食堂 岡山市東区西幸西１０７２番地 946-8311 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 2820921 平成28年7月12日 平成34年4月30日

ゴルフパートナー岡山練習場２Ｆ 岡山市東区神崎町１４１６番地５ 946-2770 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2820478 平成28年5月19日 平成34年4月30日

ゴルフパートナー岡山練習場１Ｆ 岡山市東区神崎町１４１６番地５ 946-2770 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2820479 平成28年5月19日 平成34年4月30日

古屋カフェろくすけ 岡山市東区宿毛１２４番地 946-2838 相澤佐恵子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2821691 平成28年11月1日 平成34年4月30日



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
セイロン 岡山市東区竹原１６４６番地１ ホラタル　ペディゲ　ダスン　ジャヤマンナ　ソマラトナ 飲食店営業（一般食堂） その他 2820652 平成28年6月21日 平成34年4月30日

ナカシマメディカル株式会社 岡山市東区上道北方６８８番地１ 279-5111 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2822156 平成28年12月6日 平成34年4月30日

希望軒東岡山店 岡山市東区上道北方７３０番地グランヴィスタ安倉１Ｆ 279-9191 代表取締役 北井清行 ㈱タックス東岡山 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2820290 平成28年5月10日 平成34年4月30日

ぽんぽこ亭 岡山市東区城東台西三丁目１３番３７号 279-8428 代表取締役 田中弘恵 ㈲きくや そうざい製造業 2820616 平成28年6月9日 平成34年4月30日

特別養護老人ホーム上道荘 岡山市東区中尾１０３６番地 297-3725 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 2821785 平成28年11月8日 平成34年4月30日

㈱イズミゆめタウン平島店従業員喫煙室 岡山市東区東平島１６３番地 297-7773 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 2820655 平成28年6月14日 平成34年4月30日

㈱イズミゆめタウン平島店１階 岡山市東区東平島１６３番地 297-5678 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 2821526 平成28年10月6日 平成34年4月30日

幸や 岡山市東区東平島１６３番地ゆめタウン平島店１F 山本美玲 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2822107 平成28年12月1日 平成34年4月30日

丼丸瀬戸 岡山市東区東平島１１９５番地２ 297-4700 平松昇 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2821681 平成28年10月27日 平成34年4月30日

Ｌｅｓ　ｇｅｎｓ　ｃｈｉｃ 岡山市東区東平島１２１４番地５タニグチプラザ２－１Ｆ１０２号 230-1888 佐々木健次 菓子製造業 洋菓子 2821487 平成28年10月13日 平成34年4月30日

パナソニック２Ｆ休憩所 岡山市東区東平島１３６０番地 297-3001 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 2820058 平成28年4月12日 平成33年4月30日

おうちかふぇ 岡山市東区瀬戸町江尻１７１３番地 952-0546 塩見文枝 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2822025 平成28年12月6日 平成34年4月30日

ローソン岡山瀬戸町沖店 岡山市東区瀬戸町沖３２７番地 368-5159 栢野秀徳 飲食店営業（その他） その他 2821572 平成28年10月25日 平成34年4月30日

ローソン岡山瀬戸町沖店 岡山市東区瀬戸町沖３２７番地 368-5159 栢野秀徳 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2821573 平成28年10月25日 平成34年4月30日

ローソン岡山瀬戸町沖店 岡山市東区瀬戸町沖３２７番地 368-5159 栢野秀徳 食肉販売業（簡易形態） 2821574 平成28年10月25日 平成34年4月30日

ローソン岡山瀬戸町沖店 岡山市東区瀬戸町沖３２７番地 368-5159 栢野秀徳 魚介類販売業（簡易形態） 2821575 平成28年10月25日 平成34年4月30日
ＩＰＵ環太平洋大学カフェテラス２階右 岡山市東区瀬戸町観音寺７２１番地 908-0200 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 2820047 平成28年4月12日 平成33年4月30日

ＩＰＵ環太平洋大学カフェテラス２階左 岡山市東区瀬戸町観音寺７２１番地 908-0200 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 2820048 平成28年4月12日 平成33年4月30日

合同会社Ｓｕｎｎｙ 岡山市東区瀬戸町笹岡９４３番地１ 230-0255 代表社員 宮尾麻梨子 合同会社Ｓｕｎｎｙ 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 2822506 平成29年2月9日 平成34年4月30日

合同会社Ｓｕｎｎｙ 岡山市東区瀬戸町笹岡９４３番地１ 230-0255 代表社員 宮尾麻梨子 合同会社Ｓｕｎｎｙ 菓子製造業 パン 2822507 平成29年2月9日 平成34年4月30日

アート・ハッピー 岡山市東区瀬戸町瀬戸４番地１４ 952-4911 生田るみ そうざい製造業 2822910 平成29年3月30日 平成34年4月30日

セブン-イレブン岡山瀬戸宗堂店 岡山市東区瀬戸町宗堂４８３番地１ 953-0118 大森雄太 飲食店営業（その他） その他 2822659 平成29年2月21日 平成34年4月30日

セブン-イレブン岡山瀬戸宗堂店 岡山市東区瀬戸町宗堂４８３番地１ 953-0118 大森雄太 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2822660 平成29年2月21日 平成34年4月30日

セブン-イレブン岡山瀬戸宗堂店 岡山市東区瀬戸町宗堂４８３番地１ 953-0118 大森雄太 食肉販売業（簡易形態） 2822661 平成29年2月21日 平成34年4月30日

セブン-イレブン岡山瀬戸宗堂店 岡山市東区瀬戸町宗堂４８３番地１ 953-0118 大森雄太 魚介類販売業（簡易形態） 2822662 平成29年2月21日 平成34年4月30日

喫茶チェリー 岡山市東区瀬戸町寺地５７２番地３２ 952-4398 藤原澄子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2820021 平成28年3月31日 平成33年4月30日

瀬戸ＰＡ上り線（外売店） 岡山市東区瀬戸町万富字松尾２１６７番地２ 953-2113 代表取締役社長 赤松健 西日本高速道路リテール㈱ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2820204 平成28年4月26日 平成33年4月30日

ユニバーサル製缶㈱岡山工場２Ｆ 岡山市東区瀬戸町南方１５０番地 953-1511 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 2821107 平成28年8月16日 平成34年4月30日

ナナゴー 岡山市一円 南郷孝志 菓子製造業（特殊形態） 2820529 平成28年5月24日 平成33年5月31日

お好み焼き　たつ家 岡山市一円 代表取締役 安東克敏 ㈱ビーフードカンパニー 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2820653 平成28年6月14日 平成34年5月31日

岡山市一円 鴨崎公俊 魚介類販売業（移動販売形態） その他 2820734 平成28年6月16日 平成34年5月31日

とくし丸１５号 岡山市一円 篠山雅和 乳類販売業（移動販売形態） 2820867 平成28年7月7日 平成34年5月31日

とくし丸１５号 岡山市一円 篠山雅和 食肉販売業（移動販売形態） 2820868 平成28年7月7日 平成34年5月31日

とくし丸１５号 岡山市一円 篠山雅和 魚介類販売業（移動販売形態） その他 2820869 平成28年7月7日 平成34年5月31日

レストランさくら 岡山市一円 代表取締役 片岡三郎 ㈱さくらプランニング 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2821174 平成28年9月8日 平成34年5月31日

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋岡山駅前店 岡山市一円 二宮誠 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2821584 平成28年10月13日 平成34年5月31日

ＣｏＭＡ　ＣＯＦＦＥＥ 岡山市一円 長岡浩範 喫茶店営業（特殊形態） 2821796 平成28年11月8日 平成34年5月31日

レストランさくら（カレーセブン）２号車 岡山市一円 代表取締役 片岡三郎 ㈱さくらプランニング 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2821830 平成28年11月10日 平成34年5月31日



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
からあげやカリッジュ岡山店 岡山市一円 代表取締役 田村英也 ㈱アセットプラス 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2822290 平成28年12月27日 平成34年5月31日

岡山市一円 青山信夫 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2822918 平成29年3月28日 平成34年5月31日

天丼家天吉 岡山市北区上中野一丁目２番２３号 243-6625 向俊一 飲食店営業（一般食堂） その他 2822645 平成29年2月28日 平成34年5月31日

焼肉牛ちゃん 岡山市北区上中野一丁目１９番１号 246-3700 代表取締役 山中隆義 ㈱焼肉牛ちゃん 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2822115 平成28年12月1日 平成34年5月31日

ふく徳 岡山市北区上中野二丁目４番１号 246-6188 代表取締役 惠谷龍二 ㈱ケイコーポレーション 飲食店営業（一般食堂） その他 2820059 平成28年4月21日 平成33年5月31日

焼肉八十八 岡山市北区上中野二丁目２７番２４号 246-0898 池田美理 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2822646 平成29年2月21日 平成34年5月31日

スーパードラッグひまわり下中野店 岡山市北区下中野３４２番地１０１ 242-6755 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） 2821178 平成28年9月1日 平成34年5月31日

スーパードラッグひまわり下中野店 岡山市北区下中野３４２番地１０１ 242-6755 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） 2821179 平成28年9月1日 平成34年5月31日

スーパードラッグひまわり下中野店 岡山市北区下中野３４２番地１０１ 242-6755 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） 2821180 平成28年9月1日 平成34年5月31日

ナポリの窯岡山下中野店 岡山市北区下中野３４８番地１０２ 246-5222 代表取締役 小野新太郎 モトヤフーズ㈱ 飲食店営業（その他） その他 2820550 平成28年5月31日 平成33年5月31日

日色 岡山市北区下中野３６５番地１０３ストレージ内 田村妃那子 菓子製造業 洋菓子 2820321 平成28年5月10日 平成33年5月31日

ファミリーマート岡山下中野西店 岡山市北区下中野３６５番地１０４ 岩本敏裕 飲食店営業（その他） その他 2821956 平成28年11月17日 平成34年5月31日
ファミリーマート岡山下中野西店 岡山市北区下中野３６５番地１０４ 岩本敏裕 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2821957 平成28年11月17日 平成34年5月31日
ファミリーマート岡山下中野西店 岡山市北区下中野３６５番地１０４ 岩本敏裕 食肉販売業（簡易形態） 2821958 平成28年11月17日 平成34年5月31日
ファミリーマート岡山下中野西店 岡山市北区下中野３６５番地１０４ 岩本敏裕 魚介類販売業（簡易形態） 2821959 平成28年11月17日 平成34年5月31日
ミスタードーナツ下中野ショップ 岡山市北区下中野４６５番地４ 246-5374 代表取締役 藤原健 エムディフード㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2822824 平成29年3月30日 平成34年5月31日

ミスタードーナツ下中野ショップ 岡山市北区下中野４６５番地４ 246-5374 代表取締役 藤原健 エムディフード㈱ 菓子製造業 その他 2822825 平成29年3月30日 平成34年5月31日

ハピーズ下中野店 岡山市北区下中野７０３番地１０１ 800-1030 代表取締役 森下和幸 ㈱でりか菜 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2821350 平成28年9月27日 平成34年5月31日

ハピーズ下中野店 岡山市北区下中野７０３番地１０１ 800-1030 代表取締役 森下和幸 ㈱でりか菜 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2821351 平成28年9月27日 平成34年5月31日

ほっかほっか亭今店 岡山市北区下中野８１１番地 246-7211 中桐隆行 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2820367 平成28年5月12日 平成33年5月31日

岡山県社会保険診療報酬支払基金 岡山市北区新屋敷町二丁目１番１６号 245-4411 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2821088 平成28年8月4日 平成34年5月31日

柴坂電機㈱ 岡山市北区新屋敷町二丁目２番２９号 241-4266 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2820743 平成28年6月21日 平成34年5月31日

喫茶じゅん 岡山市北区西之町９番地１１３ 245-4310 福井純子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2821827 平成28年11月9日 平成34年5月31日

ｎａｔｕｒｅ 岡山市北区西古松１７６番地３ 259-4678 代表取締役 片山直樹 ㈱ユメル 菓子製造業 洋菓子 2821370 平成28年9月20日 平成34年5月31日

株式会社水口組 岡山市北区西古松２４１番地１０１ 284-4892 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2821716 平成28年11月1日 平成34年5月31日

パナソニックシステムソリューションズ 岡山市北区西古松３２６番地１０１ 241-1111 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2820390 平成28年5月12日 平成33年5月31日

セブンイレブン岡山大元駅北店 岡山市北区西古松６０４番地１ 226-6607 斎藤秀之 飲食店営業（その他） その他 2821069 平成28年8月25日 平成34年5月31日

セブンイレブン岡山大元駅北店 岡山市北区西古松６０４番地１ 226-6607 斎藤秀之 菓子製造業 その他 2821070 平成28年8月25日 平成34年5月31日

セブンイレブン岡山大元駅北店 岡山市北区西古松６０４番地１ 226-6607 斎藤秀之 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2821071 平成28年8月25日 平成34年5月31日

セブンイレブン岡山大元駅北店 岡山市北区西古松６０４番地１ 226-6607 斎藤秀之 食肉販売業（簡易形態） 2821072 平成28年8月25日 平成34年5月31日

セブンイレブン岡山大元駅北店 岡山市北区西古松６０４番地１ 226-6607 斎藤秀之 魚介類販売業（簡易形態） 2821073 平成28年8月25日 平成34年5月31日

アフレンツァ 岡山市北区西古松西町５番５号 242-3630 代表取締役 岡﨑賢吾 ㈱アフレンツァ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2822907 平成29年3月23日 平成34年5月31日

ミサワホーム中国 岡山市北区野田４番 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 2822727 平成29年3月28日 平成34年5月31日

博多家 岡山市北区野田一丁目１３番１８号 241-4753 池田典子 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 2821106 平成28年8月30日 平成34年5月31日

スープカレー専門店ＭＡＲＵ 岡山市北区野田三丁目２番５号 244-2500 代表取締役 岡﨑賢吾 ㈱アフレンツァ 飲食店営業（一般食堂） その他 2822905 平成29年3月23日 平成34年5月31日

大漁寿し大元駅店 岡山市北区大元駅前１０番７号 231-1020 小山剛央 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2820009 平成28年4月7日 平成33年5月31日

お好み焼赤兵衛 岡山市北区東古松南町６番２２号 231-3088 景山義人 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 2820526 平成28年5月31日 平成33年5月31日

ダイワハウス工業岡山支社 岡山市北区野田四丁目６番１０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 2820392 平成28年5月12日 平成33年5月31日



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
セブン-イレブン岡山野田４丁目店 岡山市北区野田四丁目６番１５号 243-0334 岸田誠治 飲食店営業（その他） その他 2820594 平成28年7月5日 平成34年5月31日

ほっかほっか亭野田店 岡山市北区野田四丁目１５番６３号 245-7339 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 2821564 平成28年10月11日 平成34年5月31日

レチターレ　グレ 岡山市北区野田五丁目７番３号野田ビル１Ｆ 山田照美 飲食店営業（一般食堂） その他 2821919 平成28年11月24日 平成34年5月31日
ローソン岡山東島田町一丁目店 岡山市北区東島田町一丁目５番１３号 230-3888 藤原賢治 飲食店営業（その他） その他 2822479 平成29年2月23日 平成34年5月31日

ローソン岡山東島田町一丁目店 岡山市北区東島田町一丁目５番１３号 230-3888 藤原賢治 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2822480 平成29年2月23日 平成34年5月31日

ローソン岡山東島田町一丁目店 岡山市北区東島田町一丁目５番１３号 230-3888 藤原賢治 食肉販売業（簡易形態） 2822481 平成29年2月23日 平成34年5月31日

ローソン岡山東島田町一丁目店 岡山市北区東島田町一丁目５番１３号 230-3888 藤原賢治 魚介類販売業（簡易形態） 2822482 平成29年2月23日 平成34年5月31日

ファミリーマート岡山東島田店 岡山市北区東島田町一丁目７番１７号 801-7520 森下和彦 飲食店営業（その他） その他 2821758 平成28年11月8日 平成34年5月31日

ファミリーマート岡山東島田店 岡山市北区東島田町一丁目７番１７号 801-7520 森下和彦 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2821759 平成28年11月8日 平成34年5月31日

ファミリーマート岡山東島田店 岡山市北区東島田町一丁目７番１７号 801-7520 森下和彦 食肉販売業（簡易形態） 2821760 平成28年11月8日 平成34年5月31日

ファミリーマート岡山東島田店 岡山市北区東島田町一丁目７番１７号 801-7520 森下和彦 魚介類販売業（簡易形態） 2821761 平成28年11月8日 平成34年5月31日

創味昇福門 岡山市北区春日町５番１号 201-0091 森木功 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 2821954 平成28年11月17日 平成34年5月31日

勤労者福祉センター 岡山市北区春日町５番６号 233-8311 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2822488 平成29年1月26日 平成34年5月31日

岡山市勤労者福祉センター 岡山市北区春日町５番６号 233-8311 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2822589 平成29年2月9日 平成34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） 2821614 平成28年10月18日 平成34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） 2821615 平成28年10月18日 平成34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 235-1757 代表取締役 林文彬 ㈱林 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2821065 平成28年8月2日 平成34年5月31日

ほっかほっか亭岡山医大前店 岡山市北区大学町３番１４号ビジネスホテルはまや１F 801-9511 倉光一真 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2822781 平成29年3月30日 平成34年5月31日

岡山商工会会議所岡山喫煙コーナー 岡山市北区厚生町三丁目１番１５号 232-2260 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 2821109 平成28年8月16日 平成34年5月31日

ローソン岡山市役所店 岡山市北区大供一丁目１番１号岡山市役所地下１Ｆ 221-2112 理事長 苔口登 一般財団法人厚生会 飲食店営業（その他） その他 2820149 平成28年4月28日 平成33年5月31日

ローソン岡山市役所店 岡山市北区大供一丁目１番１号岡山市役所地下１Ｆ 221-2112 理事長 苔口登 一般財団法人厚生会 菓子製造業 その他 2820150 平成28年4月28日 平成33年5月31日

ローソン岡山市役所店 岡山市北区大供一丁目１番１号岡山市役所地下１Ｆ 221-2112 理事長 苔口登 一般財団法人厚生会 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2820151 平成28年4月28日 平成33年5月31日

ローソン岡山市役所店 岡山市北区大供一丁目１番１号岡山市役所地下１Ｆ 221-2112 理事長 苔口登 一般財団法人厚生会 食肉販売業（簡易形態） 2820152 平成28年4月28日 平成33年5月31日

ローソン岡山市役所店 岡山市北区大供一丁目１番１号岡山市役所地下１Ｆ 221-2112 理事長 苔口登 一般財団法人厚生会 魚介類販売業（簡易形態） 2820153 平成28年4月28日 平成33年5月31日

パイシーパイス 岡山市北区大供一丁目２番２１号 田畑智美 飲食店営業（一般食堂） その他 2822565 平成29年2月14日 平成34年5月31日

しょうが屋 岡山市北区大供一丁目２番２５号 224-7576 理事長 永田昇 特定非営利活動法人ホープ就労・生活支援センター 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2820351 平成28年5月10日 平成33年5月31日

松下うどん市役所近く店 岡山市北区大供二丁目７番４号大供ファーストビル１Ｆ 232-3272 代表取締役 山本享 ㈱Ｇａｎｇａ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2821936 平成28年11月24日 平成34年5月31日

学校法人本山学園１階 岡山市北区大供三丁目２番１８号 223-8872 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 2820660 平成28年6月14日 平成34年5月31日

桂楓 岡山市北区大供表町１番２４号１F 201-3300 伊澤朱美 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2822054 平成28年11月24日 平成34年5月31日

Éｃｌｏｒｅ 岡山市北区大供表町３番７号レディエンスビル１Ｆ 230-2280 森原嘉紀 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 2822428 平成29年1月24日 平成34年5月31日

中国料理桃の華 岡山市北区大供表町１５番３号 232-1218 坪山安正 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 2822044 平成28年11月22日 平成34年5月31日

幸楽苑岡山大供店 岡山市北区大供本町７０２番地４ 206-5707 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 2820963 平成28年7月14日 平成34年5月31日

ＬＡ　ＣＬＡＶＥ 岡山市北区鹿田町一丁目１番３号中島ビル１Ｆ 吉﨑知重子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2820717 平成28年6月21日 平成34年5月31日

パチンコニューオメガ岡山自販機コーナー 岡山市北区鹿田本町３１５番２号 221-7777 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 2820056 平成28年4月12日 平成33年5月31日

パチンコオメガ岡山鹿田店カウンター 岡山市北区鹿田本町３１５番２号 221-7777 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 2820511 平成28年5月19日 平成33年5月31日

NTT西日本㈱東中国岡山線路分室３F 岡山市北区東古松一丁目１２番２５号 代表取締役 澁谷英律 ㈱雨風 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2820744 平成28年6月21日 平成34年5月31日

よるカフェうてんて 岡山市北区東古松二丁目２番９号 阪井ひとみ 喫茶店営業 純喫茶 2821011 平成28年7月26日 平成34年5月31日

居酒屋くつろぎ 岡山市北区神田町一丁目１２番１４号 植田さおり 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2821987 平成28年11月29日 平成34年5月31日



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
塩胡椒 岡山市北区神田町二丁目４番３２号 230-0977 本庄大助 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（焼き鳥） 2821753 平成28年11月10日 平成34年5月31日

気ままな居酒屋負けんな 岡山市北区青江一丁目１３番４６号 232-8820 秦誉志夫 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2821955 平成28年11月17日 平成34年5月31日

音楽交差点 岡山市北区青江一丁目２３番１２号 206-3986 代表取締役 小松原由里子 ㈲章コーポレーション 喫茶店営業 純喫茶 2820324 平成28年5月12日 平成33年5月31日

日本赤十字病院岡山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 2820657 平成28年6月14日 平成34年5月31日

小料理四季 岡山市北区天瀬南町４番１号 森村三女江 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2820370 平成28年5月10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 服部章 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2820019 平成28年4月7日 平成33年5月31日

夢比加 岡山市北区岡町１番１９号 368-4364 大村真司 飲食店営業（一般食堂） その他 2822274 平成28年12月27日 平成34年5月31日

下田精肉店 岡山市北区岡町５番１６号 222-5230 下田幸男 食肉販売業 2822016 平成28年12月13日 平成34年5月31日

ＮＫフーズ 岡山市北区岡町１８番１７号 代表取締役 中山和則 ㈱ＮＫフーズ 食肉販売業 2821661 平成28年10月20日 平成34年5月31日

ＮＫフーズ 岡山市北区岡町１８番１７号 代表取締役 中山和則 ㈱ＮＫフーズ 魚介類販売業 2821662 平成28年10月20日 平成34年5月31日

ブーランジェリー　カネコ 岡山市北区岡町１９番１５号金尾コーポ１Ｆ 222-3908 金子泰治 菓子製造業 パン 2821673 平成28年11月8日 平成34年5月31日

竹の子 岡山市北区清輝橋一丁目７番２５号 原田喜代子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2723292 平成28年4月7日 平成33年5月31日

高山産業㈱ 岡山市北区清輝橋一丁目８番２１号 223-3189 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2820389 平成28年5月12日 平成33年5月31日

ｆｏｕｒｔｅｅｎ 岡山市北区南中央町１番４号江口ビル４Ｆ 206-7755 岡田佳之 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822576 平成29年2月14日 平成34年5月31日

セブンイレブン岡山岡南町１丁目店 岡山市北区岡南町一丁目３０２番１号 222-3718 山内重臣 飲食店営業（その他） その他 2821410 平成28年9月27日 平成34年5月31日

セブンイレブン岡山岡南町１丁目店 岡山市北区岡南町一丁目３０２番１号 222-3718 山内重臣 菓子製造業 2821411 平成28年9月27日 平成34年5月31日

セブンイレブン岡山岡南町１丁目店 岡山市北区岡南町一丁目３０２番１号 222-3718 山内重臣 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2821412 平成28年9月27日 平成34年5月31日

セブンイレブン岡山岡南町１丁目店 岡山市北区岡南町一丁目３０２番１号 222-3718 山内重臣 食肉販売業（簡易形態） 2821413 平成28年9月27日 平成34年5月31日

セブンイレブン岡山岡南町１丁目店 岡山市北区岡南町一丁目３０２番１号 222-3718 山内重臣 魚介類販売業（簡易形態） 2821414 平成28年9月27日 平成34年5月31日

中華料理　福莱亭 岡山市北区十日市中町７番８号 代表社員 王皓軍 兄弟合同会社 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 2821723 平成28年11月10日 平成34年5月31日

Ｃｕｒｒｙ　ＮａＮａ 岡山市北区奥田一丁目９番２４号 234-1177 平林沙織 飲食店営業（一般食堂） その他 2820002 平成28年4月5日 平成33年5月31日

松平吉備国大岡山キャンパス食堂 岡山市北区奥田西町５番５号 207-2964 代表取締役 平松秀記 ㈱松平 飲食店営業（一般食堂） その他（社食・寮食） 2822866 平成29年3月30日 平成34年5月31日

ハピーズ岡輝店 岡山市北区奥田本町３番１号 231-2871 代表取締役 森下和幸 ㈱でりか菜 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2821342 平成28年9月29日 平成34年5月31日

ハピーズ岡輝店 岡山市北区奥田本町３番１号 231-2871 代表取締役 森下和幸 ㈱でりか菜 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2821343 平成28年9月29日 平成34年5月31日

㈱ビッグモーター岡山十日市店 岡山市北区十日市西町４番３７号 212-2300 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 2821114 平成28年8月16日 平成34年5月31日

銀うさキッチン 岡山市一円 飯塚美紀代 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2822351 平成29年1月17日 平成34年6月30日

チャーリー 岡山市北区中山下一丁目２番４号ＯＳ２ビル１Ｆ 231-2225 須々木博 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820829 平成28年7月1日 平成33年6月30日

乃が美はなれ岡山本店 岡山市北区中山下一丁目２番１２号桃太郎大通りビル１Ｆ 238-6500 中田久雄 菓子製造業 パン 2822277 平成29年1月10日 平成34年6月30日

善屋 岡山市北区中山下一丁目２番３０号赤松ビル１Ｆ 236-1448 代表取締役 川上裕睦 ㈲Ｒｉｖｅｒ　Ｕｐ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2821051 平成28年7月26日 平成34年6月30日

株式会社辻利園 岡山市北区中山下一丁目４番４７号グレースマンション中山下公園１Ｆ１０１号 232-4141 代表取締役 辻誠一 ㈱辻利園 喫茶店営業 その他 2820886 平成28年7月14日 平成34年6月30日

ヒトヨシロクメ堂 岡山市北区中山下一丁目６番５２号 222-3822 小川正浩 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2822299 平成29年1月17日 平成34年6月30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号ロイヤルコーポ２Ｆ 238-6999 代表取締役 滝沢洋子 ㈱イート 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（焼き鳥） 2821016 平成28年7月26日 平成34年6月30日

Ｇｏｌｄｉｌｏｃｋｓ 岡山市北区中山下一丁目８番４５号NTTクレド岡山ビル３Ｆ 代表取締役 井上公平 ㈲ＨＩＴＴ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2820001 平成28年4月5日 平成33年6月30日

トヨタファイナンス㈱中国・四国支社 岡山市北区中山下一丁目８番４５号 234-6661 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2820873 平成28年7月12日 平成34年6月30日

無印良品岡山ロッツ 岡山市北区中山下一丁目１１番５４号LOTZ４F 224-1551 代表取締役社長 松﨑曉 ㈱良品計画 喫茶店営業 その他 2821131 平成28年8月25日 平成34年6月30日

ＡＺＡＢＵ　ＳＡＬＡＤ 岡山市北区中山下一丁目１１番５４号ロッツビル２F 201-0055 代表取締役 廣田紳 ㈱ＣＩＥＬＯ 飲食店営業（その他） その他 2822888 平成29年3月21日 平成34年6月30日

但馬牛・神戸ビーフ専門店COEXIST中山下支店 岡山市北区中山下二丁目１番２０号セシルビル２F 227-1010 宮城重成 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2820997 平成28年7月26日 平成34年6月30日

中山下テラス 岡山市北区中山下二丁目１番５５号－５Ｆ 小倉康平 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820980 平成28年7月14日 平成34年6月30日



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
デイリーウェル岡山川崎病院店 岡山市北区中山下二丁目１番８０号川崎病院地下２Ｆ 227-2810 代表取締役 赤木信浩 ㈱エッセン 飲食店営業（その他） その他 2821005 平成28年7月28日 平成34年6月30日

デイリーウェル岡山川崎病院店 岡山市北区中山下二丁目１番８０号川崎病院地下２Ｆ 227-2810 代表取締役 赤木信浩 ㈱エッセン 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2821006 平成28年7月28日 平成34年6月30日

ＮＴＴ岡山支社Ｂ１Ｆ 岡山市北区中山下二丁目１番９０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 2821167 平成28年8月25日 平成34年6月30日

自遊空間岡山表町店 岡山市北区中山下二丁目２番１号エスパス岡山６Ｆ７F 234-7855 代表取締役社長 岸田知彦 ㈱ＱＫ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2723039 平成28年4月14日 平成33年6月30日

こだわり讃岐製麺所 岡山市北区中山下二丁目２番１３号 難波安輝子 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2821724 平成28年11月22日 平成34年6月30日

ＢＡＲ　ＫＰＯＩＮＴ 岡山市北区中山下二丁目３番４９号中村第一ビル２Ｆ南 内藤浩介 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820200 平成28年4月19日 平成33年6月30日

ごはんとお酒　はれるや 岡山市北区中山下二丁目３番４９号中村第一ビル５Ｆ 吉川恵理 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2820203 平成28年4月26日 平成33年6月30日

ｓtarting　over 岡山市北区中山下二丁目３番４９号中村第一ビル２F北 宇高和博 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2821436 平成28年9月27日 平成34年6月30日

ＣＡＣＨＥ×果酒 岡山市北区中山下二丁目４番５０号ＬＥＡＶＥＳ１Ｆ 237-0144 吉岡優 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2821485 平成28年10月4日 平成34年6月30日

シリウス 岡山市北区中山下二丁目４番５２号ラッキービル２Ｆ 赤澤貴裕 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822632 平成29年2月14日 平成34年6月30日

下町バル 岡山市北区中山下二丁目５番７号 221-8668 代表取締役 新谷訓久 ㈱アンリュール 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2822620 平成29年2月21日 平成34年6月30日

ＭＵＲＡ－ＳＡＭＥ 岡山市北区中山下二丁目５番８号 232-1767 池田陽一 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（焼き鳥） 2822915 平成29年3月30日 平成34年6月30日

バスコロ 岡山市北区中山下二丁目５番１０号 201-0884 代表取締役 小野眞理枝 ㈲せとうち倶楽部 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2822280 平成29年1月5日 平成34年6月30日

ベーカリーカフェまちなか 岡山市北区中山下二丁目６番１号 206-2615 代表取締役 赤木信浩 ㈱エッセン 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 2821914 平成28年11月15日 平成34年6月30日

ベーカリーカフェまちなか 岡山市北区中山下二丁目６番１号 206-2615 代表取締役 赤木信浩 ㈱エッセン 菓子製造業 パン 2821915 平成28年11月15日 平成34年6月30日

ベーカリーカフェまちなか 岡山市北区中山下二丁目６番１号 206-2615 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 2821916 平成28年11月15日 平成34年6月30日
一冨士フードサービス㈱１４７０ 岡山市北区中山下二丁目６番１号川崎病院３F食堂 201-1289 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（社食・寮食） 2821986 平成28年11月24日 平成34年6月30日
デイリーウェル川崎医大医療センター店 岡山市北区中山下二丁目６番２号 223-8511 代表取締役 赤木信浩 ㈱エッセン 飲食店営業（その他） その他 2821929 平成28年11月15日 平成34年6月30日
デイリーウェル川崎医大医療センター店 岡山市北区中山下二丁目６番２号 223-8511 代表取締役 赤木信浩 ㈱エッセン 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2821930 平成28年11月15日 平成34年6月30日
川崎医科大学総合医療センター１階総合待合 岡山市北区中山下二丁目６番３０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 2821932 平成28年11月15日 平成34年6月30日
川崎医科大学総合医療センター５階共同ワークステーション 岡山市北区中山下二丁目６番３０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 2821933 平成28年11月15日 平成34年6月30日
川崎医科大学総合医療センター５階共同ワークステーション 岡山市北区中山下二丁目６番３０号 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 乳類販売業（自動販売形態） 2821937 平成28年11月15日 平成34年6月30日

ハリボテ 岡山市北区中央町１番２号ＭＫビル２Ｆ２０２号 落合史人 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820286 平成28年4月28日 平成33年6月30日

笑福 岡山市北区中央町１番６号野上ビル１Ｆ 225-5028 福永宣昭 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2822684 平成29年3月2日 平成34年6月30日

リメイク 岡山市北区中央町１番１３号カレント壱番館２Ｆ２０１号 232-8311 石野朋美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820643 平成28年6月16日 平成33年6月30日

ジタン 岡山市北区中央町１番１３号カレント壱番館１Ｆ１０１号 226-7222 石井孝栄 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820833 平成28年7月12日 平成34年6月30日

花音 岡山市北区中央町１番１３号カレント壱番館１Ｆ１０３号 224-6867 佐々木厚芳 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820885 平成28年7月7日 平成34年6月30日

Ｍ’ｓ 岡山市北区中央町１番１３号カレント壱番館１Ｆ 234-3434 安井大介 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2821508 平成28年10月11日 平成34年6月30日

ＢＬＯＯＭ 岡山市北区中央町１番１３号カレント壱番館８Ｆ８０１号 230-5567 名木田朋昌 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822045 平成28年11月22日 平成34年6月30日

Ｌｕａｎａ 岡山市北区中央町１番１３号カレント壱番館４Ｆ４０１号 231-2000 蔵之下由香 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822745 平成29年3月16日 平成34年6月30日

Ｒｏｓｅｙ 岡山市北区中央町１番１３号カレント壱番館８Ｆ８０２号 225-3779 二宮麻里花 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822864 平成29年3月16日 平成34年6月30日

Ｎｉｎｉｃａ 岡山市北区中央町１番１４号センターパレ２Ｆ２０４号 廣嶋忍 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822912 平成29年3月28日 平成34年6月30日

婆美家 岡山市北区中央町１番１７号風見鶏の館２Ｆ４号 224-0840 小野美苗 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820816 平成28年7月5日 平成34年6月30日

ｍ’ｓ　Ｃａｊｏｌｅ 岡山市北区中央町１番１７号風見鶏の館３F５号 801-3793 二宮恵 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822160 平成29年1月5日 平成34年6月30日

ＤＡＩＡＮＡ 岡山市北区中央町１番１７号風見鶏の館４Ｆ８号 小林恵子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822227 平成28年12月20日 平成34年6月30日

Ｂａｒ清麻呂 岡山市北区中央町２番１号ミゾテビル３F７号 藤井恒典 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2821465 平成28年9月29日 平成34年6月30日

アヴィス 岡山市北区中央町２番２号ユキエビル５F５０３号 224-2020 藤原博之 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822396 平成29年1月19日 平成34年6月30日

小さなお店に大きなトロール 岡山市北区中央町２番３号１Ｆ南東 石井将仁 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820191 平成28年4月19日 平成33年6月30日



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
モノクロ 岡山市北区中央町２番１１号ミラクルビル２Ｆ 953-4423 中島利浩 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820749 平成28年6月21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 齋藤未玖 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820676 平成28年6月14日 平成33年6月30日

ナイン 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル８F８０５号 林美恵 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2821079 平成28年8月2日 平成34年6月30日

Ｓｍｉｌｅ 岡山市北区中央町２番１４号２０ビル４F４０３号 周暁晶 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2821089 平成28年8月18日 平成34年6月30日

Ｌｕｐｉｎｕｓ 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル７F７０４号 代表取締役 井上正幸 ㈱アプウェル 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2821466 平成28年10月4日 平成34年6月30日

Ｌｏｕｎｇｅ　Ｊｕｌｉａｎ 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル８Ｆ８０１号 226-8887 難波彰浩 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822146 平成28年12月14日 平成34年6月30日

Ｅｓｐｏｉｒ４ｕ 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル３Ｆ３０９号 225-5367 代表取締役 李元英 ㈱Ｓｈｉｎｅ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822574 平成29年2月21日 平成34年6月30日

Ｅｎａ 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル３Ｆ３０６号 尾髙直樹 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822765 平成29年3月9日 平成34年6月30日

ＶＥＧＡ 岡山市北区中央町２番１９号グランデ岡山３Ｆ 山下大輝 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820460 平成28年5月17日 平成33年6月30日

ＤＥＥＰ 岡山市北区中央町２番１９号グランデ岡山４Ｆ 227-2227 高月洋子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2821964 平成28年11月17日 平成34年6月30日

タコ焼きハウス恋太朗 岡山市北区中央町２番２４号 西浦秀也 飲食店営業（その他） その他 2820582 平成28年6月2日 平成33年6月30日

王様のとさか 岡山市北区中央町３番２号管ビル１Ｆ 238-2377 代表取締役 示野貴裕 アルティジャーノ㈱ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（焼き鳥） 2821105 平成28年8月9日 平成34年6月30日

リャンローラン 岡山市北区中央町３番３号アベリアファーストビル２ＦＡ 231-4455 多賀富志子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820611 平成28年6月7日 平成33年6月30日

煌～きらめき～ 岡山市北区中央町３番３号アベリアファーストビル４F４０１号 井上秀美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822917 平成29年3月23日 平成34年6月30日

Ｄｅａｒｌｙ 岡山市北区中央町３番３０号クリスタルビル２Ｆ２０１号 222-2224 古城優賢 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820436 平成28年5月17日 平成33年6月30日

ｌｕｉｌｅ 岡山市北区中央町３番３３号社交ビル２Ｆ２０６号 207-2502 影山由紀 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822319 平成29年1月19日 平成34年6月30日

ディアレスト 岡山市北区中央町３番３５号クリスタルハイツ２Ｆ２１２号 206-4131 西大助 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820771 平成28年6月28日 平成33年6月30日

Ｍｉｅｌ　ミュエル 岡山市北区中央町３番３５号クリスタルハイツ２Ｆ２１６号 224-8676 浅沼文貴 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2821189 平成28年9月13日 平成34年6月30日

Ｍｉｅｌ 岡山市北区中央町３番３５号クリスタルハイツ２Ｆ２１６号 224-8676 市川美由紀 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822668 平成29年2月21日 平成34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 224-2233 来田一磨 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820610 平成28年6月9日 平成33年6月30日

焼肉うっしっしー 岡山市北区中央町３番４１号ニューセントラルプラザ１Ｆ 227-2929 代表取締役 芳賀主吉 ㈱芳賀組 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2820384 平成28年5月12日 平成33年6月30日

濃厚鶏白湯拉麺～乙～ 岡山市北区中央町３番４１号ニューセントラルプラザビル１F１１１号室 西井隆之 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2822096 平成28年12月1日 平成34年6月30日

オーラ 岡山市北区中央町４番２号グランパレ１Ｆ１０３号 226-3558 藤原美恵子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822743 平成29年3月2日 平成34年6月30日

ＡＪＩＣＯ 岡山市北区中央町４番２号グランドパレス３Ｆ３０４号 武縄大介 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822933 平成29年3月28日 平成34年6月30日

リンク 岡山市北区中央町４番３号ニューインタービル４Ｆ４０２号 206-7527 藤井康平 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820818 平成28年8月16日 平成34年6月30日

ＬＵＸＩＳ 岡山市北区中央町４番３号ニューインタービル６Ｆ６０１号 225-1628 藤原ゆかり 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820981 平成28年7月19日 平成34年6月30日

リンク 岡山市北区中央町４番３号ニューインタービル４Ｆ４０2号 201-2249 代表取締役 藤井康平 フロントライングループ㈱ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822027 平成28年11月24日 平成34年6月30日

ＡＴＯＭ 岡山市北区中央町４番３号ニューインタービル８Ｆ８０１号 206-4139 代表取締役 藤井康平 フロントライングループ㈱ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822028 平成28年12月20日 平成34年6月30日

ＣＲＥＡ 岡山市北区中央町４番３号ニューインタービル６F６０２号 222-3842 岡本美柚 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822519 平成29年2月2日 平成34年6月30日

Ｓｔｅｌｌａｓ 岡山市北区中央町４番３号ニューインタービル３Ｆ３０１号 谷本江理 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822815 平成29年3月21日 平成34年6月30日

おーぷんはあと 岡山市北区中央町４番３号ニューインタービル５Ｆ５０２号 221-8220 平松恵子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822876 平成29年3月28日 平成34年6月30日

パナール 岡山市北区中央町４番７号エミーナビル２F２０１号 223-0568 藤原真紀子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2821144 平成28年8月23日 平成34年6月30日

加菜也 岡山市北区中央町４番１０号第１井元ビル１Ｆ１０８・１０９号 服部美加 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2820022 平成28年4月7日 平成33年6月30日

スナッククプクプ 岡山市北区中央町４番１０号井元ビル２Ｆ２０３号 227-5899 デイシートゥリースリヤニー 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820830 平成28年7月5日 平成34年6月30日

クラブ縁樹 岡山市北区中央町４番１０号第２井元ビル２Ｆ２０１・２０２号 柗山浩一 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2821012 平成28年7月26日 平成34年6月30日

Ｍａｋａｔｉ　Ａｖｅｎｕｅ 岡山市北区中央町４番１０号イモトビル２Ｆ２０５号 233-9405 宮本エビリン 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2821245 平成28年9月6日 平成34年6月30日

月花 岡山市北区中央町４番１０号イモトビル３Ｆ３０５号 岡善花 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2821769 平成28年11月8日 平成34年6月30日

ラギパギ 岡山市北区中央町４番１０号井元ビル２F２０４号 橋本圭司 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822134 平成28年12月6日 平成34年6月30日



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
Kさくら 岡山市北区中央町４番１０号第２井元ビル１F１０５号 224-9699 松原さくら 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822592 平成29年2月28日 平成34年6月30日

ＫＡＲＲＵ 岡山市北区中央町４番１４号第２ファミリービル２Ｆ２０１号 225-1515 柏野健一 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820069 平成28年4月12日 平成33年6月30日

Ｃ’ｅｓｔ　Ｌａ　Ｖｉｅ 岡山市北区中央町４番１４号中央町第２ファミリービル４F４０１号 222-6400 雪村大 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820271 平成28年4月28日 平成33年6月30日

ＦｅｌｉｚⅡ 岡山市北区中央町４番１４号中央町第２ファミリービル５F５０１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） 2821081 平成28年8月4日 平成34年6月30日

PuR 岡山市北区中央町４番１４号第二ファミリービル6F602号 223-1771 深澤純 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2821552 平成28年10月6日 平成34年6月30日

メインディッシュ 岡山市北区中央町４番１４号中央町第二ファミリービル３Ｆ301号302号 石原裕士 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2821555 平成28年10月11日 平成34年6月30日

和蘭 岡山市北区中央町４番１４号中央町第２ファミリービル３F 233-4545 氷上歩巳 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822680 平成29年2月23日 平成34年6月30日

喰い処不夜城 岡山市北区中央町４番２４号ケイアイビル４F４０２号 227-0845 小野昌幸 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2822518 平成29年2月2日 平成34年6月30日

メシ処弁天 岡山市北区中央町４番２４号ケイアイビル３Ｆ３０２号 224-1640 中尾愼司 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2822730 平成29年3月2日 平成34年6月30日

フィニクス 岡山市北区中央町６番１１号ＫＴ８８ビル６Ｆ６０２号 232-1670 藤森広子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820651 平成28年6月14日 平成33年6月30日

スナックローザ 岡山市北区中央町６番１１号KT８８ビル５F５０１号 233-0380 水上恵美子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2821127 平成28年8月18日 平成34年6月30日

JOKER 岡山市北区中央町６番１８号レインボープラザ２F２０２号 239-0800 粟根誠二郎 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820148 平成28年4月19日 平成33年6月30日

たこやきシューティングBAR　TRIGGER 岡山市北区中央町６番１８号レインボープラザ１F 鮫元浩一 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820520 平成28年5月19日 平成33年6月30日

Ａｓｉａｎ　Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　Ｔｈｅ　Ｏｎｅ 岡山市北区中央町６番１８号レインボープラザビルＢ１Ｆ 224-2236 代表取締役 寺坂康治 ㈲Ｔｈｅ　Ｏｎｅ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2822535 平成29年2月7日 平成34年6月30日

Lounge　Ｍ 岡山市北区中央町６番２２号中央町ヒルズ１Ｆ 238-3758 代表取締役 棚木原恵二朗 ㈱光Ｋｉｎｇ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820003 平成28年4月7日 平成33年6月30日

ラウンジマリン 岡山市北区中央町６番２２号中央町ヒルズ３Ｆ３０１号 201-7717 藤原重夫 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2821299 平成28年10月20日 平成34年6月30日

夕顔 岡山市北区中央町６番２６号タイムビル２Ｆ５号 234-0049 湯原思敏 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822350 平成29年1月12日 平成34年6月30日

李家 岡山市北区中央町７番６号２サンシスビル１Ｆ 236-1010 姜京純 飲食店営業（一般食堂） その他 2822124 平成28年12月1日 平成34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 姜京純 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822125 平成28年12月1日 平成34年6月30日

さくら 岡山市北区中央町７番７号中央町ファミリービル７Ｆ７０２号 234-3933 福原美乃 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820339 平成28年5月17日 平成33年6月30日

Ａｎｇｅ 岡山市北区中央町７番７号中央町ファミリービル８Ｆ８０２号 221-3454 高月洋子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2821962 平成28年11月17日 平成34年6月30日

Ｒｏｕｔｉｎｅ 岡山市北区中央町７番９号中央町第２パラダイス別館２F・３F 230-2422 滝波深介 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822511 平成29年1月31日 平成34年6月30日

スナックシャンネイル 岡山市北区中央町７番１３号アカマツ１５ビル１Ｆ１０１号 206-3443 上村洋平 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820439 平成28年5月17日 平成33年6月30日

ティンカーベル 岡山市北区中央町７番１３号アカマツ１５ビル３Ｆ３０１号 入船淳一 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2821736 平成28年11月1日 平成34年6月30日

ｐａｓ　ａ　ｐａｓ 岡山市北区中央町７番１３号アカマツ１５ビル２Ｆ２０３号 227-0327 田邊丈裕 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822575 平成29年2月14日 平成34年6月30日

ＡＴＨＥＮＡ 岡山市北区中央町７番１３号アカマツ１５ビル７Ｆ７０１・７０２号 松田勇斗 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822860 平成29年3月14日 平成34年6月30日

睦月 岡山市北区中央町７番２４号セントラルプラザ１Ｆ８号 225-5005 小田原美加 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2723234 平成28年4月14日 平成33年6月30日

スナックコモド 岡山市北区中央町７番２４号セントラルプラザビル２Ｆ２０３号 朴善熙 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2821038 平成28年8月2日 平成34年6月30日

スナックｅｎ 岡山市北区中央町７番２４号セントラルプラザ１Ｆ１０９号 226-1144 島田三由紀 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2821313 平成28年9月13日 平成34年6月30日

Ｌｉｅｎ 岡山市北区中央町７番２４号セントラルプラザ５Ｆ５０３、５０４号 225-0501 中司真央 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2821729 平成28年11月1日 平成34年6月30日

ON　THE　ROAD 岡山市北区中央町７番２４号セントラルプラザ２F２０２号 224-4568 荒木浩二 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822332 平成29年1月17日 平成34年6月30日

ＳＨＯＳＨＯ 岡山市北区中央町７番１３１号中央町タワービル４Ｆ４０４号 上原潤 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820440 平成28年5月17日 平成33年6月30日

スナック葵 岡山市北区中央町８番３号セントラルハイツ１F１０２号 大森真由美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820366 平成28年5月17日 平成33年6月30日

スナック白馬 岡山市北区中央町８番４号セントラルハイツ２Ｆ２０９号 226-7007 三宅美津雄 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822165 平成28年12月6日 平成34年6月30日

アンベリール 岡山市北区中央町８番１６号銀の館５Ｆ501号 225-9500 野田山理奈 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2821647 平成28年10月18日 平成34年6月30日

ｙｏｕｒｓ 岡山市北区中央町８番１８号ナショビル５Ｆ５０１号 222-7818 飯島拓司 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820070 平成28年4月12日 平成33年6月30日

YOU 岡山市北区中央町９番２号パラダイス中央４Ｆ４０１号 田辺祐子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2723287 平成28年4月7日 平成33年6月30日

ＯＲＩＢＡＲ 岡山市北区中央町９番２号パラダイス中央町１Ｆ１０１号 227-3337 木村和人 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822270 平成28年12月27日 平成34年6月30日



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
Ｌｏｖｅｌｅｓｓ 岡山市北区中央町９番２号パラダイス中央町ビル３Ｆ３０１号 山本竜也 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822560 平成29年2月7日 平成34年6月30日

ポエム 岡山市北区中央町９番１０号ＴＭ２２ビル３F３０１号 藤原明世 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820270 平成28年4月26日 平成33年6月30日

リベル 岡山市北区中央町９番１０号ＴＭ－２２　４Ｆ４０１号室 233-3940 三宅祐貴 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820527 平成28年5月24日 平成33年6月30日

エムズ 岡山市北区中央町９番１０号ＴＭ２２ビル６Ｆ６０４号 224-2552 真鍋亮一 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820591 平成28年6月7日 平成33年6月30日

Ｘａｎａｄｕ． 岡山市北区中央町９番１０号ＴＭ２２ビル４Ｆ４０６号 芳村真樹 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820789 平成28年7月19日 平成34年6月30日

LaChouetｔeＤＸ 岡山市北区中央町９番１０号TM22ビル６F605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） 2821467 平成28年10月4日 平成34年6月30日

Ｓｈｅｌｌｙ　Ｍｅｒｒｙ 岡山市北区中央町９番１０号ＴＭ２２ビル３Ｆ３０１ 232-7007 石井智浩 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822257 平成28年12月20日 平成34年6月30日

肴 岡山市北区中央町９番１６号岡山２３ビル４Ｆ４０１号 221-1022 三島初美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820226 平成28年4月26日 平成33年6月30日

ＳＣＯＯＰ 岡山市北区中央町９番１６号岡山２３ビル９F９０１号 225-0870 中村由美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820272 平成28年4月28日 平成33年6月30日

ｙｕｃｃａ-ユッカ- 岡山市北区中央町９番１６号岡山２３ビル６Ｆ６０３号 227-4687 小椋由香 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820888 平成28年7月21日 平成34年6月30日

ＮＥＷ　ＯＰＥＮラウンジサクラ 岡山市北区中央町９番１６号岡山２３ビル８F８０２号 石原俊幸 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2821078 平成28年8月2日 平成34年6月30日

ヴィビアン 岡山市北区中央町９番１６号岡山２３ビル８Ｆ８０１ 227-2468 石川理恵 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2821176 平成28年8月30日 平成34年6月30日

こころ 岡山市北区中央町９番１６号岡山２３ビル３Ｆ３０２号 佐藤久美子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2821743 平成28年11月1日 平成34年6月30日

エース 岡山市北区中央町９番１６号岡山２３ビル３Ｆ３０３号 233-2099 菅野あかね 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822278 平成28年12月27日 平成34年6月30日

ＬｅＭａｎｓ 岡山市北区中央町９番２０号エミネント２２　４Ｆ４０１号 戸﨑祐介 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2821749 平成28年11月1日 平成34年6月30日

酒菜屋古粋 岡山市北区田町一丁目２番３号１F 221-1200 代表取締役 三宅信也 ㈱Ｔｈｒｅｅ　Ａｒｒｏｗｓ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2820482 平成28年5月19日 平成33年6月30日

スタンド夕月 岡山市北区田町一丁目２番９号 233-1183 山口典子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820741 平成28年6月28日 平成33年6月30日

ｈａｒｅ　ｈａｒｅ 岡山市北区田町一丁目２番１０号ゴフェルビル２Ｆ 230-0910 代表取締役 羽村敏哉 ＣｏＬｏ㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2822916 平成29年3月28日 平成34年6月30日

板前料理別館よしみ 岡山市北区田町一丁目３番３３号蓮昌寺ビル１Ｆ 230-2099 田実 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 2822249 平成28年12月20日 平成34年6月30日

おと吉 岡山市北区田町一丁目６番１５号田町ハイツ１ＦＢ号 222-2717 高瀬心輔 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2821690 平成28年11月1日 平成34年6月30日

卯 岡山市北区田町一丁目６番１５号田町ハイツ１Ｆ東 226-2007 後藤綾子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2821715 平成28年11月1日 平成34年6月30日

サンクス岡山田町店 岡山市北区田町一丁目９番１４号 226-2301 青木孝文 飲食店営業（その他） その他 2820846 平成28年7月26日 平成34年6月30日

サンクス岡山田町店 岡山市北区田町一丁目９番１４号 226-2301 青木孝文 食肉販売業（簡易形態） 2820847 平成28年7月26日 平成34年6月30日

サンクス岡山田町店 岡山市北区田町一丁目９番１４号 226-2301 青木孝文 魚介類販売業（簡易形態） 2820848 平成28年7月26日 平成34年6月30日

サンクス岡山田町店 岡山市北区田町一丁目９番１４号 226-2301 青木孝文 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2820849 平成28年7月26日 平成34年6月30日

ホルモンバルＢｕｔｃｈｅｒ 岡山市北区田町一丁目１０番１０号 230-5100 加藤真人 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2821660 平成28年10月20日 平成34年6月30日

志ん 岡山市北区田町一丁目１２番７号 234-1155 入鹿直樹 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2820843 平成28年7月7日 平成34年6月30日

ラム肉バル結 岡山市北区田町一丁目１２番７号 230-2219 田中小矢佳 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2821656 平成28年10月25日 平成34年6月30日

トリオ倶楽部 岡山市北区田町二丁目３番３号 232-7119 菅生なな 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2822566 平成29年3月7日 平成34年6月30日

たまち焼肉センター肉の一 岡山市北区田町二丁目５番１号 959-4215 川井隆弘 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2821804 平成28年11月24日 平成34年6月30日

Ｂａｒ　Ｆｌａｍｉｎｇｏ 岡山市北区田町二丁目５番７号ストーク２１ビル１０Ｆ 岩本大介 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820369 平成28年5月17日 平成33年6月30日

Absolute 岡山市北区田町二丁目５番７号ストーク２１ビル１F 石原慎也 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2821800 平成28年11月8日 平成34年6月30日

ｙｏｕｔｈ 岡山市北区田町二丁目５番７号ストーク２１ビル７Ｆ 221-0099 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） 2822790 平成29年3月9日 平成34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 内海太郎 ㈱ＳＱＵＡＲＥ 飲食店営業（旅館） ホテル 2820755 平成28年6月30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 221-1234 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2822590 平成29年2月9日 平成34年6月30日

ＤｕｃＫ　ＴＡＩＬ 岡山市北区田町二丁目６番５号サンシャインプラザ５Ｆ５０３号 231-0257 太田真一 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2821767 平成28年11月4日 平成34年6月30日

ひでBOY 岡山市北区田町二丁目６番２２号田町昭和ビル１Ｆ１０２号 河原英伸 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2820545 平成28年5月26日 平成33年6月30日

ＢＡＲ　Ｃｏｍｐａｇｎｏ　（バール コンパーニョ） 岡山市北区田町二丁目７番４号荒尾ビル１Ｆ１０１号 逢坂昌宏 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2821296 平成28年9月13日 平成34年6月30日



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
麦酒島Beer Island 岡山市北区田町二丁目７番４号荒尾ビル３F３０３号 小萩倫久 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822038 平成28年11月24日 平成34年6月30日

Ｍ　ＴＲＥＩＳ 岡山市北区田町二丁目７番６号エミネント田町３F３０２号 浅田剛 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820269 平成28年4月26日 平成33年6月30日

ナマステ　タンドール 岡山市北区田町二丁目１０番１２号シグマビル１F 223-6511 バスネット　ナバラジ 飲食店営業（一般食堂） その他 2820842 平成28年7月7日 平成34年6月30日

BARON 岡山市北区田町二丁目１０番１３号ステム大同ビル８Ｆ 222-6678 木山竜二 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822268 平成28年12月22日 平成34年6月30日

喰庵 岡山市北区田町二丁目１０番２２号 232-7744 馬場恵美子 飲食店営業（一般食堂） その他 2820141 平成28年4月14日 平成33年6月30日

花ミズキ 岡山市北区田町二丁目１０番２７号伊藤ビル１Ｆ２Ｆ 森菜採 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（焼き鳥） 2822127 平成28年12月15日 平成34年6月30日

Ｗｅｌｉｎａ 岡山市北区田町二丁目１２番２２号アスパイア参番館４Ｆ４０５号 岡島夕子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820915 平成28年7月14日 平成34年6月30日

シェヌ 岡山市北区田町二丁目１２番２２号アスパイア参番館４F４０４号 221-1182 河合良美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2821035 平成28年7月25日 平成34年6月30日

Ｐｕｒｅ 岡山市北区田町二丁目１２番２２号アスパイヤ参番館２Ｆ２０２号、２０３号 232-2289 赤嶺智恵 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822317 平成29年1月17日 平成34年6月30日

カラオケＢａｎＢａｎ岡山田町Ⅱ店 岡山市北区田町二丁目１２番２５号 230-5022 代表取締役 加藤伸司 ㈱シン・コーポレーション 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2821563 平成28年10月11日 平成34年6月30日

ｅｓｓｅｒｅ 岡山市北区田町二丁目１３番１号ＳＷＩＳＳ西川２ＦＢ号 206-1575 代表取締役 小野桂一郎 ㈱Ｈｅａｒｔ　Ｌｅａｆ 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 2820329 平成28年5月17日 平成33年6月30日

スローバーオーバルにしがわ 岡山市北区田町二丁目１３番１号スイス西川２F-A 224-6550 武田典明 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822333 平成29年1月24日 平成34年6月30日

茶宴きんとと 岡山市北区田町二丁目１４番１１号シャンティ田町１Ｆ 236-1311 梨本雅子 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 2820642 平成28年6月9日 平成33年6月30日

Ｔｗ／ｎｔｙ８ 岡山市北区田町二丁目１４番２０号 西岡宏朗 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2821037 平成28年8月2日 平成34年6月30日

鶏屋まさるやん岡山店 岡山市北区田町二丁目１４番２７号 233-3939 代表取締役 虫明優 ㈱Ｕｐ　Ｔｈｅ　Ｒｉｇｈｔ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（焼き鳥） 2820612 平成28年6月14日 平成33年6月30日

おふくろ 岡山市北区磨屋町１番１７号神谷ビル1F101号 224-9722 藤田知恵子 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 2821952 平成28年11月15日 平成34年6月30日

ＡＬＡＲＡ　ＣＵＲＲＹ 岡山市北区磨屋町１番１７号神谷ビル１F西角 大橋啓太郎 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2822904 平成29年3月21日 平成34年6月30日

Ｃａｆｅ＆Ｄｉｎｉｎｇ　ＰＥＡＣＨ 岡山市北区磨屋町６番２３号２Ｆ・３Ｆ 238-4606 代表取締役 服部秀一 ㈱ｅｆ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2820815 平成28年6月30日 平成33年6月30日

ゆず家 岡山市北区磨屋町６番２３号 206-4474 代表取締役 古川貢 ㈱Ｌｉｓｃｏ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2821801 平成28年11月10日 平成34年6月30日

Ａｘｃｅｌ 岡山市北区磨屋町７番５号磨屋町ファミリービル２Ｆ２０２号 長谷川聖 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820841 平成28年7月5日 平成34年6月30日

FOLK　STAND 岡山市北区磨屋町７番５号磨屋町ファミリービル101 平尾匡史 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2821518 平成28年10月11日 平成34年6月30日

ひだや磨屋町店 岡山市北区磨屋町８番２３号 224-2941 緋田幸生 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2821017 平成28年7月28日 平成34年6月30日

トギヤチョウ酒場ミツノヤ 岡山市北区磨屋町１０番２０号磨屋町ビルＢ１Ｆ 224-0020 矢吹定嗣 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2822729 平成29年3月2日 平成34年6月30日

平和町喜和味 岡山市北区平和町１番１０号野村ビル２Ｆ・３Ｆ・４Ｆ・５Ｆ 222-2288 代表取締役 大木康広 ㈱ＯＯＫＩ 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 2822821 平成29年3月28日 平成34年6月30日

２ｎｄ　Ｌｉｆｅ 岡山市北区平和町４番６号 206-4770 伊田誠 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2821122 平成28年8月23日 平成34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 代表取締役 河本豊 ㈱ティーラ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2822777 平成29年3月9日 平成34年6月30日

ｌａ　ｃａｖｅ　ｄ’ａｃｃｏｒｄ 岡山市北区平和町５番２２号 230-3800 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） 2822092 平成28年12月8日 平成34年6月30日

天ぷらおよべ 岡山市北区平和町５番２３号 223-6060 及部圭吾 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2821439 平成28年9月29日 平成34年6月30日

ＯＨＡＫＯＹＡ 岡山市北区平和町５番２６号 221-0070 藤原凉子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2820719 平成28年6月23日 平成33年6月30日

ＢＡＲ　ＳＰＡＺＩＯ 岡山市北区平和町６番４号グリーンビル３Ｆ302号 227-9129 辻田將貴 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820813 平成28年6月30日 平成33年6月30日

ＰＡＢＲＯＷ 岡山市北区平和町６番４号グリーンビル３Ｆ３Ｅ 末田裕也 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822634 平成29年3月21日 平成34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 代表取締役 三宅信也 ㈱Ｔｈｒｅｅ　Ａｒｒｏｗｓ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2820481 平成28年5月19日 平成33年6月30日

Ｆｒｕｉｔｓ＋ＰＬＵＳ 岡山市北区平和町７番２８号西川ファミリービル１Ｆ１０８号 235-0018 浅野直樹 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2820315 平成28年5月10日 平成33年6月30日

Ｒａｉｌ　ｓｔａＲ 岡山市北区平和町７番２８号西川ファミリービル１Ｆ１１２号 草加恵美子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820585 平成28年6月2日 平成33年6月30日

ＬＯＳＩＳ 岡山市北区平和町７番２８号西川ファミリービル１Ｆ１０７号 竹井友陽 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822911 平成29年3月28日 平成34年6月30日

岡山後楽園残夢軒 岡山市北区後楽園１番２号 272-2371 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 2822794 平成29年3月9日 平成34年7月31日

ホテルＭＯＺ 岡山市北区京橋南町５番２０号 226-1441 代表取締役 竹田泰進 ㈲カネダイ観光 飲食店営業（旅館） 旅館 2822685 平成29年3月7日 平成34年7月31日

ＳＡＮ　ＳＷＥＥＴＳ 岡山市北区丸の内一丁目１番５号 寒川綾子 缶詰又は瓶詰食品製造業 2820845 平成28年7月14日 平成33年7月31日



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
焼肉黄金宮殿 岡山市北区丸の内一丁目２番４号 224-4129 代表取締役 新免弥治 ㈱ＵＣ英雄本色 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2820932 平成28年7月12日 平成33年7月31日

山陽放送㈱地下１Ｆ従業員食堂 岡山市北区丸の内二丁目１番３号 225-5531 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 2820917 平成28年7月12日 平成33年7月31日

財）岡山市公園協会烏城公園軒下 岡山市北区丸の内二丁目２番 206-4809 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 2821112 平成28年8月16日 平成34年7月31日

６６ｃａｆｅ 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㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2822945 平成29年3月30日 平成34年7月31日

株式会社大本組 岡山市北区内山下一丁目１番１３号 227-5146 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2820793 平成28年6月28日 平成33年7月31日

内山下珈琲焙煎所カエル 岡山市北区内山下一丁目２番８号 226-9678 代表取締役 猿川裕介 ㈱サルカワコーヒー 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2820887 平成28年7月7日 平成33年7月31日

小さな食卓Ｆｒａｃｏｃｏ 岡山市北区内山下二丁目２番１号中村ビル２Ｆ 星野弘美 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2820218 平成28年4月28日 平成33年7月31日

ＣＯＦＦＥＥ　ＮＩＫＯＮＩＫＯ 岡山市北区内山下二丁目３番５号房野ビル２F 222-8164 房野睦 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2820754 平成28年6月28日 平成33年7月31日

レストランア・ラ・メゾン 岡山市北区内山下二丁目６番１１号グレース２１ビル１Ｆ 238-6838 代表取締役 川上浩子 ㈱メゾンフード 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 2822570 平成29年2月9日 平成34年7月31日

レストランア・ラ・メゾン 岡山市北区内山下二丁目６番１１号グレース２１ビル１Ｆ 238-6838 代表取締役 川上浩子 ㈱メゾンフード めん類製造業 2822666 平成29年2月16日 平成34年7月31日

ChilChil 岡山市北区京橋町８番１５号京橋ビル１F 徐薫 飲食店営業（一般食堂） その他 2822135 平成28年12月15日 平成34年7月31日

はるやま商事㈱本社 岡山市北区表町一丁目２番３号 226-7111 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2820742 平成28年6月21日 平成33年7月31日

彩 岡山市北区表町一丁目３番２３号 223-5668 石川孝一 喫茶店営業 純喫茶 2822330 平成29年1月12日 平成34年7月31日

Ｓｔａｎｄ　Ｂａｒ　Ｒｅｔｒｉｅ 岡山市北区表町一丁目３番３０号表町一丁目ビル１Ｆ西 田邊愛 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822077 平成28年11月29日 平成34年7月31日

河田うどん 岡山市北区表町一丁目３番４６号１Ｆ 222-4540 河田竜弥 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2821083 平成28年8月23日 平成34年7月31日

鉄板焼宝伝 岡山市北区表町一丁目６番３２号岡崎ビル１Ｆ 235-0410 代表取締役 守岡宏治 ㈱４１０ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2820368 平成28年5月12日 平成33年7月31日

アンソレイユ 岡山市北区表町一丁目６番４６号 中村和也 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2822779 平成29年3月23日 平成34年7月31日

やまもと 岡山市北区表町一丁目７番５５号 山本孝男 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 2821524 平成28年11月8日 平成34年7月31日

四季菜膳娑羅 岡山市北区表町一丁目８番１３号 223-5618 小川美香 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 2821737 平成28年11月1日 平成34年7月31日

Peru　GRILL 岡山市北区表町一丁目８番３３号 201-7275 赤沢秀美 飲食店営業（一般食堂） その他 2820571 平成28年6月16日 平成33年7月31日

やきにく未完 岡山市北区表町一丁目８番５２号花房ビル１Ｆ 取締役 増田智久 ㈲清代 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2820201 平成28年4月19日 平成33年7月31日

ＯＮＳＡＹＡ　ＣＯＦＦＥＥ　表町店 岡山市北区表町一丁目９番５７号 代表取締役 東宏明 ㈱音茶屋 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2822633 平成29年2月21日 平成34年7月31日

Ｃｈｅｚ　Ｋｕｍａｒｉ 岡山市北区表町一丁目１０番１３号２Ｆ 赤坂真里 菓子製造業 2820325 平成28年5月12日 平成33年7月31日

アミューズメントライブカフェｔｏｎｉｃａ 岡山市北区表町一丁目１０番１３号１F 238-7189 黒住茂 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2821635 平成28年10月20日 平成34年7月31日

輪屋 岡山市北区表町一丁目１０番２３号 235-8030 安原千会美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2821198 平成28年9月27日 平成34年7月31日

天ぷら　ふたば 岡山市北区表町一丁目１０番６４号 222-0082 岡本浩直 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 2820756 平成28年7月5日 平成33年7月31日

ｇｒａｍ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 206-5369 代表取締役 新川郁夫 ㈱夢船 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2723219 平成28年4月21日 平成33年7月31日

㈱天満屋岡山本店４F休憩室 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 2820054 平成28年4月12日 平成33年7月31日

天九バックヤード 岡山市北区表町二丁目１番１号天満屋岡山店Ｂ１Ｆ 232-0213 代表取締役 髙柳直希 昭和食品㈱ 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2820180 平成28年4月26日 平成33年7月31日

天九 岡山市北区表町二丁目１番１号天満屋岡山店Ｂ１Ｆ 232-0213 代表取締役 髙柳直希 昭和食品㈱ 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2820181 平成28年4月26日 平成33年7月31日

セブンイレブン天満屋ＤＰバスステーション店 岡山市北区表町二丁目１番１号天満屋バスステーション 代表取締役 伊原木一朗 ㈱天満屋 飲食店営業（その他） その他 2820239 平成28年4月26日 平成33年7月31日

セブンイレブン天満屋ＤＰバスステーション店 岡山市北区表町二丁目１番１号天満屋バスステーション 代表取締役 伊原木一朗 ㈱天満屋 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2820240 平成28年4月26日 平成33年7月31日

ＦＲＵＩＴＳ－Ｊ 岡山市北区表町二丁目１番１号天満屋岡山店Ｂ１Ｆ 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 2820278 平成28年4月26日 平成33年7月31日

㈱天満屋岡山本店６F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 2820508 平成28年5月19日 平成33年7月31日

㈱天満屋岡山本店２F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 2820514 平成28年5月19日 平成33年7月31日

㈱天満屋岡山本店３F休憩室 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 2820515 平成28年5月19日 平成33年7月31日

キムラヤのパン岡山天満屋店 岡山市北区表町二丁目１番１号てんちかＦＯＯＤＧＡＲＤＥＮ 231-7937 代表取締役 梶谷周平 ㈱岡山木村屋 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2820674 平成28年6月14日 平成33年7月31日

洋菓子一期一縁 岡山市北区表町二丁目３番３号 238-3564 代表取締役 伊原靖二 ㈱一期一縁 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2821146 平成28年9月13日 平成34年7月31日



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
洋菓子一期一縁 岡山市北区表町二丁目３番３号 238-3564 代表取締役 伊原靖二 ㈱一期一縁 菓子製造業 洋菓子 2821147 平成28年9月13日 平成34年7月31日

表町産業㈱表町駐車場 岡山市北区表町二丁目３番１８号 225-3311 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） 2820323 平成28年5月10日 平成33年7月31日

奥市ラーメンちいちゃん 岡山市北区表町二丁目４番３５号元町ビル１Ｆ１０４号 藤田知恵子 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2822705 平成29年2月28日 平成34年7月31日

麺屋かどもん 岡山市北区表町二丁目４番５８号緋田ビル１F 高塚憲太郎 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2821434 平成28年9月27日 平成34年7月31日

サークルＫ表町二丁目店 岡山市北区表町二丁目５番１号 221-8875 久齋清禎 食肉販売業（簡易形態） 2822891 平成29年3月21日 平成34年7月31日

サークルＫ表町二丁目店 岡山市北区表町二丁目５番１号 221-8875 久齋清禎 魚介類販売業（簡易形態） 2822892 平成29年3月21日 平成34年7月31日

インドネパールレストランＩＮＤＲＡ 岡山市北区表町二丁目５番２１号 代表社員 ダカル・レワティ・ラマン 合同会社ＤＨＡＫＡＬ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2822593 平成29年2月28日 平成34年7月31日

葵や 岡山市北区表町二丁目５番２１号 233-2234 谷川弘 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（焼き鳥） 2822820 平成29年3月14日 平成34年7月31日

マチバル 岡山市北区表町二丁目５番２３号ニュー表町プラザ３Ｆ 林真知子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822647 平成29年2月16日 平成34年7月31日

Cafe＆Bar　Momojiro 岡山市北区表町二丁目５番３０号２F 古城洋次 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2821799 平成28年11月8日 平成34年7月31日

黒場 岡山市北区表町二丁目５番３２号 222-5558 黒川潤 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2821965 平成28年11月24日 平成34年7月31日

Ｃａｆｅ　Ｌａ　Ｌｕｎｅ 岡山市北区表町二丁目５番３２号 井上千香 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2822572 平成29年2月21日 平成34年7月31日

アペティート 岡山市北区表町二丁目５番５１号メゾン表町１Ｆ 226-5162 代表取締役 戸田崇史 ㈲アバンテ 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 2821498 平成28年10月25日 平成34年7月31日

バハムート 岡山市北区表町二丁目５番５３号表町ナイトプラザ２Ｆ２０２号 石井周作 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822211 平成28年12月15日 平成34年7月31日

ｐｏｍｐｏｍ 岡山市北区表町二丁目５番５３号表町ナイトプラザビル１Ｆ 當瀬英行 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2822768 平成29年3月30日 平成34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） 2821708 平成28年10月25日 平成34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） 2821709 平成28年10月25日 平成34年7月31日

時来矢 岡山市北区表町三丁目４番２９号１F 231-8866 代表取締役 浅海俊明 ㈱ミリオンマーク 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 2822534 平成29年2月2日 平成34年7月31日

Codyのいす 岡山市北区表町三丁目７番１５号ファミリービル１F 水野なつき 飲食店営業（その他） その他 2821026 平成28年7月26日 平成33年7月31日

夕食とお酒あまおと 岡山市北区表町三丁目８番２６号 河田裕紀子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2822208 平成29年1月24日 平成34年7月31日

Ｔｏｒａｔｔｏｒｉａ　Ｓｏｌｅ 岡山市北区表町三丁目９番４２号１Ｆ 222-4077 光岡佑 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 2820071 平成28年4月19日 平成33年7月31日

Ｈａｌｌｅｌｕｊａｈ 岡山市北区表町三丁目９番４３号２Ｆ 吉川征寿 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822908 平成29年3月28日 平成34年7月31日

ら・む～マート岡山表町三丁目店 岡山市北区表町三丁目１０番１６号Ａｒｃ　Ｓｔａｇｅ表町１Ｆ 222-2552 代表取締役 大賀昭司 大黒天物産㈱ 喫茶店営業 その他 2822334 平成29年2月7日 平成34年7月31日

ら・む～マート岡山表町三丁目店 岡山市北区表町三丁目１０番１６号Ａｒｃ　Ｓｔａｇｅ表町１Ｆ 222-2552 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） 2822335 平成29年2月7日 平成34年7月31日

ら・む～マート岡山表町三丁目店 岡山市北区表町三丁目１０番１６号Ａｒｃ　Ｓｔａｇｅ表町１Ｆ 222-2552 代表取締役 大賀昭司 大黒天物産㈱ 食肉販売業（簡易形態） 2822336 平成29年2月7日 平成34年7月31日

ら・む～マート岡山表町三丁目店 岡山市北区表町三丁目１０番１６号Ａｒｃ　Ｓｔａｇｅ表町１Ｆ 222-2552 代表取締役 大賀昭司 大黒天物産㈱ 魚介類販売業（簡易形態） 2822337 平成29年2月7日 平成34年7月31日

おかん 岡山市北区表町三丁目１２番３号 227-5285 澤井博 飲食店営業（一般食堂） その他 2822086 平成28年12月1日 平成34年7月31日

おもてまち 岡山市北区表町三丁目１２番１２号宗政ビル１Ｆ１０７号 内田政広 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2821768 平成28年11月8日 平成34年7月31日

西川屋千日センター街店 岡山市北区表町三丁目１２番１２号千日センター街１Ｆ 西川久子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2822374 平成29年1月19日 平成34年7月31日

Ｌａｇｏｏｎ 岡山市北区表町三丁目１３番４１号 森山成貴 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2821389 平成28年9月20日 平成34年7月31日

ＫＯＢＥＹＡ 岡山市北区表町三丁目１４番３７号ヤマモトビル１～３Ｆ 227-1555 代表取締役 小倉康平 ㈱バズクリエーション 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2822913 平成29年3月28日 平成34年7月31日

かいあみ 岡山市北区表町三丁目１５番８号プレイタウン羽原ビル１Ｆ１０１号 貝阿弥輝美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820193 平成28年4月21日 平成33年7月31日

酒れ小町 岡山市北区表町三丁目１５番８号プレイタウン１Ｆ 岡本美鈴 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820863 平成28年7月7日 平成33年7月31日

平和タクシー株式会社本社軒下 岡山市北区表町三丁目１６番５号 223-1919 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 2821523 平成28年10月6日 平成34年7月31日

すごろく処　猫の地球儀 岡山市北区表町三丁目２２番３９号２Ｆ 武石知己 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2821744 平成28年11月8日 平成34年7月31日

しゃぶ葉岡山津島店 岡山市北区伊島北町１番２５号 898-1863 代表取締役 岩井繁明 ニラックス㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他 2820220 平成28年5月10日 平成33年7月31日

生活彩家　岡山中央病院店 岡山市北区伊島北町６番３号岡山中央病院内 251-4561 代表取締役 渡邉伸作 ㈱鴻仁 飲食店営業（その他） その他 2821669 平成28年11月24日 平成34年7月31日

生活彩家　岡山中央病院店 岡山市北区伊島北町６番３号岡山中央病院内 251-4561 代表取締役 渡邉伸作 ㈱鴻仁 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2821670 平成28年11月24日 平成34年7月31日



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
生活彩家　岡山中央病院店 岡山市北区伊島北町６番３号岡山中央病院内 251-4561 代表取締役 渡邉伸作 ㈱鴻仁 食肉販売業（簡易形態） 2821671 平成28年11月24日 平成34年7月31日

生活彩家　岡山中央病院店 岡山市北区伊島北町６番３号岡山中央病院内 251-4561 代表取締役 渡邉伸作 ㈱鴻仁 魚介類販売業（簡易形態） 2821672 平成28年11月24日 平成34年7月31日

岡山中央病院２階食堂 岡山市北区伊島北町６番３号 252-3221 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 2822167 平成28年12月8日 平成34年7月31日

ヤキスギヤ 岡山市北区伊島町一丁目２番２号 256-7255 浦部英雄 飲食店営業（一般食堂） その他 2822037 平成28年12月8日 平成34年7月31日

節骨麺たいぞう岡山店 岡山市北区伊島町二丁目２２番２９号 959-4331 代表取締役 西田真太朗 ㈱イーチ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2820897 平成28年8月9日 平成34年7月31日

岡山県赤十字血液センターいずみ町１Ｆ待合室 岡山市北区いずみ町３番３６号 255-1211 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 2821525 平成28年10月6日 平成34年7月31日

岡山県警察機動隊 岡山市北区いずみ町１１番２１号 234-0110 代表取締役 藤原丈士 ㈲毎日 乳類販売業（自動販売形態） 2821598 平成28年10月13日 平成34年7月31日

池田動物園売店 岡山市北区京山二丁目５番１号 252-2131 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2820794 平成28年6月28日 平成33年7月31日

池田動物園自販機コーナー 岡山市北区京山二丁目５番１号 252-2131 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2820795 平成28年6月28日 平成33年7月31日

清心町マルハチ 岡山市北区清心町１６番３１号 214-0801 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 2821734 平成28年11月1日 平成34年7月31日

♯０８ 岡山市北区清心町１６番３１号 251-1111 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 2821735 平成28年11月1日 平成34年7月31日

ハピーズ京山店 岡山市北区谷万成一丁目１１番４６号 253-6868 代表取締役 森下和幸 ㈱でりか菜 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2821344 平成28年9月27日 平成34年7月31日

セブン-イレブン岡山三門東町 岡山市北区三門東町２番３号 253-7565 内田茂 飲食店営業（その他） その他 2820531 平成28年5月26日 平成33年7月31日

セブン-イレブン岡山三門東町 岡山市北区三門東町２番３号 253-7565 内田茂 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2820532 平成28年5月26日 平成33年7月31日

セブン-イレブン岡山三門東町 岡山市北区三門東町２番３号 253-7565 内田茂 食肉販売業（簡易形態） 2820533 平成28年5月26日 平成33年7月31日

セブン-イレブン岡山三門東町 岡山市北区三門東町２番３号 253-7565 内田茂 魚介類販売業（簡易形態） 2820534 平成28年5月26日 平成33年7月31日

岡山商科大学カフェコーナー 岡山市北区津島京町二丁目１０番１号 256-6696 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 2821399 平成28年9月20日 平成34年7月31日

ら・む～マート岡山商大前店 岡山市北区津島京町三丁目３番１８号 代表取締役 大賀昭司 大黒天物産㈱ 喫茶店営業 その他 2821091 平成28年8月18日 平成34年7月31日

ら・む～マート岡山商大前店 岡山市北区津島京町三丁目３番１８号 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） 2821092 平成28年8月18日 平成34年7月31日

ら・む～マート岡山商大前店 岡山市北区津島京町三丁目３番１８号 代表取締役 大賀昭司 大黒天物産㈱ 食肉販売業（簡易形態） 2821093 平成28年8月18日 平成34年7月31日

ら・む～マート岡山商大前店 岡山市北区津島京町三丁目３番１８号 代表取締役 大賀昭司 大黒天物産㈱ 魚介類販売業（簡易形態） 2821094 平成28年8月18日 平成34年7月31日

Beef＆Kitchen　Tiger 岡山市北区津島新野一丁目１番６号 259-2989 久保田正法 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2820864 平成28年7月7日 平成33年7月31日

ファミリーマート岡大前店 岡山市北区津島新野一丁目６番３２号 214-0022 代表取締役 同前毅 ㈱同前 飲食店営業（その他） その他 2821374 平成28年9月20日 平成34年7月31日

ファミリーマート岡大前店 岡山市北区津島新野一丁目６番３２号 214-0022 代表取締役 同前毅 ㈱同前 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2821375 平成28年9月20日 平成34年7月31日

ファミリーマート岡大前店 岡山市北区津島新野一丁目６番３２号 214-0022 代表取締役 同前毅 ㈱同前 食肉販売業（簡易形態） 2821376 平成28年9月20日 平成34年7月31日

ファミリーマート岡大前店 岡山市北区津島新野一丁目６番３２号 214-0022 代表取締役 同前毅 ㈱同前 魚介類販売業（簡易形態） 2821377 平成28年9月20日 平成34年7月31日

ら・む～マート岡大前店 岡山市北区津島新野一丁目１０番２号 255-5252 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） 2822197 平成28年12月27日 平成34年7月31日

ら・む～マート岡大前店 岡山市北区津島新野一丁目１０番２号 255-5252 代表取締役 大賀昭司 大黒天物産㈱ 食肉販売業（簡易形態） 2822198 平成28年12月27日 平成34年7月31日

ら・む～マート岡大前店 岡山市北区津島新野一丁目１０番２号 255-5252 代表取締役 大賀昭司 大黒天物産㈱ 魚介類販売業（簡易形態） 2822199 平成28年12月27日 平成34年7月31日

ら・む～マート岡大前店 岡山市北区津島新野一丁目１０番２号 255-5252 代表取締役 大賀昭司 大黒天物産㈱ 喫茶店営業 純喫茶 2822252 平成28年12月27日 平成34年7月31日
ローソン岡山津島西坂一丁目店 岡山市北区津島西坂一丁目５番２２号 253-3755 代表取締役 堀田雅裕 ㈲堀田憲一商店 飲食店営業（その他） その他 2820342 平成28年5月12日 平成33年7月31日

ローソン岡山津島西坂一丁目店 岡山市北区津島西坂一丁目５番２２号 253-3755 代表取締役 堀田雅裕 ㈲堀田憲一商店 菓子製造業 2820343 平成28年5月12日 平成33年7月31日

ローソン岡山津島西坂一丁目店 岡山市北区津島西坂一丁目５番２２号 253-3755 代表取締役 堀田雅裕 ㈲堀田憲一商店 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2820344 平成28年5月12日 平成33年7月31日

ローソン岡山津島西坂一丁目店 岡山市北区津島西坂一丁目５番２２号 253-3755 代表取締役 堀田雅裕 ㈲堀田憲一商店 食肉販売業（簡易形態） 2820345 平成28年5月12日 平成33年7月31日

ローソン岡山津島西坂一丁目店 岡山市北区津島西坂一丁目５番２２号 253-3755 代表取締役 堀田雅裕 ㈲堀田憲一商店 魚介類販売業（簡易形態） 2820346 平成28年5月12日 平成33年7月31日

つしまおひさま保育園給食室 岡山市北区津島南一丁目１番９号 代表取締役 秋山裕一 ㈱セントラルフーズ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2822852 平成29年3月14日 平成34年7月31日

㈱津島モール津島セントラルコート 岡山市北区津島南一丁目２番７号 252-5236 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 2820656 平成28年6月14日 平成33年7月31日

カラビーナ 岡山市北区伊福町一丁目１７番１８号岡山済生会総合病院附属外来センター１Ｆ 252-2211 その他 岩本一壽 社会福祉法人恩賜財団済生会支部岡山県済生会 飲食店営業（一般食堂） その他（社食・寮食） 2821636 平成28年11月1日 平成34年7月31日



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
炭焼きてん 岡山市北区奉還町三丁目９番５号 256-1194 秋田真一 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2820567 平成28年6月2日 平成33年7月31日

カフェ・ロッサ 岡山市北区奉還町三丁目１２番１２号 254-7358 赤堀敬子 喫茶店営業 純喫茶 2820866 平成28年7月7日 平成33年7月31日

Ｃａｆｅ　＆　Ｂａｒ　Ｌａｂｉａｎ 岡山市北区奉還町三丁目１６番２６号 256-1787 藤田真紀 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2820718 平成28年6月23日 平成33年7月31日

安生 岡山市北区奉還町四丁目７番地１７ 252-2315 坂枝美鈴 飲食店営業（一般食堂） その他 2820962 平成28年7月14日 平成33年7月31日

奉還町４丁目ラウンジ・カド 岡山市北区奉還町四丁目７番２２号 236-8326 代表社員 野口明生 （合）さんさんごご 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2821193 平成28年9月6日 平成34年7月31日

ＭＩＳＡＯ 岡山市一円 代表取締役 三竿吉和 ㈱ＭＩＳＡＯ 喫茶店営業（特殊形態） 2820277 平成28年4月26日 平成33年9月30日

電幸ラーメン 岡山市一円 由田一博 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2821450 平成28年9月27日 平成33年9月30日

キミセ醤油 岡山市一円 代表取締役社長 永原琢朗 キミセ醤油㈱ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2822276 平成28年12月27日 平成34年9月30日

ノア・インドアステージ岡山校 岡山市南区下中野１４０７番地１ 243-6522 代表取締役 大西雅之 ノア・インドアステージ㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 2820572 平成28年5月31日 平成33年9月30日

ナカニシ珈琲 岡山市南区新保５４１番地 中西桂子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2822766 平成29年3月9日 平成34年9月30日

手作り菓子工房ミル・メルシー 岡山市南区新保６６３番地２３－１Ｆ西 井本喜代治 菓子製造業 洋菓子 2821043 平成28年8月9日 平成33年9月30日

笑楽亭 岡山市南区新保６６７番地１４ 245-3456 奥原文彦 飲食店営業（一般食堂） その他 2822145 平成28年12月8日 平成34年9月30日

桃山亭製麺工場 岡山市南区新保６７８番地８ 236-9292 代表取締役 香川重義 ㈲デリ・ファクトリー めん類製造業 2821867 平成28年11月29日 平成34年9月30日

㈱トスコ本社１Ｆ 岡山市南区西市１１６番地１３ 243-8868 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 2821113 平成28年8月16日 平成33年9月30日

サンクス岡山芳田店 岡山市南区西市１２０番地８ 代表取締役 澤田貴司 ㈱ファミリーマート 飲食店営業（その他） その他 2821140 平成28年8月25日 平成33年9月30日

サンクス岡山芳田店 岡山市南区西市１２０番地８ 代表取締役 澤田貴司 ㈱ファミリーマート 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2821141 平成28年8月25日 平成33年9月30日

サンクス岡山芳田店 岡山市南区西市１２０番地８ 代表取締役 澤田貴司 ㈱ファミリーマート 食肉販売業（簡易形態） 2821142 平成28年8月25日 平成33年9月30日

サンクス岡山芳田店 岡山市南区西市１２０番地８ 代表取締役 澤田貴司 ㈱ファミリーマート 魚介類販売業（簡易形態） 2821143 平成28年8月25日 平成33年9月30日

ＦＩＸＴＡＧＥ　パーソナルトレーニングスタジオ 岡山市南区西市２３３番地５ 259-3923 竹内悠 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820263 平成28年4月26日 平成33年9月30日

洋菓子Ｈａｓｈｉｍｏｔｏ 岡山市南区西市２３３番地２３ 244-0132 代表取締役 橋本清 ㈲ロイヤルフルーツはしもと 喫茶店営業 その他 2821165 平成28年9月8日 平成33年9月30日

Food　Ｃａｆｅ　Ｍ’ｓ 岡山市一円 239-3322 南勇司 菓子製造業（特殊形態） 2821865 平成28年11月10日 平成34年9月30日

お祭り居酒屋わらび 岡山市南区西市３３９番地 250-3786 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） 2820566 平成28年6月2日 平成33年9月30日

セブン-イレブン岡山芳明小前店 岡山市南区米倉６７番地１ 244-2077 怒田京子 飲食店営業（その他） その他 2820414 平成28年5月24日 平成33年9月30日

セブン-イレブン岡山芳明小前店 岡山市南区米倉６７番地１ 244-2077 怒田京子 菓子製造業 その他 2820415 平成28年5月24日 平成33年9月30日

セブン-イレブン岡山芳明小前店 岡山市南区米倉６７番地１ 244-2077 怒田京子 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2820416 平成28年5月24日 平成33年9月30日

セブン-イレブン岡山芳明小前店 岡山市南区米倉６７番地１ 244-2077 怒田京子 食肉販売業（簡易形態） 2820417 平成28年5月24日 平成33年9月30日

セブン-イレブン岡山芳明小前店 岡山市南区米倉６７番地１ 244-2077 怒田京子 魚介類販売業（簡易形態） 2820418 平成28年5月24日 平成33年9月30日

焼肉ハウスつるみ 岡山市南区郡２９８２番地３ 267-3306 神田明美 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2822395 平成29年1月19日 平成34年9月30日

瀬戸内化工㈱本社喫煙室 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 2821786 平成28年11月8日 平成34年9月30日

オーバルスポーツコム妹尾 岡山市南区妹尾８１９番地４ 209-0080 代表取締役 宗安堅志 三洋建材㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 2820631 平成28年6月9日 平成33年9月30日

中国料理恵比須屋妹尾店 岡山市南区妹尾２３４４番地７ 282-3034 横山和司 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 2820316 平成28年5月24日 平成33年9月30日

季菜里 岡山市南区箕島９５３番地１箕島コーポ１Ｆ１０８号 浅越美子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2821397 平成28年9月29日 平成33年9月30日

Ｅｖｅｒｅｓｔｅ　Ｋｉｔｃｈｅｎ 岡山市南区箕島１２１５番地７ 281-6821 バスネットナバラジ 飲食店営業（一般食堂） その他 2822425 平成29年1月19日 平成34年9月30日

ドラッグコスモス大福店 岡山市南区大福１９番地２ 209-0303 代表取締役 宇野正晃 ㈱コスモス薬品 食肉販売業（簡易形態） 2821004 平成28年7月21日 平成33年9月30日

ベイクショップヘルメス大福店 岡山市南区大福３１４番地コープ大福店内 282-2806 中村文洋 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 2821326 平成28年10月11日 平成34年9月30日

ベイクショップヘルメス大福店 岡山市南区大福３１４番地コープ大福店内 282-2806 中村文洋 菓子製造業 パン 2821327 平成28年10月11日 平成34年9月30日
生活協同組合おかやまコープ　コープ大福 岡山市南区大福３１４番地 281-6220 理事長 平田昌三 生活協同組合おかやまコープ 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 2821443 平成28年10月13日 平成34年9月30日

ヘルメス大福店 岡山市南区大福３１４番地 282-2806 中村文洋 喫茶店営業 純喫茶 2821926 平成28年11月15日 平成34年9月30日



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
株式会社マルイ大福店 岡山市南区大福３５０番地２ 282-9122 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） 2820748 平成28年6月21日 平成33年9月30日

ローソン岡山古新田店 岡山市南区古新田３６番地３ 282-9755 家野賢一 飲食店営業（その他） その他 2820535 平成28年6月28日 平成33年9月30日

ローソン岡山古新田店 岡山市南区古新田３６番地３ 282-9755 家野賢一 菓子製造業 その他 2820536 平成28年6月28日 平成33年9月30日

ローソン岡山古新田店 岡山市南区古新田３６番地３ 282-9755 家野賢一 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2820537 平成28年6月28日 平成33年9月30日

ローソン岡山古新田店 岡山市南区古新田３６番地３ 282-9755 家野賢一 食肉販売業（簡易形態） 2820538 平成28年6月28日 平成33年9月30日

ローソン岡山古新田店 岡山市南区古新田３６番地３ 282-9755 家野賢一 魚介類販売業（簡易形態） 2820539 平成28年6月28日 平成33年9月30日

パル・マリーナ 岡山市南区古新田７８４番地４ 大山秀行 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2822053 平成28年11月24日 平成34年9月30日
グンゼスポーツ㈱岡山妹尾店 岡山市南区古新田１１２５番地１ 281-5511 代表取締役 佐藤雅之 グンゼスポーツ㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 2821984 平成28年11月15日 平成34年9月30日
グンゼスポーツ㈱岡山妹尾店 岡山市南区古新田１１２５番地１ 281-5511 代表取締役 佐藤雅之 グンゼスポーツ㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 2821985 平成28年11月15日 平成34年9月30日

特別養護老人ホーム健老園 岡山市南区古新田１３５１番地３ 282-8566 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2822591 平成29年2月9日 平成34年9月30日

㈱はやし岡山店ショールーム内 岡山市南区古新田１５９５番地１ 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 2820659 平成28年6月14日 平成33年9月30日

一井工業㈱本社休憩室 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 2822797 平成29年3月9日 平成34年9月30日

是則岡山運輸㈱岡山 岡山市南区山田２３１６番地２４ 292-6775 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 2821108 平成28年8月16日 平成33年9月30日

管公学生服岡山物流センター 岡山市南区山田２３１６番地２８ 209-0717 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2820573 平成28年5月31日 平成33年9月30日

ココファン妹尾 岡山市南区東畦１６４番地１ 239-1900 代表取締役社長 五郎丸徹 ㈱学研ココファン 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2822546 平成29年2月14日 平成34年9月30日

岡山市立藤田中学校㈱レパスト事業所 岡山市南区藤田４００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） 2822855 平成29年3月27日 平成34年9月30日

万喜 岡山市南区藤田４６３番地１９ 296-3982 笹井加代子 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 2821314 平成28年9月20日 平成33年9月30日

ＪＭＰ水産食品加工場 岡山市南区藤田４７１番地１５ 728-5741 代表取締役 内尾義信 ジャパンマリンポニックス㈱ そうざい製造業 2723191 平成28年4月12日 平成33年9月30日

ＤＣＭダイキＥＸ岡山店内産直部 岡山市南区藤田５６０番地２３６ダイキＥＸ岡山内 296-0303 代表取締役 小島一浩 敷島や本店㈱ 食肉販売業 2820720 平成28年6月28日 平成33年9月30日

㈱うお春 岡山市南区藤田５６０番地２３６ＤＣＭダイキ岡山店内 296-0303 代表取締役 松本浩二 ㈱うお春 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2820811 平成28年6月30日 平成33年9月30日

㈱うお春 岡山市南区藤田５６０番地２３６ＤＣＭダイキ岡山店内 296-0303 代表取締役 松本浩二 ㈱うお春 魚介類販売業 2820812 平成28年6月30日 平成33年9月30日

ＥＮ　ＣＡＦＥ 岡山市南区藤田５６０番地２３６ＤＣＭダイキ岡山店内 砂上千景 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2820982 平成28年7月26日 平成33年9月30日

ＥＮ　ＣＡＦＥ 岡山市南区藤田５６０番地２３６ＤＣＭダイキ岡山店内 砂上千景 菓子製造業 その他 2821058 平成28年7月28日 平成33年9月30日

株式会社源吉兆庵藤田工場 岡山市南区藤田５６４番地２２９ 296-8081 代表取締役 岡田憲明 ㈱源吉兆庵 缶詰又は瓶詰食品製造業 2820307 平成28年4月28日 平成33年9月30日

株式会社ドンレミー岡山工場 岡山市南区藤田５６６番地２７６ 250-0511 代表取締役 木本髙一朗 ㈱ドンレミー 食品の冷凍又は冷蔵業 冷凍食品製造業 2821745 平成28年11月1日 平成34年9月30日

お好み焼きレストランベル 岡山市南区藤田６５１番地７ 250-5595 代表取締役 西田和正 ㈱ベル 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 2821831 平成28年11月29日 平成34年9月30日

メトロ藤田店カウンター 岡山市南区藤田６５３番地７ 296-7777 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） 2820592 平成28年6月7日 平成33年9月30日

メトロ藤田店 岡山市南区藤田６５３番地７ 296-7777 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 2822286 平成28年12月27日 平成34年9月30日

メトロ藤田店カウンター側 岡山市南区藤田６５３番地７ 296-7777 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 2822287 平成28年12月27日 平成34年9月30日
トールエクスプレスジャパン㈱岡山支店 岡山市南区藤田６５７番地３ 296-2111 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2820961 平成28年7月14日 平成33年9月30日

ＧＥＴGET１０００ 岡山市南区藤田６７３番地２２ 286-0005 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 2822279 平成28年12月27日 平成34年9月30日

鳥明人 岡山市南区藤田２０８９番地２ 239-0035 横尾和也 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2821478 平成28年10月4日 平成34年9月30日

（株）ＭＩＳＡＯ 岡山市南区北七区６２８番地 362-5542 代表取締役 三竿吉和 ㈱ＭＩＳＡＯ 食肉販売業（簡易形態） 2820898 平成28年7月12日 平成33年9月30日

七区いちご園（たこ仙人） 岡山市南区西七区４６９番地 363-5561 代表取締役 藤井紀行 アグリエイト㈱ 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 2821194 平成28年9月6日 平成33年9月30日

七区いちご園（喫茶Berry） 岡山市南区西七区４６９番地 363-5561 代表取締役 藤井紀行 アグリエイト㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2821195 平成28年9月6日 平成33年9月30日

Ｓｈａｍ 岡山市南区西紅陽台二丁目５８番地３５８ 362-4999 ＲＡＤＨＥＹ　ＳＨＹＡＭ 飲食店営業（一般食堂） その他 2820574 平成28年6月2日 平成33年9月30日

岡山市南区植松３２０番地７ 485-2750 木林淸子 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 2820020 平成28年4月14日 平成33年9月30日

セブン-イレブン岡山植松店 岡山市南区植松５８０番地１ 485-3110 代表取締役 尾髙紀光 ㈱尾髙酒店 飲食店営業（その他） その他 2821290 平成28年9月8日 平成33年9月30日
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セブン-イレブン岡山植松店 岡山市南区植松５８０番地１ 485-3110 代表取締役 尾髙紀光 ㈱尾髙酒店 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2821291 平成28年9月8日 平成33年9月30日

セブン-イレブン岡山植松店 岡山市南区植松５８０番地１ 485-3110 代表取締役 尾髙紀光 ㈱尾髙酒店 食肉販売業（簡易形態） 2821292 平成28年9月8日 平成33年9月30日

セブン-イレブン岡山植松店 岡山市南区植松５８０番地１ 485-3110 代表取締役 尾髙紀光 ㈱尾髙酒店 魚介類販売業（簡易形態） 2821293 平成28年9月8日 平成33年9月30日

山陽マルナカ彦崎店従食ＣＶＭ 岡山市南区彦崎２９１７番地 362-1875 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 2821244 平成28年9月6日 平成33年9月30日

岡田鮮魚店 岡山市南区迫川１３１１番地３ 362-0003 岡田創 飲食店営業（仕出し屋） 仕出し料理 2821288 平成28年9月8日 平成33年9月30日

岡田鮮魚店 岡山市南区迫川１３１１番地３ 362-0003 岡田創 魚介類販売業 2821289 平成28年9月8日 平成33年9月30日

岡山市一円 藤澤昌城 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2820870 平成28年7月7日 平成33年10月31日

ＮタコＲ 岡山市一円 小林利絵 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2821124 平成28年8月16日 平成33年10月31日

登田成一 岡山市一円 登田成一 喫茶店営業（特殊形態） 2821152 平成28年8月18日 平成33年10月31日

Ｘａｙｍａｃａ 岡山市一円 長江圭 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2821722 平成28年10月27日 平成33年10月31日

たこやきぽんちゃん 岡山市一円 森本幸夫 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2822246 平成28年12月15日 平成34年10月31日

おかんの味ひまわり食道 岡山市中区平井１１０５番地４ 206-3100 代表取締役 岡田好美 ㈱岡田商運 飲食店営業（一般食堂） その他 2822060 平成28年12月15日 平成34年10月31日

株式会社プロフーズ物流本部 岡山市中区平井１１６１番地１ 277-0700 代表取締役 平田知之 ㈱プロフーズ 菓子製造業 その他 2822708 平成29年3月14日 平成34年10月31日

株式会社プロフーズ物流本部 岡山市中区平井１１６１番地１ 277-0700 代表取締役 平田知之 ㈱プロフーズ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2822709 平成29年3月14日 平成34年10月31日

株式会社プロフーズ物流本部 岡山市中区平井１１６１番地１ 277-0700 代表取締役 平田知之 ㈱プロフーズ 食肉販売業（簡易形態） 2822710 平成29年3月14日 平成34年10月31日

株式会社プロフーズ物流本部 岡山市中区平井１１６１番地１ 277-0700 代表取締役 平田知之 ㈱プロフーズ 魚介類販売業（簡易形態） 2822711 平成29年3月14日 平成34年10月31日

㈱トヨタ石材１階 岡山市中区平井一丁目１３番２号 272-2333 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 2822172 平成28年12月8日 平成34年10月31日

山陽学園大学学生食堂 岡山市中区平井一丁目１４番１号 272-6254 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） 2822923 平成29年3月28日 平成34年10月31日

焼肉亭桂かじゅある 岡山市中区平井三丁目８８８番地３ 277-2941 松原白夫 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2822126 平成28年12月1日 平成34年10月31日

㈱中国事務センター食堂 岡山市中区平井三丁目１０４６番地１ 276-4111 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 2820050 平成28年4月12日 平成33年10月31日

台湾料理あじ仙 岡山市中区平井三丁目１０７８番地４ 230-0330 代表取締役 岡﨑康弘 ㈲あじ仙 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 2821667 平成28年11月1日 平成33年10月31日

お好み焼き樂々 岡山市中区平井五丁目４番２５号 271-2064 山下啓古 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 2821710 平成28年11月1日 平成33年10月31日

道とん堀平井店 岡山市中区平井六丁目３番２１号 201-2283 代表取締役 中島浩 ４Ｃ’ｓコーポレーション㈱ 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 2821646 平成28年10月18日 平成33年10月31日

しゃぶしゃぶ温野菜岡山平井店 岡山市中区平井七丁目８６９番１号 230-0831 代表取締役 金本珠美 ㈲万歩書店 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2822180 平成28年12月15日 平成34年10月31日

森永ミルクセンター操山 岡山市中区湊４００番地 277-6738 代表取締役 児島貴司 ㈱児島新聞舗 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2821019 平成28年8月4日 平成33年10月31日

東山カントリークラブ 岡山市中区湊４５３番地９ 273-7503 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2821008 平成28年7月21日 平成33年10月31日

東山カントリークラブ 岡山市中区湊４５３番地９ 273-7503 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2822093 平成28年11月29日 平成34年10月31日

東山カントリークラブ 岡山市中区湊４５３番地９ 273-7503 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2822154 平成28年12月6日 平成34年10月31日

お好み焼きエミ 岡山市中区門田屋敷本町１番２８号 小林よしえ 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 2821757 平成28年11月8日 平成34年10月31日

関西フローズン株式会社岡山支店 岡山市中区桜橋二丁目１８番５２号 270-7801 代表取締役 今尾充 関西フローズン㈱ 食肉販売業（簡易形態） 2821074 平成28年7月28日 平成33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 澤田貴司 ㈱ファミリーマート 魚介類販売業（簡易形態） 2822393 平成29年1月17日 平成34年10月31日

鳥周江並店 岡山市中区江並７８番地１４ 276-4549 代表取締役 小谷貴紀 ㈲おかやまバレスモ 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2821685 平成28年11月24日 平成34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 代表取締役社長 礒本祐輔 ㈱メリー商店 飲食店営業（その他） その他 2820767 平成28年6月28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 代表取締役社長 礒本祐輔 ㈱メリー商店 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2820768 平成28年6月28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 代表取締役社長 礒本祐輔 ㈱メリー商店 食肉販売業（簡易形態） 2820769 平成28年6月28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 代表取締役社長 礒本祐輔 ㈱メリー商店 魚介類販売業（簡易形態） 2820770 平成28年6月28日 平成33年10月31日

岡山リハビリテーション病院 岡山市中区倉田５０３番地１ 274-7001 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2820257 平成28年4月28日 平成33年10月31日

インドダイニングカフェマター 岡山市中区倉田５２１番地５ 897-3505 ＡＣＨＡＲＹＡ　ＰＲＥＭ　ＰＲＡＳＡＤ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2821707 平成28年10月25日 平成33年10月31日
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ローソン岡山トラックターミナル西店 岡山市中区倉富３２４番地１ 201-1923 代表取締役 堀田雅裕 ㈲堀田憲一商店 飲食店営業（その他） その他 2822258 平成28年12月27日 平成34年10月31日

ローソン岡山トラックターミナル西店 岡山市中区倉富３２４番地１ 201-1923 代表取締役 堀田雅裕 ㈲堀田憲一商店 菓子製造業 その他 2822259 平成28年12月27日 平成34年10月31日

ローソン岡山トラックターミナル西店 岡山市中区倉富３２４番地１ 201-1923 代表取締役 堀田雅裕 ㈲堀田憲一商店 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2822260 平成28年12月27日 平成34年10月31日

ローソン岡山トラックターミナル西店 岡山市中区倉富３２４番地１ 201-1923 代表取締役 堀田雅裕 ㈲堀田憲一商店 食肉販売業（簡易形態） 2822261 平成28年12月27日 平成34年10月31日

ローソン岡山トラックターミナル西店 岡山市中区倉富３２４番地１ 201-1923 代表取締役 堀田雅裕 ㈲堀田憲一商店 魚介類販売業（簡易形態） 2822262 平成28年12月27日 平成34年10月31日

ナカウン㈱岡山外 岡山市中区倉富３４０番地１８ 277-4140 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 2820055 平成28年4月12日 平成33年10月31日

せとうちデリバリーサービス㈱岡山２階 岡山市中区倉益２１４番地１ 276-7112 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 2822795 平成29年3月9日 平成34年10月31日

㈱三好野本店 岡山市中区桑野１３１番地６ 0120-353-355 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 2822166 平成28年12月8日 平成34年10月31日

岡山ドック 岡山市中区新築港９番地 200-2085 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2822095 平成28年11月29日 平成34年10月31日

両備フェリー待合所内 岡山市中区新築港９番地１ 274-1222 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 2821119 平成28年8月16日 平成33年10月31日

いすゞ自動車中国四国株式会社 岡山市中区藤崎５９２番地１ 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 2822264 平成28年12月20日 平成34年10月31日

カラオケＢａｎＢａｎ岡山藤崎店 岡山市中区藤崎５９９番地１２ 274-0016 代表取締役 加藤伸司 ㈱シン・コーポレーション 飲食店営業（その他） その他 2820322 平成28年5月10日 平成33年10月31日

パーラーメトロ藤崎店 岡山市中区藤崎６１０番地３ 274-3777 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） 2820593 平成28年6月7日 平成33年10月31日

ライフサポートこころ 岡山市中区藤崎６４９番地１１ 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） 2821991 平成28年12月6日 平成34年10月31日

みんなの家とんとん 岡山市中区山崎２６２番地１３ 取締役 大森町子 ㈲てんとう虫 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2822564 平成29年2月14日 平成34年10月31日

ポタジェ　サタケ 岡山市中区福泊２０５番地３８ 佐武新一郎 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2820412 平成28年5月24日 平成33年10月31日

㈱天満屋ストアハピーズ円山店イートインコーナー 岡山市中区円山１５番地１ 276-3311 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 2820051 平成28年4月12日 平成33年10月31日

カラオケ　ＣＬＵＢ　ＤＡＭ　岡山円山店 岡山市中区円山７７番地１ 201-7170 石田恵里 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2820798 平成28年6月30日 平成33年10月31日

キムラヤのパン円山店 岡山市中区円山１１５番地１ハピーズ円山店内 274-5858 代表取締役 梶谷周平 ㈱岡山木村屋 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2820735 平成28年6月30日 平成33年10月31日

キムラヤのパン円山店 岡山市中区円山１１５番地１ハピーズ円山店内 274-5858 代表取締役 梶谷周平 ㈱岡山木村屋 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2820736 平成28年6月30日 平成33年10月31日

ハピーズ円山店 岡山市中区円山１１６番地１ 276-3311 代表取締役 森下和幸 ㈱でりか菜 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2821355 平成28年9月27日 平成33年10月31日

ハピーズ円山店 岡山市中区円山１１６番地１ 276-3311 代表取締役 森下和幸 ㈱でりか菜 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2821356 平成28年9月27日 平成33年10月31日

インドレストランアンドバー　スンダルマハール　円山店 岡山市中区円山１１８番地マルヤマサンライズビル１F 274-2337 KANDEL　SUMAN 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2820865 平成28年7月7日 平成33年10月31日

幸家 岡山市中区円山１６４番地１鈴木アパート１０１ 秋山幸滋 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 2821771 平成28年11月8日 平成34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 2821238 平成28年9月6日 平成33年10月31日

オムロン㈱５号館１Ｆ 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 2821239 平成28年9月6日 平成33年10月31日

スイーツランド・アサリッチ 岡山市一円 浅利進一 喫茶店営業（特殊形態） 2820163 平成28年4月14日 平成33年11月30日

スイーツランド・アサリッチ 岡山市一円 浅利進一 菓子製造業（特殊形態） 2820164 平成28年4月14日 平成33年11月30日

ＭＵＮＣＨ’Ｓ　Ｐｉｚｚｅｒｉａ 岡山市一円 丸王弘貴 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2820179 平成28年4月14日 平成33年11月30日

黒川鮮魚店（黒川） 岡山市一円 黒川正則 魚介類販売業（移動販売形態） 調理を行うもの 2820244 平成28年4月21日 平成33年11月30日

黒川鮮魚店（出原） 岡山市一円 黒川正則 魚介類販売業（移動販売形態） 調理を行うもの 2820245 平成28年4月21日 平成33年11月30日

黒川鮮魚店（金光） 岡山市一円 黒川正則 魚介類販売業（移動販売形態） 調理を行うもの 2820246 平成28年4月21日 平成33年11月30日

福谷おもしれぇ～店 岡山市一円 田口琢磨 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2820312 平成28年4月28日 平成33年11月30日

やきとり竜鳳　倉敷８８０あ４６４ 岡山市一円 大湯雅俊 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2820313 平成28年4月28日 平成33年11月30日

トラム 岡山市一円 藤本大介 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2820752 平成28年6月21日 平成33年11月30日

㈲中山精肉店 岡山市一円 代表取締役 中山富夫 ㈲中山精肉店 食肉販売業（移動販売形態） 2820890 平成28年7月7日 平成33年11月30日

岡山市一円 林孝一 喫茶店営業（特殊形態） 2820896 平成28年7月7日 平成33年11月30日

まこもたけ 岡山市一円 大月知子 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2821015 平成28年7月21日 平成33年11月30日



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
ビタミンスタンドフィット 岡山市一円 代表取締役 蓬郷健 ㈱テンダーハーツ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2821044 平成28年7月26日 平成33年11月30日

Ｓｕｎｎｙ　Ｄａｙ　Ｃｏｆｆｅｅ 岡山市一円 江田基宏 喫茶店営業（特殊形態） 2821090 平成28年8月4日 平成33年11月30日

ヒゲ印良品 岡山市一円 代表取締役 赤木健一 ㈱Ｓ＆Ａ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2821128 平成28年8月16日 平成33年11月30日

ワッフル工房Ｙｕｍｅ　ｋａｎａ 岡山市一円 福家彩香 喫茶店営業（特殊形態） 2821129 平成28年8月12日 平成33年11月30日

ワッフル工房Ｙｕｍｅ　ｋａｎａ 岡山市一円 福家彩香 菓子製造業（特殊形態） 2821130 平成28年8月12日 平成33年11月30日

くれーぷふわり 岡山市一円 大島広樹 菓子製造業（特殊形態） 2821155 平成28年8月23日 平成33年11月30日

ＰＵ－ＡＮ 岡山市一円 河田明記 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2821196 平成28年9月6日 平成33年11月30日

釆女フォレストフード 岡山市一円 釆女直樹 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2821258 平成28年9月6日 平成33年11月30日

哲多食源の里祥華 岡山市一円 代表取締役 井上富男 ㈲楓 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2821259 平成28年9月8日 平成33年11月30日

むらさき栄光商店 岡山市一円 近藤つね子 菓子製造業（特殊形態） 2821341 平成28年9月15日 平成33年11月30日

やきとり竜鳳（宇都宮880あ1409） 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 2821679 平成28年10月20日 平成33年11月30日

たい焼きたこ焼きあんのん黒田フーズ本部本店 岡山市一円 黒田登 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2821730 平成28年11月1日 平成33年11月30日

焼鳥勇の樹 岡山市一円 大内勇 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2821863 平成28年11月10日 平成33年11月30日

Ｌｉｔｔｌｅ　ｏｎ　Ｌｉｔｔｌｅ 岡山市一円 武田悠佑 喫茶店営業（特殊形態） 2822023 平成28年11月17日 平成33年11月30日

粉屋 岡山市一円 代表取締役 福田浩也 ㈱粉屋 飲食店営業（特殊形態） 2822047 平成28年11月22日 平成33年11月30日

粉屋 岡山市一円 代表取締役 福田浩也 ㈱粉屋 菓子製造業（特殊形態） 2822048 平成28年11月22日 平成33年11月30日

やきとりなっちゃん 岡山市一円 夏山勝憲 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2822091 平成28年11月29日 平成33年11月30日

金藤商店 岡山市一円 藤沢四郎 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2822106 平成28年11月29日 平成33年11月30日

一歩 岡山市一円 渡邊浩一 魚介類販売業（移動販売形態） 調理を行うもの 2822129 平成28年12月1日 平成33年11月30日

絆屋 岡山市一円 代表取締役 千田修志 ㈱ワイズ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2822133 平成28年12月6日 平成34年11月30日

グリーンカラー 岡山市一円 代表理事 福島征二 一般社団法人グリーンカラー 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2822247 平成28年12月15日 平成34年11月30日

有限会社ショップ味っ子 岡山市一円 代表取締役 立花清孝 ㈲ショップ味っ子 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2822272 平成28年12月22日 平成34年11月30日

桜鯛焼本舗 岡山市一円 西井正美 菓子製造業（特殊形態） 2822520 平成29年2月2日 平成34年11月30日

鉄板屋金の羽 岡山市一円 羽原宏紀 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2822561 平成29年2月7日 平成34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） 屋台 2822562 平成29年2月7日 平成34年11月30日

やきとり竜凰（倉敷８８０あ５２８） 岡山市一円 鈴木英二 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2822720 平成29年2月28日 平成34年11月30日

玉島バルBRUNO　ｆｏｒ　Ｔａｍａｓｈｉｍａ．ＬＵＮＣＨ　ＳＴＡＮＤ 岡山市一円 永樂皆実 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2822721 平成29年2月28日 平成34年11月30日

犬島くらしの植物園 岡山市一円 947-1112 理事長 福武總一郎 公益財団法人福武財団 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2822771 平成29年3月17日 平成34年11月30日

浜大商事株式会社 岡山市一円 027-289-9338 代表取締役 大原雅宏 浜大商事㈱ 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2822833 平成29年3月14日 平成34年11月30日

世界で２番めにおいしい焼きたてメロンパンアイス 岡山市一円 代表取締役 藤原博之 ㈱Ｚ＆Ｍ 菓子製造業（特殊形態） 2822871 平成29年3月16日 平成34年11月30日

ｊｉｆｆｙ 岡山市一円 前川洋一 菓子製造業（特殊形態） 2822939 平成29年3月30日 平成34年11月30日

旭川荘 岡山市北区祇園８６５番地 275-4625 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2820792 平成28年6月28日 平成33年11月30日

旭川荘㈲トモニー軒下 岡山市北区祇園８６６番地 275-0131 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 2822537 平成29年2月7日 平成34年11月30日

コバック岡山北店 岡山市北区玉柏１８３３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 2821471 平成28年9月29日 平成33年11月30日

警察学校 岡山市北区玉柏２７５３番地 229-3141 代表取締役 松浦浩 ㈱明乳松浦 乳類販売業（自動販売形態） 2821192 平成28年9月29日 平成33年11月30日

みのる化成㈱牟佐工場 岡山市北区牟佐５０３番地 229-2921 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2820995 平成28年7月19日 平成33年11月30日

みのる化成㈱牟佐工場 岡山市北区牟佐５０３番地 229-2921 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2821835 平成28年11月10日 平成33年11月30日

フリット！グリルと！ 岡山市北区学南町二丁目５番９号 252-7829 森藤太輔 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2822899 平成29年3月30日 平成34年11月30日



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
いつもんとこ 岡山市北区学南町二丁目６番１９号 214-5151 松岡由実 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2820202 平成28年4月26日 平成33年11月30日

株式会社アスモフードサービス　ザグスタ北方事業所 岡山市北区北方二丁目１番１３号 代表取締役 藤原恒彦 ㈱アスモフードサービス西日本 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2820583 平成28年6月9日 平成33年11月30日

陸上自衛隊三軒屋駐屯地 岡山市北区宿９７８番地 228-0111 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） 2821527 平成28年10月6日 平成33年11月30日

きらくや 岡山市北区宿本町６番２２号 228-2003 光岡美恵子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2723288 平成28年4月19日 平成33年11月30日

カレーハウスシェフ 岡山市北区中井町一丁目１番３号 238-3883 代表取締役 橋本敏弘 ㈱あすなろ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2820387 平成28年5月24日 平成33年11月30日

ＮＡＮ　ＨＯＵＳＥ 岡山市北区中井町一丁目１番３号 230-3550 ＹＡＭ　ＢＡＨＡＤＵＲ　ＴＨＡＰＡ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2821713 平成28年11月1日 平成33年11月30日

かすうどんみや家 岡山市北区中井町一丁目４番７号 212-0001 代表取締役 三宅健一郎 ㈱クロノコーポレーション 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2820817 平成28年7月5日 平成33年11月30日

ハピータウン岡北店 岡山市北区中井町二丁目２番７号 234-5111 代表取締役 森下和幸 ㈱でりか菜 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2821362 平成28年9月27日 平成33年11月30日

ハピータウン岡北店 岡山市北区中井町二丁目２番７号 234-5111 代表取締役 森下和幸 ㈱でりか菜 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2821363 平成28年9月27日 平成33年11月30日

GETGET原店 岡山市北区原２４９番地１ 228-3441 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 2820822 平成28年6月30日 平成33年11月30日

大阪串カツ鉄板おかもと 岡山市北区大和町二丁目４番２７号 227-5022 松岡由実 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2822698 平成29年3月2日 平成34年11月30日

A１号館ラウンジ 岡山市北区理大町１番１号A１号館１１F 256-8466 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） その他 2820522 平成28年5月24日 平成33年11月30日

岡山理大２０号館食堂ＣＶＭ 岡山市北区理大町１番１号 227-1103 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 2821913 平成28年11月8日 平成33年11月30日

ラーメンハウス 岡山市北区理大町１番１号岡山理科大学内８号館１Ｆ 代表取締役 中山和則 ㈱ＮＫフーズ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2822932 平成29年3月28日 平成34年11月30日

インドカレー料理ラクダのキッチン 岡山市北区津島東四丁目１９番１６号 250-3292 代表取締役 李元紅 ㈱シャーアリーナ 飲食店営業（一般食堂） その他 2821183 平成28年8月30日 平成33年11月30日

みのるゴルフ一宮 岡山市北区一宮２２８番地 284-3365 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2821405 平成28年9月27日 平成33年11月30日

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 284-8618 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 2822799 平成29年3月9日 平成34年11月30日

吉備ＳＡ（上り線）特設 岡山市北区今岡７０５番地１吉備ＳＡ（上り線） 284-8822 代表取締役 永山久夫 岡山プラザホテル㈱ 菓子製造業（特殊形態） 2820291 平成28年4月28日 平成33年11月30日

山陽自動車道吉備ＳＡ上りカップ自販機⑥ 岡山市北区今岡７０５番地１ 214-3715 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 2821780 平成28年11月8日 平成33年11月30日

山陽自動車道吉備ＳＡ上り給茶機コーナー 岡山市北区今岡７０５番地１ 284-8822 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 2822798 平成29年3月9日 平成34年11月30日

石川工業㈱ 岡山市北区今岡１００１番地 284-2828 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 2821483 平成28年10月4日 平成33年11月30日

明星産商㈱岡山１階自販機コーナー 岡山市北区大窪１９９番地２ 286-4416 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 2821236 平成28年9月6日 平成33年11月30日

MAKOA　COFFEE 岡山市北区楢津１５１番地１ 284-4888 代表取締役 柴本雄一 ㈱オフィス・サイフォン 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2820166 平成28年4月26日 平成33年11月30日

桃の花 岡山市北区芳賀１２５３番地８ 284-5650 西岡照幸 菓子製造業 和菓子 2822676 平成29年2月21日 平成34年11月30日

桃の花 岡山市北区芳賀１２５３番地８ 284-5650 西岡照幸 缶詰又は瓶詰食品製造業 2822677 平成29年2月21日 平成34年11月30日

ＪＡ岡山農産物直売所はなやか一宮店 岡山市北区芳賀１２８８番地５ 286-0040 代表理事理事長 成本一朗 岡山市農業協同組合 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2820675 平成28年6月14日 平成33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 菓子製造業 その他 2821247 平成28年9月8日 平成33年11月30日

日立システムプラザ１Ｆ休憩室ＣＶＭ 岡山市北区芳賀５３０８番地 286-8860 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 2821912 平成28年11月8日 平成33年11月30日

五果苑 岡山市北区芳賀５３８５番地６ 284-2810 市川俊美 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2820632 平成28年6月16日 平成33年11月30日

お茶処桔梗 岡山市北区栢谷１０７番地８ 西村祐子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2820371 平成28年5月24日 平成33年11月30日

ニッショクフットサル岡山休憩所 岡山市北区栢谷１０５０番地１ 294-1536 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 2821243 平成28年9月6日 平成33年11月30日

岡山市北区菅野２８７９番地１ 294-2822 伊藤若菜 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2821832 平成28年11月10日 平成33年11月30日

岡山市北区菅野２８７９番地１ 294-2822 伊藤若菜 めん類製造業 2821833 平成28年11月10日 平成33年11月30日

レイクサイドカフェ 岡山市北区菅野４４１４番地 294-1101 代表取締役 藤井康晴 ㈱フジイテクニ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2821779 平成28年11月8日 平成33年11月30日

岡山津高シティホール 岡山市北区津高６２８番地５ 253-4194 熊谷早苗 飲食店営業（一般食堂） その他 2821601 平成28年10月18日 平成33年11月30日

㈱ハローズ津高店 岡山市北区津高６４０番地１ 254-8886 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） 2820677 平成28年6月14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６４０番地１ 254-8886 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 2822538 平成29年2月7日 平成34年11月30日

石釜パン工房麦のひげ津高店 岡山市北区津高６９１番地１ 251-6070 代表取締役 仲原正裕 ㈱Ｈ．Ｉ．Ｇ．Ｅ 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 2820302 平成28年5月10日 平成33年11月30日



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
石釜パン工房麦のひげ津高店 岡山市北区津高６９１番地１ 251-6070 代表取締役 仲原正裕 ㈱Ｈ．Ｉ．Ｇ．Ｅ 菓子製造業 パン 2820303 平成28年5月10日 平成33年11月30日

石釜パン工房麦のひげ津高店 岡山市北区津高６９１番地１ 251-6070 代表取締役 仲原正裕 ㈱Ｈ．Ｉ．Ｇ．Ｅ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2820304 平成28年5月10日 平成33年11月30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 小倉卓史 ㈱グランドマート そうざい製造業 2820884 平成28年7月7日 平成33年11月30日

ディオ岡山北店 岡山市北区津高９００番地１ 214-6115 代表取締役 大賀昭司 大黒天物産㈱ 菓子製造業 パン 2822671 平成29年3月2日 平成34年11月30日

ディオ岡山北店 岡山市北区津高９００番地１ 214-6115 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 2822672 平成29年3月2日 平成34年11月30日

カーズクラブ 岡山市北区富原３７１２番地１ 255-3445 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2820872 平成28年7月7日 平成33年11月30日

カーズクラブ 岡山市北区富原３７１２番地１ 251-5795 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2822320 平成29年1月12日 平成34年11月30日

海鮮ＤＯＮ丼丸 岡山市北区横井上８３番地３エブリイＯｋａｎａｋａ津高店１Ｆ１－０９号 250-5123 その他 加藤洋子 合同会社リソアス 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2822667 平成29年3月10日 平成34年11月30日

エブリイ津高店 岡山市北区横井上８３番地３ 代表取締役 岡﨑浩樹 ㈱エブリイ 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2822734 平成29年3月10日 平成34年11月30日

エブリイ津高店 岡山市北区横井上８３番地３ 代表取締役 岡﨑浩樹 ㈱エブリイ 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2822735 平成29年3月10日 平成34年11月30日

エブリイ津高店 岡山市北区横井上８３番地３ 代表取締役 岡﨑浩樹 ㈱エブリイ 魚介類販売業 2822736 平成29年3月10日 平成34年11月30日

エブリイ津高店 岡山市北区横井上８３番地３ 代表取締役 岡﨑浩樹 ㈱エブリイ 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2822737 平成29年3月10日 平成34年11月30日

エブリイ津高店 岡山市北区横井上８３番地３ 代表取締役 岡﨑浩樹 ㈱エブリイ 食肉販売業 2822738 平成29年3月10日 平成34年11月30日

エブリイ津高店 岡山市北区横井上８３番地３ 代表取締役 岡﨑浩樹 ㈱エブリイ 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 2822739 平成29年3月10日 平成34年11月30日

エブリイ津高店 岡山市北区横井上８３番地３ 代表取締役 岡﨑浩樹 ㈱エブリイ 菓子製造業 パン 2822740 平成29年3月10日 平成34年11月30日

エブリイ津高店 岡山市北区横井上８３番地３ 代表取締役 岡﨑浩樹 ㈱エブリイ 菓子製造業 洋菓子 2822741 平成29年3月10日 平成34年11月30日

エブリイ津高店 岡山市北区横井上８３番地３ 代表取締役 岡﨑浩樹 ㈱エブリイ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2822742 平成29年3月10日 平成34年11月30日

ＦＯＯＤＰＡＲＫ　ＣＡＦＥ＆ＢＡＲ　ＰＡＲＫＳＩＤＥ 岡山市北区横井上８３番地３エブリイOｋａｎａｋａ津高店２Ｆ 230-7780 代表取締役社長 岡﨑真悟 ㈱ホーミイダイニング 飲食店営業（その他） その他 2822750 平成29年3月10日 平成34年11月30日

ＦＯＯＤＰＡＲＫ　ＣＡＦＥ＆ＢＡＲ　ＰＡＲＫＳＩＤＥ 岡山市北区横井上８３番地３エブリイOｋａｎａｋａ津高店２Ｆ 230-7780 代表取締役社長 岡﨑真悟 ㈱ホーミイダイニング 菓子製造業 その他 2822751 平成29年3月10日 平成34年11月30日

ＦＯＯＤＰＡＲＫ 岡山市北区横井上８３番地３エブリイOｋａｎａｋａ津高店２Ｆ 230-7780 代表取締役社長 岡﨑真悟 ㈱ホーミイダイニング 飲食店営業（その他） その他 2822752 平成29年3月10日 平成34年11月30日

ＦＯＯＤＰＡＲＫ匠の牛肉専門店肉匠たなか 岡山市北区横井上８３番地３エブリイOｋａｎａｋａ津高店２Ｆ 251-1129 代表取締役社長 岡﨑真悟 ㈱ホーミイダイニング 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2822753 平成29年3月10日 平成34年11月30日

ＦＯＯＤＰＡＲＫ　ＭＡＤＥ　ＢＹ　ＰＥＯＰＬＥ 岡山市北区横井上８３番地３エブリイOｋａｎａｋａ津高店２Ｆ 230-7780 代表取締役社長 岡﨑真悟 ㈱ホーミイダイニング 飲食店営業（その他） その他 2822754 平成29年3月10日 平成34年11月30日

千成家Ｏｋａｎａｋａ津高店 岡山市北区横井上８３番地３エブリイＯｋａｎａｋａ津高店１Ｆ１－１２号 代表取締役 釼持公一郎 ㈱千成家 飲食店営業（その他） その他 2822755 平成29年3月10日 平成34年11月30日

ウォンツＯｋａｎａｋａ津高店 岡山市北区横井上８３番地３ 214-2060 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） 2822814 平成29年3月16日 平成34年11月30日

みさお牧場直営店ジェラテリアＭＩＳＡＯ 岡山市北区横井上８３番地３エブリイＯｋａｎａｋａ津高店１Ｆ１－４ 230-6601 代表取締役 三竿吉和 ㈱ＭＩＳＡＯ 飲食店営業（その他） その他 2822851 平成29年3月14日 平成34年11月30日

エヌイーシールサテライト津高 岡山市北区横井上１２８３番地３ 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 2822707 平成29年2月28日 平成34年11月30日

ファミリーマート岡山吉宗店 岡山市北区吉宗７２０番地３ 294-2227 代表取締役 澤田貴司 ㈱ファミリーマート 飲食店営業（その他） その他 2820159 平成28年4月14日 平成33年11月30日

ファミリーマート岡山吉宗店 岡山市北区吉宗７２０番地３ 294-2227 代表取締役 澤田貴司 ㈱ファミリーマート 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2820160 平成28年4月14日 平成33年11月30日

ファミリーマート岡山吉宗店 岡山市北区吉宗７２０番地３ 294-2227 代表取締役 澤田貴司 ㈱ファミリーマート 食肉販売業（簡易形態） 2820161 平成28年4月14日 平成33年11月30日

ファミリーマート岡山吉宗店 岡山市北区吉宗７２０番地３ 294-2227 代表取締役 澤田貴司 ㈱ファミリーマート 魚介類販売業（簡易形態） 2820162 平成28年4月14日 平成33年11月30日

ファミリーマート岡山吉宗店 岡山市北区吉宗７２０番地３ 294-2227 代表取締役 岩坪誠次郎 日宝綜合製本㈱ 飲食店営業（その他） その他 2821718 平成28年10月27日 平成33年11月30日

ファミリーマート岡山吉宗店 岡山市北区吉宗７２０番地３ 294-2227 代表取締役 岩坪誠次郎 日宝綜合製本㈱ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2821719 平成28年10月27日 平成33年11月30日

ファミリーマート岡山吉宗店 岡山市北区吉宗７２０番地３ 294-2227 代表取締役 岩坪誠次郎 日宝綜合製本㈱ 食肉販売業（簡易形態） 2821720 平成28年10月27日 平成33年11月30日

ファミリーマート岡山吉宗店 岡山市北区吉宗７２０番地３ 294-2227 代表取締役 岩坪誠次郎 日宝綜合製本㈱ 魚介類販売業（簡易形態） 2821721 平成28年10月27日 平成33年11月30日

桃花カフェ 岡山市北区加茂５０８番地３ 代表取締役 岡田淳子 桃花㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2821934 平成28年12月6日 平成34年11月30日

キッチンことのは 岡山市北区加茂９９９番地３４ 川上祐弘 飲食店営業（一般食堂） その他 2821917 平成28年11月15日 平成33年11月30日

ハピーズ吉備津店 岡山市北区吉備津１４０３番地１ 287-7686 代表取締役 森下和幸 ㈱でりか菜 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2821354 平成28年9月27日 平成33年11月30日

ラーメン大統領小山店 岡山市北区小山４０番地８ 287-7711 代表取締役 李天義 東信国際㈱ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2822704 平成29年3月7日 平成34年11月30日
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ザグザグ小山店 岡山市北区小山５２番地１ 905-0015 代表取締役 森信 ㈱ザグザグ 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 2821371 平成28年9月20日 平成33年11月30日

スーパードラッグコスモス備中高松店 岡山市北区高松２１９番地１ 287-3080 代表取締役 宇野正晃 ㈱コスモス薬品 食肉販売業（簡易形態） 2821003 平成28年7月21日 平成33年11月30日

稲荷山健康センター 岡山市北区高松稲荷５７０番地 287-3900 代表取締役 池田博昭 ㈱シリウスリレーションズ 飲食店営業（一般食堂） その他 2822296 平成29年1月10日 平成34年11月30日

稲荷山健康センター 岡山市北区高松稲荷５７０番地 287-3900 代表取締役 池田博昭 ㈱シリウスリレーションズ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2822297 平成29年1月10日 平成34年11月30日

稲荷山健康センター 岡山市北区高松稲荷５７０番地 287-3900 代表取締役 池田博昭 ㈱シリウスリレーションズ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2822298 平成29年1月10日 平成34年11月30日

有限会社常盤堂 岡山市北区高松稲荷６０９番地２ 287-2119 代表取締役 安原和美 ㈲常盤堂 菓子製造業 2821424 平成28年9月27日 平成33年11月30日

ファミリーマート高松稲荷店 岡山市北区高松原古才２５０番地１ 905-0028 代表取締役社長 礒本祐輔 ㈱メリー商店 飲食店営業（その他） その他 2820772 平成28年6月28日 平成33年11月30日

ファミリーマート高松稲荷店 岡山市北区高松原古才２５０番地１ 905-0028 代表取締役社長 礒本祐輔 ㈱メリー商店 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2820773 平成28年6月28日 平成33年11月30日

ファミリーマート高松稲荷店 岡山市北区高松原古才２５０番地１ 905-0028 代表取締役社長 礒本祐輔 ㈱メリー商店 食肉販売業（簡易形態） 2820774 平成28年6月28日 平成33年11月30日

ファミリーマート高松稲荷店 岡山市北区高松原古才２５０番地１ 905-0028 代表取締役社長 礒本祐輔 ㈱メリー商店 魚介類販売業（簡易形態） 2820775 平成28年6月28日 平成33年11月30日

岡山県立高松農業高等学校 岡山市一円 校長 安井盛 岡山県立高松農業高等学校 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2821139 平成28年8月18日 平成33年11月30日

わたなべ生鮮館高松店 岡山市北区門前３７２番地１ 905-0023 代表取締役社長 牧野久 ㈱わたなべ生鮮館 食肉販売業 2822119 平成28年12月6日 平成34年11月30日

わたなべ生鮮館高松店 岡山市北区門前３７２番地１ 287-8030 代表取締役 伊藤正敏 ㈱渡辺鮮魚店 魚介類販売業 2822117 平成28年12月6日 平成34年11月30日

わたなべ生鮮館高松店 岡山市北区門前３７２番地１ 287-8030 代表取締役 伊藤正敏 ㈱渡辺鮮魚店 飲食店営業（その他） その他 2822118 平成28年12月6日 平成34年11月30日

㈱ＪＩＮ足守工場 岡山市北区粟井１１７４番地１ 代表取締役 城木仁 ㈱ＪＩＮ そうざい製造業 2822263 平成28年12月22日 平成34年11月30日

㈱ＪＩＮ足守工場 岡山市北区粟井１１７４番地１ 代表取締役 城木仁 ㈱ＪＩＮ 菓子製造業 洋菓子 2822693 平成29年2月28日 平成34年11月30日

ポリゴン 岡山市北区大井２４２番地３ 897-4121 上條眞孝 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2822316 平成29年1月12日 平成34年11月30日

ひらまつ食堂 岡山市北区下足守１５９５番地１ 295-2374 平松満里子 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2820630 平成28年6月9日 平成33年11月30日

みちくさ 岡山市北区山上５７４番地 295-2574 安藤健治 菓子製造業 和菓子 2822509 平成29年1月31日 平成34年11月30日

山上青空市「道畑」 岡山市北区山上５７５番地 295-2955 代表社員 安藤敏男 合同会社安藤椎茸園 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2822712 平成29年2月28日 平成34年11月30日

山上青空市「道畑」 岡山市北区山上５７５番地 295-2955 代表社員 安藤敏男 合同会社安藤椎茸園 食肉販売業（簡易形態） 2822713 平成29年2月28日 平成34年11月30日

山上青空市「道畑」 岡山市北区山上５７５番地 295-2955 代表社員 安藤敏男 合同会社安藤椎茸園 魚介類販売業（簡易形態） 2822714 平成29年2月28日 平成34年11月30日

ぷちカフェ　あ～ちゃんち 岡山市北区御津新庄２８６９番地１８８ 724-4250 藤井静香 喫茶店営業 純喫茶 2822778 平成29年3月14日 平成34年11月30日

ロッキー御津店 岡山市北区御津野々口３５１番地 724-3939 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 2820824 平成28年6月30日 平成33年11月30日

ダイシン電機株式会社１F 岡山市北区御津野々口１５７８番地 724-0735 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 2820518 平成28年5月19日 平成33年11月30日

大日本印刷 岡山市北区御津宇垣６４２番地８ 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 2821470 平成28年9月29日 平成33年11月30日

㈱ＤＮＰファシリティーサービス３F食堂 岡山市北区御津宇垣６４２番地８ 724-3800 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） 2822158 平成28年12月6日 平成34年11月30日

ハピーズ金川店 岡山市北区御津宇垣１４６４番地 724-3900 代表取締役 森下和幸 ㈱でりか菜 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2821347 平成28年9月27日 平成33年11月30日

ハピーズ金川店 岡山市北区御津宇垣１４６４番地 724-3900 代表取締役 森下和幸 ㈱でりか菜 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2821348 平成28年9月27日 平成33年11月30日

ハピーズ金川店 岡山市北区御津宇垣１４６４番地 724-3900 代表取締役 森下和幸 ㈱でりか菜 菓子製造業 パン 2821349 平成28年9月27日 平成33年11月30日

㈱ハピッシュ金川店イートイン 岡山市北区御津宇垣１４８３番地 724-3900 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 2820052 平成28年4月12日 平成33年11月30日

ドラッグコスモス御津店 岡山市北区御津宇垣１５０４番地１ 724-3737 代表取締役 宇野正晃 ㈱コスモス薬品 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2822610 平成29年2月21日 平成34年11月30日

ドラッグコスモス御津店 岡山市北区御津宇垣１５０４番地１ 724-3737 代表取締役 宇野正晃 ㈱コスモス薬品 食肉販売業（簡易形態） 2822611 平成29年2月21日 平成34年11月30日

㈱メディセオパルタ岡山１Ｆ休憩室 岡山市北区御津吉尾１番地１ 724-9333 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 2821787 平成28年11月8日 平成33年11月30日

ローソン御津工業団地入口店 岡山市北区御津河内１１５番地１ 724-9054 代表取締役 藤原康洋 ㈲ふじわら 飲食店営業（その他） その他 2822605 平成29年2月16日 平成34年11月30日

ローソン御津工業団地入口店 岡山市北区御津河内１１５番地１ 724-9054 代表取締役 藤原康洋 ㈲ふじわら 菓子製造業 その他 2822606 平成29年2月16日 平成34年11月30日

ローソン御津工業団地入口店 岡山市北区御津河内１１５番地１ 724-9054 代表取締役 藤原康洋 ㈲ふじわら 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2822607 平成29年2月16日 平成34年11月30日

ローソン御津工業団地入口店 岡山市北区御津河内１１５番地１ 724-9054 代表取締役 藤原康洋 ㈲ふじわら 食肉販売業（簡易形態） 2822608 平成29年2月16日 平成34年11月30日



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
ローソン御津工業団地入口店 岡山市北区御津河内１１５番地１ 724-9054 代表取締役 藤原康洋 ㈲ふじわら 魚介類販売業（簡易形態） 2822609 平成29年2月16日 平成34年11月30日

もりしたさん家のやさい畑 岡山市北区御津河内１３７７番地 724-2772 森下敬子 飲食店営業（一般食堂） その他 2820994 平成28年7月19日 平成33年11月30日

癒やしの里四季の味そば処けの 岡山市北区御津宇甘１１７９番地 724-4007 代表取締役 武野宏子 ㈲宇甘商事 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2821451 平成28年9月27日 平成33年11月30日

日向葵 岡山市北区御津草生８２４番地１ 724-5512 斉藤清香 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2821495 平成28年10月13日 平成33年11月30日

くろせ農園 岡山市北区建部町角石畝１７４７番地 722-5003 黒瀬宗孝 食肉処理業 2822265 平成29年1月24日 平成34年11月30日

アルムの里農場建部直売所 岡山市北区建部町福渡９９２番地２ 722-3789 代表取締役 荒嶋望 アルム㈱ 食肉販売業（簡易形態） 2821068 平成28年8月4日 平成33年11月30日

誠柳 岡山市北区建部町吉田１７４番地１ 722-0112 竹中誠 飲食店営業（一般食堂） その他 2821864 平成28年11月10日 平成33年11月30日

チャーミースノーアイス 岡山市一円 三宅直行 喫茶店営業（特殊形態） 2820192 平成28年4月19日 平成33年12月31日

ａｎｓｏｒｏｚｙ 岡山市一円 小山詩子 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2820285 平成28年4月26日 平成33年12月31日

ＴＡＭＩＹＡ 岡山市一円 田宮彩也香 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2821509 平成28年10月4日 平成33年12月31日

ＣＵＲＲＹＨＯＵＳＥ　ＣoＣo壱番屋　移動販売車号 岡山市一円 代表取締役 枝松初 ㈲トヨトク 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2822832 平成29年3月14日 平成34年12月31日

岡山市一円 代表取締役 谷田美貴夫 ㈲川上食品 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2822956 平成29年3月30日 平成34年12月31日

下電観光バス㈱岡山営業所１階待機室 岡山市南区豊浜町１０番６０号 264-1455 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 2822793 平成29年3月9日 平成34年12月31日

ＧＥＴＧＥＴＴＷＩＮ２ 岡山市南区浜野二丁目１０番４８号 264-3553 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 2820820 平成28年6月30日 平成33年12月31日

牛角福浜店 岡山市南区福成三丁目６番２０号 236-8929 代表取締役 金本珠美 ㈲万歩書店 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2822822 平成29年3月24日 平成34年12月31日

ファミリーマート岡山三浜町店 岡山市南区三浜町一丁目４番２号 902-1116 高森晴夫 飲食店営業（その他） その他 2820783 平成28年7月12日 平成33年12月31日

ファミリーマート岡山三浜町店 岡山市南区三浜町一丁目４番２号 902-1116 高森晴夫 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2820784 平成28年7月12日 平成33年12月31日

ファミリーマート岡山三浜町店 岡山市南区三浜町一丁目４番２号 902-1116 高森晴夫 食肉販売業（簡易形態） 2820785 平成28年7月12日 平成33年12月31日

ファミリーマート岡山三浜町店 岡山市南区三浜町一丁目４番２号 902-1116 高森晴夫 魚介類販売業（簡易形態） 2820786 平成28年7月12日 平成33年12月31日

旬菜 岡山市南区三浜町二丁目１番２号 265-4414 藤原理江 飲食店営業（仕出し屋） 給食弁当 2822243 平成28年12月15日 平成33年12月31日

ディオ岡山南店 岡山市南区洲崎二丁目５番３２号 261-6766 代表取締役 大賀昭司 大黒天物産㈱ 菓子製造業 パン 2822669 平成29年3月16日 平成34年12月31日

ディオ岡山南店 岡山市南区洲崎二丁目５番３２号 261-6766 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 2822670 平成29年3月16日 平成34年12月31日

風が優しく運ぶ和カフェ＆雑貨店きなり 岡山市南区洲崎二丁目１５番５０号 262-1725 樋口久美子 飲食店営業（一般食堂） その他 2820800 平成28年7月5日 平成33年12月31日

メトロ福島店 岡山市南区福島三丁目１５番２５号 265-1117 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 2821169 平成28年8月25日 平成33年12月31日

ファミリーマート岡山新福店 岡山市南区新福一丁目１１番１号 902-5395 河野一郎 飲食店営業（その他） その他 2821444 平成28年10月25日 平成33年12月31日

ファミリーマート岡山新福店 岡山市南区新福一丁目１１番１号 902-5395 河野一郎 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2821445 平成28年10月25日 平成33年12月31日

ファミリーマート岡山新福店 岡山市南区新福一丁目１１番１号 902-5395 河野一郎 食肉販売業（簡易形態） 2821446 平成28年10月25日 平成33年12月31日

ファミリーマート岡山新福店 岡山市南区新福一丁目１１番１号 902-5395 河野一郎 魚介類販売業（簡易形態） 2821447 平成28年10月25日 平成33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 山根渉 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2822046 平成28年11月22日 平成33年12月31日

三田鮮魚店 岡山市南区福富東一丁目６番２１号フクハマショッピングセンター内 261-0033 三田英男 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2822375 平成29年1月19日 平成34年12月31日

三田鮮魚店 岡山市南区福富東一丁目６番２１号フクハマショッピングセンター内 261-0033 三田英男 魚介類販売業 2822376 平成29年1月19日 平成34年12月31日

スーパードラッグコスモス福浜店 岡山市南区福浜西町２番１４号 261-7710 代表取締役 宇野正晃 ㈱コスモス薬品 食肉販売業（簡易形態） 2821001 平成28年7月21日 平成33年12月31日

岡山青果食品商業協同組合 岡山市南区市場一丁目１番地 265-8088 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2820960 平成28年7月14日 平成33年12月31日

岡山中央魚市㈱本社市場内自販機コーナー 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 2822170 平成28年12月8日 平成33年12月31日

岡山中央魚市㈱岡山 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 2822281 平成28年12月27日 平成33年12月31日

ＳＮＡＣＫ　ＧＯ－ｎ 岡山市南区築港栄町８番２１号 261-1010 速水みゆき 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820341 平成28年5月12日 平成33年12月31日

ｏｗｌ 岡山市南区築港栄町１１番５号モリベビル１Ｆ中 262-7899 岩原順子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822919 平成29年3月28日 平成34年12月31日

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 264-6111 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 2822763 平成29年3月2日 平成34年12月31日



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
パリクロアッサン岡南 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内 264-6183 代表取締役 廣村昌弘 フジパンストアー㈱ 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 2820964 平成28年7月21日 平成33年12月31日

㈱天満屋ストア天満屋ハピータウン岡南店２Ｆ遊びの広場 岡山市南区築港新町一丁目１８番５号 261-2311 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 2820916 平成28年7月12日 平成33年12月31日

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 264-6111 代表取締役 森下和幸 ㈱でりか菜 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2821368 平成28年9月27日 平成33年12月31日

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 264-6111 代表取締役 森下和幸 ㈱でりか菜 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2821369 平成28年9月27日 平成33年12月31日

ミスタードーナツハピータウン岡南ショップ 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 262-1188 代表取締役 藤原健 エムディフード㈱ 飲食店営業（その他） その他 2822826 平成29年3月30日 平成34年12月31日

ミスタードーナツハピータウン岡南ショップ 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 262-1188 代表取締役 藤原健 エムディフード㈱ 菓子製造業 洋菓子 2822827 平成29年3月30日 平成34年12月31日

岡山労災病院外来通路 岡山市南区築港緑町一丁目１０番２５号 262-0131 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 2821241 平成28年9月6日 平成33年12月31日

岡山労災病院新棟１階ＥＶ前 岡山市南区築港緑町一丁目１０番２５号 262-0131 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 2822169 平成28年12月8日 平成33年12月31日

魚国総本社・岡山市２８４９９ 岡山市南区築港緑町二丁目１番地花回廊ゴルフコース内 263-3101 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） 軽食喫茶 2822924 平成29年3月28日 平成34年12月31日

山陽マルナカ加工センター 岡山市南区築港元町１３番５号イオン岡山ロジスティックセンター内 238-1351 代表取締役 辻雅信 ㈱山陽マルナカ 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 2821157 平成28年8月30日 平成33年12月31日

山陽マルナカ加工センター 岡山市南区築港元町１３番５号イオン岡山ロジスティックセンター内 238-1351 代表取締役 辻雅信 ㈱山陽マルナカ 菓子製造業 その他 2821158 平成28年8月30日 平成33年12月31日

山陽マルナカ加工センター 岡山市南区築港元町１３番５号イオン岡山ロジスティックセンター内 238-1351 代表取締役 辻雅信 ㈱山陽マルナカ 食肉販売業 2821159 平成28年8月30日 平成33年12月31日

山陽マルナカ加工センター 岡山市南区築港元町１３番５号イオン岡山ロジスティックセンター内 238-1351 代表取締役 辻雅信 ㈱山陽マルナカ 魚介類販売業（簡易形態） 2821300 平成28年9月13日 平成33年12月31日

イオン岡山ロジスティクスセンター２階食堂 岡山市南区築港元町１３番５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 2821400 平成28年9月20日 平成33年12月31日

イオン岡山ロジスティクスセンター１階休憩所 岡山市南区築港元町１３番１４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 2821084 平成28年8月4日 平成33年12月31日

でりか菜Ｂ 岡山市南区築港元町１３番２１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 2820722 平成28年6月16日 平成33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 2821782 平成28年11月8日 平成33年12月31日

岡山トヨペット㈱ＷＡＶＥ築港 岡山市南区築港元町１３番２６号 264-7745 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2820254 平成28年4月26日 平成33年12月31日

岡山トヨペット㈱ＷＡＶＥ築港 岡山市南区築港元町１３番２６号 264-7745 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2822239 平成28年12月15日 平成33年12月31日

ロイヤルホームセンター㈱築港店 岡山市南区築港元町１３番２８号 265-5700 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2820568 平成28年5月31日 平成33年12月31日

ニシナフードバスケット南輝店 岡山市南区南輝二丁目１番５号 264-0578 代表取締役 仁科正己 ㈱仁科百貨店 食肉販売業 2821692 平成28年11月1日 平成33年12月31日

ＢＡＲ素乃 岡山市南区南輝二丁目５番１４号 安田裕一 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2820586 平成28年6月2日 平成33年12月31日

若観門豆岡南店 岡山市南区立川町３番１５号 261-1317 代表取締役 岡田真明 ㈲東心 菓子製造業 その他 2822724 平成29年3月23日 平成34年12月31日

若観門豆岡南店 岡山市南区立川町３番１５号 261-1317 代表取締役 岡田真明 ㈲東心 豆腐製造業 2822725 平成29年3月23日 平成34年12月31日

若観門豆岡南店 岡山市南区立川町３番１５号 261-1317 代表取締役 岡田真明 ㈲東心 そうざい製造業 2822726 平成29年3月23日 平成34年12月31日

串かつ丸岸 岡山市南区並木町一丁目１０番９号ニコニコビル１Ｆ１０３号 264-6667 岸本直康 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2822484 平成29年2月23日 平成34年12月31日

仔馬 岡山市南区並木町二丁目１１番５９号 250-5820 奥村悦子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2820288 平成28年4月28日 平成33年12月31日

ソーナイス 岡山市南区並木町二丁目１１番９５号浅井家ビル２Ｆ２０２号 264-1120 岡智子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822228 平成28年12月20日 平成33年12月31日

ネグザスボウル 岡山市南区並木町二丁目１４番１４号 265-5656 代表取締役 西宮佑二 ㈱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） 2821837 平成28年11月10日 平成33年12月31日

ネグザスボウル１F 岡山市南区並木町二丁目１４番１５号 265-5656 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 2820517 平成28年5月19日 平成33年12月31日

カラオケハニービー岡南店 岡山市南区並木町二丁目１４番１５号 263-6941 代表取締役 藤原雄士 ㈲マーク 飲食店営業（その他） その他 2821680 平成28年10月25日 平成33年12月31日

グリーンフィールド 岡山市南区並木町二丁目１４番１５号岡南ビル１ＦＤ室 263-2201 代表社員 吉田千賀子 合同会社オフィスチカ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2822728 平成29年3月2日 平成34年12月31日

ＭＧ並木町店 岡山市南区並木町二丁目７５０番４６号 262-6200 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 2820819 平成28年6月30日 平成33年12月31日

ＭＧ並木町店 岡山市南区並木町二丁目７５０番４６号 262-6200 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 2820821 平成28年6月30日 平成33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 飯田真奈美 ㈱アンクオーレ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2820814 平成28年6月30日 平成33年12月31日

アルムの里農場直売所松浜店 岡山市南区松浜町２番３号 250-1831 代表取締役 荒嶋望 アルム㈱ 食肉販売業（簡易形態） 2821066 平成28年8月2日 平成33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 2821117 平成28年8月16日 平成33年12月31日

サブちゃん 岡山市南区若葉町２０番７号ｍｏｍｏビル１Ｆ１０２号 冨岡輝夫 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822648 平成29年2月23日 平成34年12月31日



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
焼肉まつおか 岡山市南区若葉町２０番２３号珍山園ビル２Ｆ 263-3811 松岡功 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2820437 平成28年5月17日 平成33年12月31日

株式会社ムロオ岡山支店 岡山市南区海岸通二丁目６番１２号 261-7511 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2822155 平成28年12月6日 平成33年12月31日

㈱山陽レイスポーツ 岡山市南区泉田２５番地３ 233-2626 代表取締役 西宮佑二 ㈱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） 2820388 平成28年5月12日 平成33年12月31日

ハピーズ泉田店 岡山市南区泉田２８１番地１ 244-3100 代表取締役 森下和幸 ㈱でりか菜 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2821360 平成28年9月27日 平成33年12月31日

ハピーズ泉田店 岡山市南区泉田２８１番地１ 244-3100 代表取締役 森下和幸 ㈱でりか菜 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2821361 平成28年9月27日 平成33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㈱ 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2821655 平成28年11月1日 平成33年12月31日

メルク岡山 岡山市南区泉田３８８番地２ 250-0636 代表取締役 保﨑容隆 ㈲保隆産業 菓子製造業 パン 2820376 平成28年5月12日 平成33年12月31日

メルク岡山 岡山市南区泉田３８８番地２ 250-0636 代表取締役 保﨑容隆 ㈲保隆産業 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2820377 平成28年5月12日 平成33年12月31日

山本医院 岡山市南区泉田４１８番地２５ 245-5595 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） 2822703 平成29年2月28日 平成34年12月31日

お米のプンパニッケル　Ｄｏｂ 岡山市南区泉田一丁目１６番１０号２Ｆ 223-6758 竹原美保 菓子製造業 パン 2821099 平成28年8月18日 平成33年12月31日

岡山県立岡山芳泉高等学校 岡山市南区当新田５１番地１ 264-2801 代表取締役 藤原丈士 ㈲毎日 乳類販売業（自動販売形態） 2820264 平成28年4月26日 平成33年12月31日

ドコモショップ岡山南店 岡山市南区当新田７４番地１ 241-6470 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 2822927 平成29年3月28日 平成34年12月31日

ヴィラピオーネ 岡山市南区当新田４８２番地５０ 245-5305 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） 2822702 平成29年2月28日 平成34年12月31日

株式会社オイシス岡山工場 岡山市南区浦安本町５１番地３ 263-2199 代表取締役 仲修 ㈱オイシス 菓子製造業 和菓子 2820801 平成28年6月30日 平成33年12月31日

株式会社オイシス岡山工場 岡山市南区浦安本町５１番地３ 263-2199 代表取締役 仲修 ㈱オイシス 食品の冷凍又は冷蔵業 冷凍食品製造業 2820802 平成28年6月30日 平成33年12月31日

公益財団法人　岡山県学校給食会 岡山市南区浦安本町５９番地４ 263-6465 理事長 三村修 公益財団法人岡山県学校給食会 食肉販売業 2820347 平成28年5月10日 平成33年12月31日

公益財団法人　岡山県学校給食会 岡山市南区浦安本町５９番地４ 263-6465 理事長 三村修 公益財団法人岡山県学校給食会 魚介類販売業 2820348 平成28年5月10日 平成33年12月31日

公益財団法人　岡山県学校給食会 岡山市南区浦安本町５９番地４ 263-6465 理事長 三村修 公益財団法人岡山県学校給食会 食品の冷凍又は冷蔵業 冷凍食品製造業 2820349 平成28年5月10日 平成33年12月31日

公益財団法人　岡山県学校給食会 岡山市南区浦安本町５９番地４ 263-6465 理事長 三村修 公益財団法人岡山県学校給食会 食肉製品製造業 2820350 平成28年5月10日 平成33年12月31日

Ｐ・Ｏ・Ｐカンパニー㈱ 岡山市南区浦安南町２２０番地１ 261-2100 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2821102 平成28年8月9日 平成33年12月31日

Ｐ・Ｏ・Ｐカンパニー 岡山市南区浦安南町２２０番地１ 261-2100 代表取締役 西宮佑二 ㈱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 2821404 平成28年9月27日 平成33年12月31日

旬彩晴 岡山市南区福田１６番地５ 264-3951 鬼塚晴喜 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2821324 平成28年9月15日 平成33年12月31日

ザグザグ豊成店 岡山市南区豊成一丁目３番７号 235-8139 代表取締役 森信 ㈱ザグザグ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2821433 平成28年9月27日 平成33年12月31日

ザグザグ豊成店 岡山市南区豊成一丁目３番７号 235-8139 代表取締役 森信 ㈱ザグザグ 喫茶店営業 純喫茶 2821565 平成28年10月18日 平成33年12月31日

岡山市立市民屋内温水プール 岡山市南区豊成一丁目４番２２号 226-4523 代表取締役 宗安堅志 三洋建材㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2821010 平成28年7月21日 平成33年12月31日

ほっともっと豊成店 岡山市南区豊成二丁目４番１７号 261-5066 代表取締役社長 塩井辰男 ㈱プレナス 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2822256 平成28年12月27日 平成33年12月31日

ほっともっと豊成店 岡山市南区豊成二丁目４番１７号 261-5066 香山貴之 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2822683 平成29年2月28日 平成34年12月31日

ホテルクージー 岡山市南区豊成二丁目５番１２号 259-5150 代表取締役 長尾元気 ㈱ウィン 飲食店営業（旅館） 旅館 2821659 平成28年10月20日 平成33年12月31日

Ｖ’ｓＣａｆｅ岡山南本店 岡山市南区豊成二丁目１２番１号 239-0777 代表取締役 松田高志 ㈱Ｖシステム 飲食店営業（その他） その他 2820799 平成28年7月28日 平成33年12月31日

バージン岡山南本店休憩所前 岡山市南区豊成二丁目１２番１号 261-2727 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 2821116 平成28年8月16日 平成33年12月31日

バージン岡山南本店スロット側通路 岡山市南区豊成二丁目１２番１号 261-2727 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 2821120 平成28年8月16日 平成33年12月31日

カラオケＢａｎＢａｎ  岡山豊成店 岡山市南区豊成二丁目１２番３４号 236-7977 代表取締役 加藤伸司 ㈱シン・コーポレーション 飲食店営業（その他） その他 2821310 平成28年9月13日 平成33年12月31日

Ｂｌｕｅ－Ｔｒｉｐ 岡山市南区豊成三丁目４番１号 坂本哲也 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822559 平成29年2月7日 平成34年12月31日

エビス水産青江店 岡山市南区豊成三丁目１４番５０号 250-1219 代表社員 前田功 合同会社バサラ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2822275 平成28年12月27日 平成33年12月31日

スナックくら蔵 岡山市南区豊成三丁目２０番２５号 264-9987 山本一枝 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2821829 平成28年11月15日 平成33年12月31日

海鮮バル楓 岡山市南区豊成三丁目２３番１号 本原知弥 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2822731 平成29年3月2日 平成34年12月31日

ダイニングカラオケ　アイカラ 岡山市南区豊成三丁目２３番１３号 263-5100 代表取締役 西山仁 ㈱ｆｏｒ　ｔｏｏ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2821018 平成28年7月28日 平成33年12月31日

有限会社ブーシェリー・マルイ 岡山市南区芳泉一丁目２番５号 241-3075 代表取締役 井上博夫 ㈲ブーシェリー・マルイ 食肉販売業 2822182 平成28年12月7日 平成33年12月31日



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
バージン当新田店 岡山市南区芳泉二丁目３番２６号 245-8188 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 2820561 平成28年5月26日 平成33年12月31日

バージン当新田店 岡山市南区芳泉二丁目３番２６号 245-8188 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 2820562 平成28年5月26日 平成33年12月31日


