
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
株式会社冨士麵ず工房 岡山市北区下伊福本町１番４１号 254-4448 代表取締役 波夛伸司 ㈱冨士麺ず工房 そうざい製造業 2921650 平成29年11月14日 平成35年1月31日

吉備長食品 岡山市中区原尾島二丁目７番１７号 273-2200 代表取締役 大野信二 ㈱吉備長食品 そうざい製造業 2920681 平成29年7月4日 平成35年3月31日

株式会社岡三食品 岡山市東区西大寺新地３６０番地８ 942-7781 代表取締役 花田雅江 ㈱岡三食品 そうざい製造業 2922103 平成30年1月30日 平成35年4月30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 そうざい製造業 2921230 平成29年9月26日 平成35年5月31日

３２６チキン 岡山市北区十日市中町１番３６号 232-0326 代表取締役 山口省二 ㈱サブロー そうざい製造業 2920721 平成29年7月13日 平成35年5月31日

株式会社テンダーハーツ 岡山市北区津島西坂二丁目３番４１号近藤ビル２Ｆ 代表取締役 蓬郷健 ㈱テンダーハーツ そうざい製造業 2922621 平成30年3月29日 平成35年7月31日

ｎａｆｅｓ 岡山市南区大福１２４８番地２ 代表取締役 中山和則 ㈱ＮＫフーズ そうざい製造業 2920430 平成29年5月30日 平成34年9月30日

ありがとう 岡山市南区藤田５７８番地９ 296-6486 代表社員 伊藤昭典 合同会社ありがとう そうざい製造業 2922513 平成30年3月13日 平成35年9月30日

ど根性ファーム農産加工事業部 岡山市南区片岡２４６８番地サウスヴィレッジ内農産加工施設 362-5671 代表社員 二神雅一 合同会社ど根性ファーム そうざい製造業 2920877 平成29年7月20日 平成34年9月30日

五城地区活性化協議会 岡山市北区御津新庄３０４０番地岡山市御津五城地区活性化センター 中務昇 そうざい製造業 2921869 平成29年12月14日 平成35年11月30日

くぼ農園（山） 岡山市北区御津紙工３７９１番地 726-0511 代表取締役 林賢治 ㈲吉備路オーガニックワーク そうざい製造業 2921944 平成29年12月19日 平成35年11月30日

含気調理食品株式会社 岡山市北区建部町川口１５３４番地 722-9555 代表取締役 小野真美 含気調理食品㈱ そうざい製造業 2921830 平成29年12月12日 平成35年11月30日

㈱アグリケイエル 岡山市南区築港栄町５番３８号 265-0404 代表取締役 大月知子 ㈱アグリケイエル そうざい製造業 2922455 平成30年3月13日 平成35年12月31日

株式会社はなふさ浦安アグリセンター 岡山市南区浦安南町８７番地２ 265-7500 代表取締役 花房伴僖 ㈱はなふさ そうざい製造業 2922442 平成30年3月6日 平成35年12月31日

車屋 岡山市南区豊成一丁目１番２８－１号 232-5067 渕本一喜 そうざい製造業 2921767 平成29年11月24日 平成34年12月31日

旬菜桜梅豊成店 岡山市南区豊成二丁目５番３１号 234-8842 代表取締役 槇祐輔 ㈱旬菜桜梅 そうざい製造業 2921008 平成29年8月17日 平成34年12月31日

槇商店 岡山市南区豊成二丁目５番３１号 槇祐輔 そうざい製造業 2921007 平成29年8月17日 平成34年12月31日

株式会社バークジャパンセントラルキッチン 岡山市南区下中野１４０９番地１２ 246-3169 代表取締役 遠藤剛一 ㈱バークジャパン ソース類製造業 2922335 平成30年2月20日 平成35年9月30日

戸田屋 岡山市中区倉益１４９番地６ 代表取締役 光田真祐 ㈱ｓｏｌａｓ ソース類製造業 2822550 平成29年4月27日 平成34年10月31日

株式会社冨士麵ず工房 岡山市北区下伊福本町１番４１号 254-4448 代表取締役 波夛伸司 ㈱冨士麺ず工房 めん類製造業 2921649 平成29年11月14日 平成35年1月31日

立身 岡山市北区下中野３３４番地１１３ 244-8600 代表取締役 赤木立身 ㈱立身 めん類製造業 2922331 平成30年2月22日 平成35年5月31日

セブンイレブン岡山大安寺南町店 岡山市北区大安寺南町二丁目１番３７号 256-5110 松岡薫 飲食店営業（その他） その他 2920609 平成29年6月20日 平成35年1月31日

セブンイレブン岡山西野山町店 岡山市北区西野山町１９７７番地１ 254-2552 代表社員 新庄友子 合同会社新庄商店 飲食店営業（その他） その他 2921451 平成29年10月19日 平成35年1月31日

ローソン岡山野殿西町店 岡山市北区野殿西町４１５番地７ 255-7522 代表取締役 高見秀作 ㈱高見 飲食店営業（その他） その他 2920633 平成29年6月20日 平成35年1月31日

ｃｈａｎｔｅｒ　Ｒｉｏｍ　璃音 岡山市北区下伊福一丁目４番３号 井上佳子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922448 平成30年3月20日 平成36年1月31日

エビバルシモンズ 岡山市北区奉還町一丁目６番７号 214-2774 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） 2920352 平成29年5月16日 平成35年1月31日

ＬＥＣＫＥＲ 岡山市北区奉還町二丁目１番２６号 254-8777 代表取締役 金村明 ㈱クオリス 飲食店営業（その他） その他 2920733 平成29年7月6日 平成35年1月31日

ワインと洋食のお店Ｂｕｅｎａ　Ｖｉｓｔａ 岡山市北区奉還町二丁目３番１０号サンヨープレジャー奉還町店舗１Ｆ 289-6401 山口徹 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2922327 平成30年2月27日 平成36年1月31日

旬彩こよみ 岡山市北区奉還町二丁目４番１０号シャンブルビル５Ｆ 金森美惠 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2921421 平成29年10月26日 平成35年1月31日

旬彩秀 岡山市北区奉還町二丁目５番１６号 239-9878 安田秀輝 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920001 平成29年4月6日 平成35年1月31日

生活彩家朝日医療大学校店 岡山市北区奉還町二丁目７番１号 250-0722 代表取締役 松本哲明 アサヒサービス㈱ 飲食店営業（その他） その他 2822828 平成29年4月4日 平成35年1月31日

平成酔虎伝岡山西口店 岡山市北区駅元町２１番１号１・２F 251-1055 代表取締役 半田雄三 ＡＴＴＡＫＡコーポレーション㈱ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2921492 平成29年10月31日 平成35年1月31日

メキシカンバルｂｙタコスタイル 岡山市北区駅元町２２番１６号西口屋ビル１Ｆ 西啓 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920065 平成29年4月27日 平成35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 363-1633 代表取締役 逸見泰久 ㈱逸見商店 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920896 平成29年7月27日 平成35年1月31日

さらり今店 岡山市北区今四丁目１５番２１号犬飼ビル１Ｆ 245-8881 中尾章人 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2921333 平成29年10月24日 平成35年1月31日

ファミリーマート岡山辰巳西店 岡山市北区辰巳４１番地１０８ 805-0277 金島萌花 飲食店営業（その他） その他 2920155 平成29年4月18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１０６ 805-1515 藤井海 飲食店営業（その他） その他 2922031 平成30年1月25日 平成35年1月31日

セブンイレブン岡山田中店 岡山市北区田中１３７番地１１０ 244-8558 代表取締役 安田政弘 ㈱ＹＡＳＵＤＡＹＡ 飲食店営業（その他） その他 2920240 平成29年6月20日 平成35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
ファミリーマート花尻ききょう町店 岡山市北区花尻ききょう町１番地１００ 898-1020 佐藤公昭 飲食店営業（その他） その他 2920723 平成29年7月20日 平成35年1月31日

ローソン岡山撫川店 岡山市北区撫川８７３番地１ 293-7039 大河内諭 飲食店営業（その他） その他 2921384 平成29年11月9日 平成35年1月31日

ファミリーマート岡山庭瀬店 岡山市北区庭瀬４８１番地２ 292-8466 代表取締役 西村多美子 ㈱ライジング・サン 飲食店営業（その他） その他 2921601 平成29年11月14日 平成35年1月31日

喰ちゃん 岡山市北区東花尻３０４番地４ 井村友則 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2922576 平成30年3月20日 平成36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 代表取締役 高見秀作 ㈱高見 飲食店営業（その他） その他 2920643 平成29年6月27日 平成35年1月31日

ローソン岡山庭瀬店 岡山市北区平野９３３番地３ 250-8180 代表取締役 太田一人 ㈱笑嬉 飲食店営業（その他） その他 2920779 平成29年8月8日 平成35年1月31日

ＳＴＡＮＤ１－１野田屋町店 岡山市北区野田屋町一丁目１番１号 230-0165 代表取締役 作元大輔 ㈱シファカ 飲食店営業（その他） その他 2921079 平成29年9月12日 平成35年2月28日

オレンジ 岡山市北区野田屋町一丁目１番４号久永ビル２Ｆ３Ｆ 221-5870 代表取締役 正部貴司 ㈱Ｍａｓａｂａｋｅｒｙ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921001 平成29年8月10日 平成35年2月28日

ＩＲＩＳＨ　ＢＡＲ　７２ 岡山市北区野田屋町一丁目２番２号ハシモトビル 207-2372 代表社員 藤原治 合同会社７２店舗プランニング 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921442 平成29年10月24日 平成35年2月28日

358 岡山市北区野田屋町一丁目５番１８号則武ビル３Ｆ 及部道代 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920440 平成29年5月30日 平成35年2月28日

ｂａｒ　ＡＸ 岡山市北区野田屋町一丁目６番１５号第２瀬戸内ビル３Ｆ 230-1960 田中竜也 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921568 平成29年11月9日 平成35年2月28日

ピアノバー 岡山市北区野田屋町一丁目１１番１０号清水ビル３Ｆ 222-8162 安井寛倫 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922241 平成30年2月6日 平成35年2月28日

としちゃん 岡山市北区駅前町一丁目１番１３号１Ｆ・２Ｆ 238-8233 妹尾利江 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2922366 平成30年2月27日 平成35年2月28日

くし処串輪家 岡山市北区駅前町一丁目３番１８号 224-8686 代表取締役 逸見泰久 ㈱逸見商店 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920895 平成29年7月27日 平成35年2月28日

にこみ瞠る 岡山市北区駅前町二丁目５番２７号 231-1253 植月崇雄 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920154 平成29年6月22日 平成35年2月28日

ＴＨＥ　ＫＩＴＣＨＥＮ 岡山市北区幸町２番１９号 221-0013 石飛人司 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920346 平成29年6月15日 平成35年2月28日

ＣＲＥＰＥ　ＤＥ　ＧＩＲＡＦＥ岡山幸町店 岡山市北区幸町２番２６号竹谷ビル１Ｆ 加藤彰 飲食店営業（その他） その他 2921645 平成29年11月16日 平成35年2月28日

SSS 岡山市北区幸町３番８号丸高ビル3F 244-7929 松本晃典 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922439 平成30年3月6日 平成36年2月29日

ＡＮＧＬＥ　ＳＰＯＲＴＳ　ＢＡＲ 岡山市北区幸町３番１０号第一友澤ビル３Ｆ３０２号 千種将也 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920892 平成29年7月27日 平成35年2月28日

マジックパン 岡山市北区幸町３番１０号第１友澤ビル２Ｆ 234-2121 下村真一 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922361 平成30年2月22日 平成35年2月28日

Ｂａｃａｒｏ 岡山市北区幸町４番２０号アーバンテラス１Ｆ 233-4139 小谷拓也 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921511 平成29年10月31日 平成35年2月28日

コリアンキッチンどんがら 岡山市北区幸町６番２９号ＩＮＧビル１Ｆ・２F 225-5255 代表取締役 立野航平 コリアンフードビジネス㈱ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920859 平成29年7月25日 平成35年2月28日

VESPA 岡山市北区幸町８番２６号ラバンビル３Ｆ 226-3737 藤木均 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922219 平成30年2月20日 平成35年2月28日

セブン－イレブン岡山錦町店 岡山市北区錦町１番２７号 225-5657 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 2922273 平成30年2月20日 平成35年2月28日

Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ　ＣＡＮＤＩＥＳ 岡山市北区錦町３番１０号 201-0402 代表取締役 石井一也 ㈱ＢｒｅｓｔＣｏｍｐａｎｙ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922594 平成30年3月27日 平成36年2月29日

ＣＡＳＵＡＬ　ＢＡＲ　ＨＡＬＥＴ　２ｎｄ 岡山市北区錦町３番２５号錦町ビル３Ｆ 801-0114 代表取締役 石井一也 ㈱ＢｒｅｓｔＣｏｍｐａｎｙ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921885 平成29年12月7日 平成35年2月28日

Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ　ＢＵＮＮＩＥＳ 岡山市北区錦町３番２５号錦町ビル１Ｆ 201-1615 代表取締役 石井一也 ㈱ＢｒｅｓｔＣｏｍｐａｎｙ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921941 平成29年12月14日 平成35年2月28日

ｆｏｒｍ 岡山市北区本町１番１２号みぞい駅前ビル３Ｆ 897-6075 代表取締役 三宅靖雄 ㈱ＮＥＬＳ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920251 平成29年5月2日 平成35年2月28日

エープラスエー 岡山市北区本町２番１６号小林本町ビル３Ｆ 222-5687 内野雅幸 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920692 平成29年6月29日 平成35年2月28日

Ａｉｒｉｓ 岡山市北区本町２番１６号小林本町ビル２Ｆ 坂本海渡 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920727 平成29年7月4日 平成35年2月28日

Ａｉｒｉｓ 岡山市北区本町２番１６号小林本町ビル２Ｆ 230-3933 小林英雅 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921031 平成29年8月24日 平成35年2月28日

Ｄａｒｔｓ　Ａｎｇｅｌ 岡山市北区本町２番１６号小林本町ビル５Ｆ 221-1552 山岡仁 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921827 平成29年12月7日 平成35年2月28日

招福亭喰々 岡山市北区本町２番１６号小林本町ビル４Ｆ 235-0944 奥田太 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2922142 平成30年2月13日 平成35年2月28日

本町ココバル５５酒場 岡山市北区本町２番１７号 235-5575 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） 2920413 平成29年5月25日 平成35年2月28日

糀と燻やま武 岡山市北区本町２番１７号本町オペラビル３Ｆ 222-0370 代表取締役 山下倫弘 ㈲喰楽屋 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2921027 平成29年8月29日 平成35年2月28日

ＨＯＮＭＡＣＨＩ２９０ＢＡＲ 岡山市北区本町５番１０号岡村ビル２Ｆ 225-0290 代表取締役 井上和明 ㈱Ｆｏｏｌｉｓｈ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920267 平成29年5月9日 平成35年2月28日

酒晴ルいちぜん 岡山市北区本町５番１２号 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） 2921018 平成29年8月22日 平成35年2月28日

ｃｈｅｒｉ 岡山市北区本町５番１５号ＰＩＡ本町 221-5161 青山知子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922228 平成30年2月6日 平成35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
和座ダイニング胡白 岡山市北区本町６番３０号セントラルビル４号館 201-0710 代表取締役 山岡悠 ㈱やまおか 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2922440 平成30年3月6日 平成36年2月29日

和食酒場伸たこ 岡山市北区本町６番３６号第一セントラルビルＢ１Ｆ 222-6888 小畑伸介 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920481 平成29年6月20日 平成35年2月28日

LUCｉ 岡山市北区本町８番１５号本町プラザビル２F８－１ 227-2070 井島亜希子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920588 平成29年6月15日 平成35年2月28日

Ｒａｐｔｕｒｅ 岡山市北区本町１０番１６号幸武ビル２Ｆ 230-3307 代表取締役 林晃大 ㈱ラフィネ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922565 平成30年3月20日 平成36年2月29日

次元 岡山市北区本町１０番１８号１・２F 227-5439 代表取締役 樋口健太郎 ㈱ＪＩＮＳＥＩ　Ｇｒｏｗｉｎｇ　Ｕｐ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2921420 平成29年10月31日 平成35年2月28日

三代目鳥メロ岡山本町店 岡山市北区本町１０番２６号本町Ｋビル２Ｆ 212-0266 代表取締役 仲井徹 ㈱仲井家 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920419 平成29年5月23日 平成35年2月28日

Ａｎｔｉｑｕｅ 岡山市北区本町１０番２６号本町Ｋビル４Ｆ 206-6559 平野巧斗 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920691 平成29年6月29日 平成35年2月28日

REEF 岡山市北区柳町一丁目２番１１号VCビル４F 227-1955 入谷悟 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920013 平成29年4月6日 平成35年2月28日

Ｓｍｉｌｅ 岡山市北区柳町一丁目２番１１号ビクトリアクロスビル３Ｆ３０３号 224-6654 中塚昌子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920493 平成29年6月8日 平成35年2月28日

ＺＥＲＯ 岡山市北区柳町一丁目２番１１号ビクトリアクロスビル２F２０３号 235-2828 池田孝治 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921225 平成29年9月21日 平成35年2月28日

や台ずし岡山あくら通町 岡山市北区柳町一丁目３番８号金谷ビル１Ｆ 233-2128 代表取締役 吉岡昌成 ㈱ヨシックス 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2922536 平成30年3月20日 平成36年2月29日

やなぎまち居榮屋 岡山市北区柳町一丁目４番３号クラインガルテン柳町１Ｆ 234-0702 代表取締役 大西康正 ㈱居榮屋 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2921020 平成29年8月24日 平成35年2月28日

居酒屋一期一縁 岡山市北区柳町一丁目６番１号ＹＳタウン柳町１Ｆ１０５号 206-4723 代表取締役 伊原靖二 ㈱一期一縁 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2922642 平成30年3月29日 平成36年2月29日

ｖｉｏｌａ（ビオラ） 岡山市北区柳町一丁目９番１４号柳町３３ビル４Ｆ４０１号 坂本志津子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920064 平成29年4月25日 平成35年2月28日

Ｓｏｒｅｌｌａ　Ｓｏｒｅｌｌａ 岡山市北区柳町一丁目９番１４号柳町３３ビル９Ｆ９０２号 227-1638 浅原貴美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920486 平成29年6月6日 平成35年2月28日

コスプレぱらだいす 岡山市北区柳町一丁目９番２０号シティ柳町１Ｆ１０２・１０３号 村山健一 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921986 平成29年12月21日 平成35年2月28日

Ｂａｒ　ＳｐａｄＥ 岡山市北区柳町一丁目１４番１２号西川１００ビル７Ｆ７０３号 代表取締役 上岡空 ㈱セフィロス 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920011 平成29年4月4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 代表社員 河本真由美 合同会社小粋 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920677 平成29年6月29日 平成35年2月28日

ＳＡＬＯＮ 岡山市北区柳町一丁目１４番１２号西川１００ビル７Ｆ７０１号 233-1221 檜本純香 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921741 平成29年11月28日 平成35年2月28日

ＮＳＢ２９ 岡山市北区柳町一丁目１４番１５号藤井ビル１Ｆ 801-6001 代表取締役 須田智紀 ㈱二代目菊池 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921052 平成29年8月31日 平成35年2月28日

夜食屋 岡山市北区柳町一丁目１４番１５号藤井ビル２Ｆ 高橋芳都弥 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2921063 平成29年9月12日 平成35年2月28日

らしく 岡山市北区柳町一丁目１４番１９号コトブキビル４Ｆ 天野廣子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920674 平成29年6月27日 平成35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 238-7222 代表取締役 藤崎智浩 ㈱ｏｆｆｉｃｅ５５ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921098 平成29年9月7日 平成35年2月28日

Ｙｏｕｒｓ 岡山市北区柳町二丁目１番７号ラ・ポールビル４Ｆ 飯島拓司 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921886 平成29年12月14日 平成35年2月28日

ブーケ 岡山市北区柳町二丁目２番１０号 後藤香 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921025 平成29年9月5日 平成35年2月28日

串ＤｏＫｏＲｏゴッち 岡山市北区柳町二丁目３番５号エレガンスビル１Ｆ 206-3038 三宅顕史 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2921369 平成29年10月12日 平成35年2月28日

Ｌａ　Ｆｒａｉｓｅ 岡山市北区柳町二丁目３番１５号第２高田ビル１Ｆ北側 今城沙都 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921760 平成30年1月18日 平成35年2月28日

フォーエバー 岡山市北区柳町二丁目４番９号高田ビル１Ｆ 231-8664 崔順美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921029 平成29年8月31日 平成35年2月28日

ＢＡＲおじさん 岡山市北区柳町二丁目６番６号柳町長屋１Ｆ１０２号 石井浩二 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920952 平成29年8月8日 平成35年2月28日

鉄板居酒屋ぼうず 岡山市北区柳町二丁目１０番６号柳町１０３番館１Ｆ１Ｄ 小原浩揮 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920464 平成29年6月1日 平成35年2月28日

炭焼き工房てん 岡山市北区柳町二丁目１０番１３号 232-9120 秋田真一 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920203 平成29年4月25日 平成35年2月28日

てっぽうトとり 岡山市北区柳町二丁目１０番１３号 233-0128 増成かおり 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2922357 平成30年3月6日 平成36年2月29日

セブン‐イレブン岡山弓之町店 岡山市北区弓之町１７番１号 224-7578 代表取締役 羽原巧治 フェザーフィールド㈱ 飲食店営業（その他） その他 2922289 平成30年2月13日 平成35年2月28日

セブン‐イレブン岡山南方５丁目店 岡山市北区南方五丁目１番４号 255-0260 笹田和由 飲食店営業（その他） その他 2920465 平成29年6月6日 平成35年2月28日

ジービーズカフェ岡山店 岡山市北区南方五丁目６番３４号南方赤松ビル１Ｆ 255-8272 谷口晃一 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2922300 平成30年2月20日 平成35年2月28日

酒工房独歩館 岡山市中区西川原１８４番地 270-8111 代表取締役 宮下武一郎 宮下酒造㈱ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920386 平成29年6月15日 平成35年3月31日

酒屋醤 岡山市中区国富８５２番地 272-3651 石原誠一郎 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2921099 平成29年9月7日 平成35年3月31日

パークス東山店 岡山市中区東山二丁目２番２５号 272-1294 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 2920731 平成29年8月1日 平成35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ＪＲ高島駅西店 岡山市中区清水二丁目９８番７号 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 2921920 平成29年12月28日 平成35年3月31日

カフェ・バンカレラ東岡山店 岡山市中区下４５４番地１ 278-7772 代表取締役社長 佐谷友巳 ㈱マルハンダイニング 飲食店営業（その他） その他 2920617 平成29年7月13日 平成35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 代表取締役 妹尾直人 ＳＥＮＯＯ㈱ 飲食店営業（その他） その他 2921040 平成29年8月29日 平成35年3月31日

居酒屋彩月 岡山市中区中井４３７番地６ 275-2424 代表取締役 今井正和 アスロック㈱ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2922497 平成30年3月13日 平成35年3月31日

ふる里農園 岡山市東区宍甘１２４１番地 樋上邦子 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2921014 平成29年8月17日 平成35年4月30日

ローソン岡山藤井店 岡山市東区藤井２３９番地１ 278-1383 三宅司 飲食店営業（その他） その他 2921755 平成29年12月5日 平成35年4月30日

韓国料理７７ 岡山市東区益野町２５０番地９ 徐薫 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2921030 平成29年8月29日 平成35年4月30日

風屋 岡山市東区松新町２０８番地４-２０８ビル１Ｆ１０２号 943-6004 岡﨑昌仁 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920087 平成29年4月20日 平成34年4月30日

ファミリーマート西大寺中店 岡山市東区西大寺中二丁目２４番２２号 943-2711 西村義則 飲食店営業（その他） その他 2921173 平成29年9月26日 平成35年4月30日

さつまや 岡山市東区君津２３９番地２ 穂満征男 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2920853 平成29年8月3日 平成35年4月30日

セブンイレブン岡山竹原店 岡山市東区竹原１６２９番地３ 297-3999 代表取締役 山中洋 ㈲コンビニエンスやまなか 飲食店営業（その他） その他 2921836 平成29年12月7日 平成35年4月30日

ファミリーマート岡山平島店 岡山市東区東平島８９番地１ 297-0588 森本幸久 飲食店営業（その他） その他 2922099 平成30年1月18日 平成35年4月30日

ローソン岡山瀬戸町店 岡山市東区瀬戸町江尻１０９１番地１ 952-5380 栢野秀徳 飲食店営業（その他） その他 2920973 平成29年9月7日 平成35年4月30日

ｃｌｏｃｈｅｔｔｅ 岡山市東区瀬戸町瀬戸３９９番地１ 952-9680 髙岸真司 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2922045 平成30年1月16日 平成35年4月30日

遊器ギャラリー 岡山市北区下中野３５８番地１０８ 244-1114 代表取締役 福光富則 ㈱菜の花プロデュース 飲食店営業（その他） その他 2920900 平成29年7月27日 平成35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 代表社員 齋藤秀之 グッドフィール合同会社 飲食店営業（その他） その他 2921976 平成29年12月21日 平成35年5月31日

ロイヤルホール３Ｆ 岡山市北区野田二丁目１１番１号ロイヤルホール３Ｆ 245-4444 代表取締役 田中勝博 ㈱椿 飲食店営業（その他） その他 2921032 平成29年8月31日 平成35年5月31日

ローソン岡山野田西店 岡山市北区野田三丁目８番１７号 243-1267 代表取締役 高見秀作 ㈱高見 飲食店営業（その他） その他 2920638 平成29年6月22日 平成35年5月31日

㈱セレマ野田シティホール 岡山市北区野田三丁目１７番２６号１Ｆ・２Ｆ 243-1199 代表取締役 田中勝博 ㈱椿 飲食店営業（その他） その他 2921054 平成29年9月5日 平成35年5月31日

ローソン岡山大供本町店 岡山市北区大供本町４８７番地 222-3963 藤原薫 飲食店営業（その他） その他 2920304 平成29年5月11日 平成34年5月31日

プラティック 岡山市北区東中央町２番５号 代表取締役 ルクメガト　アライヤル ＰＲＡＳＨＮＡ　ＴＲＡＤＩＮＧ㈱ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920176 平成29年4月20日 平成34年5月31日

HE-SO 岡山市北区清輝橋一丁目４番１５号清輝堂第二ビル１Ｆ 801-0670 水谷友哉 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921702 平成29年11月21日 平成35年5月31日

ローソン岡山十日市店 岡山市北区十日市中町６番２８号 234-7575 西山謙一 飲食店営業（その他） その他 2922415 平成30年3月22日 平成35年5月31日

ピザハット奥田店 岡山市北区奥田二丁目４番２２号林建築ビル１Ｆ 223-1830 代表取締役 田部長右衛門 ㈱田部 飲食店営業（その他） その他 2921705 平成29年11月21日 平成35年5月31日

セブンイレブン岡山奥田店 岡山市北区奥田二丁目９番３０号 224-8006 代表社員 齋藤秀之 グッドフィール合同会社 飲食店営業（その他） その他 2921972 平成29年12月21日 平成35年5月31日

Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｂａｒ　Ｔｉｐｓｙ 岡山市北区奥田南町５番２６号 289-5166 田邊治 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920469 平成29年6月13日 平成35年5月31日

中山下Uｎｃｈａｉｎ 岡山市北区中山下一丁目７番２７号 222-3337 代表取締役 河野初仁 河野建設㈱ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920743 平成29年7月4日 平成35年6月30日

にっぱち居酒屋鳥兄弟岡山店 岡山市北区中山下一丁目８番１号ロイヤルコーポ２Ｆ 238-4560 代表取締役 長尾竜次 ㈱ＢＢｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2921234 平成29年9月28日 平成35年6月30日

スカイガーデングランプアルミン 岡山市北区中山下一丁目１０番３０号福武ジョリービル屋上 224-0098 中桐信行 飲食店営業（その他） ビヤガーデン 2920552 平成29年6月8日 平成34年6月30日

麺酒一照庵 岡山市北区中山下二丁目１番２１号中山下２１ビル１Ｆ１０１号 大野浩史 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2922433 平成30年3月13日 平成35年6月30日

中山下バル 岡山市北区中山下二丁目１番５５号 224-1199 代表取締役 羽村敏哉 ＣｏＬｏ㈱ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920705 平成29年6月29日 平成34年6月30日

和風居酒屋わらじや 岡山市北区中山下二丁目２番２２号 代表取締役 森脇博昭 ㈱モリワキ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2922028 平成30年1月4日 平成35年6月30日

スナ飯あんな 岡山市北区中山下二丁目３番４９号中村第一ビル４Ｆ南 233-0001 仲智美保恵 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922006 平成29年12月26日 平成35年6月30日

Ｇｕｉｌｔｙ 岡山市北区中山下二丁目３番４９号中村第１ビル５Ｆ 231-0141 田上寛 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922468 平成30年3月8日 平成35年6月30日

奥田屋 岡山市北区中山下二丁目５番９号吉田ビル 221-6577 片岡直俊 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2921707 平成29年12月5日 平成35年6月30日

個室いざかや中山下屋 岡山市北区中山下二丁目５番５６号 227-4545 中川亨 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2921316 平成29年10月12日 平成35年6月30日

ｃｌｕｂ瀬里奈 岡山市北区中央町１番９号 223-4446 代表取締役 佐野高典 ㈱瀬里奈 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920077 平成29年4月18日 平成34年6月30日

ＫＡＲＲＵ 岡山市北区中央町１番１３号カレント壱番館７Ｆ７０２号 223-1610 松下裕子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920370 平成29年5月23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
ラウンジレヴュ 岡山市北区中央町１番１３号カレント壱番館８Ｆ８０５号 221-5001 白井純子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920441 平成29年5月30日 平成34年6月30日

Ｌｉａｎ 岡山市北区中央町１番１３号カレント壱番館８Ｆ８０１号 227-0511 和多智美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920487 平成29年6月6日 平成34年6月30日

凛と 岡山市北区中央町１番１３号カレント壱番館７Ｆ７０５号 230-2752 光友絵美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921211 平成29年9月19日 平成35年6月30日

Ｌｅ　Ｃｏｅｕｒ 岡山市北区中央町１番１３号カレント壱番館８Ｆ８０３号 221-5556 大塚美香 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922347 平成30年2月27日 平成35年6月30日

ジュリエット 岡山市北区中央町１番１３号カレント壱番館２Ｆ２０１号 角野泰生 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922590 平成30年3月27日 平成35年6月30日

ｌｅ　ｌｙｓ　ｂｌａｎｃ　リヴラン 岡山市北区中央町１番１７号風見鶏の館２Ｆ４号 221-6213 長谷井理恵 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921439 平成29年10月19日 平成35年6月30日

エロージュ 岡山市北区中央町１番２６号ウエストリバー西川ＭＯＳＡＩＣ２F２０１号 235-3066 神谷淳子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922025 平成30年1月9日 平成35年6月30日

Ｌｏｕｎｇｅ　ＰＲＩＭＩＡ 岡山市北区中央町１番２６号ウエストリバー西川ＭＯＳＡＩＣ５Ｆ５０３号 232-8008 安東杏奈 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922381 平成30年3月27日 平成35年6月30日

Ｌｉｌｙ 岡山市北区中央町１番２６号ウエストリバー西川ＭＯＳＡＩＣ５Ｆ５０１号 231-8877 松本梨江 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922410 平成30年3月6日 平成35年6月30日

Ｌａ　Ｃｈｅｒｅａ 岡山市北区中央町１番２６号ウエストリバー西川ＭＯＳＡＩＣ３Ｆ３０１号 長船惠子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922444 平成30年3月13日 平成35年6月30日

花咲 岡山市北区中央町１番２６号ウエストリバー西川ＭＯＳＡＩＣ２Ｆ２０４号 馬紅菊 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922601 平成30年3月29日 平成35年6月30日

水仙花 岡山市北区中央町２番１号ミゾテビル１Ｆ２号 223-5551 長﨑麗子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921264 平成29年9月28日 平成35年6月30日

ＧＬＯＷ 岡山市北区中央町２番２号雪絵ビル５Ｆ 逢澤昌志 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921505 平成29年10月26日 平成35年6月30日

ｓｈａｍｐｏｏ 岡山市北区中央町２番２号雪絵ビル３Ｆ３０１号 山岡正樹 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921627 平成29年11月14日 平成35年6月30日

ＬＯＵＮＧＥ　Ｏ 岡山市北区中央町２番８号－２F 232-1222 西井久美子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920503 平成29年6月20日 平成34年6月30日

Ｓｕｎ　Ｍｏｏｎ 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル３Ｆ３０７号 206-6018 若松志唯奈 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920204 平成29年4月25日 平成34年6月30日

Ｌｏｕｎｇｅ　Ｂｒｉｌｌａｎｔｅ 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル９Ｆ９０４号 西本陽介 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920264 平成29年5月2日 平成34年6月30日

ＵＮＩＴＥＤ　～ｔｈｅ　ｒｏｏｔｓ～ 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル１０Ｆ１００１号 江口彰 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920918 平成29年7月27日 平成35年6月30日

カリス 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル４Ｆ４０４号 来田一磨 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920966 平成29年8月8日 平成35年6月30日

ラウンジＢｒｕｇｇｅ 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル６Ｆ６０１号 代表取締役 加藤正和 エムケーテック㈱ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921320 平成29年10月10日 平成35年6月30日

Ｓｅｌｅｎｅ 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル６Ｆ６０４号 川本竜也 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921395 平成29年10月12日 平成35年6月30日

ｃｈａ－ 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル５Ｆ５０４号 山田恵利子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921578 平成29年11月14日 平成35年6月30日

Ｓｏｉｒｅｅソワレ 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル９Ｆ９０２号 232-2680 根本真澄 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921626 平成29年11月14日 平成35年6月30日

マリア倶楽部 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル２Ｆ２０６号 233-5110 桐野かおり 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922118 平成30年1月25日 平成35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 225-2828 井上千尋 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922253 平成30年2月8日 平成35年6月30日

ラウンジＬｕｃｅｎｔ 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル３Ｆ３０９号 代表取締役 岡部浩志 ㈱ワイズコネクト 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922469 平成30年3月8日 平成35年6月30日

クラブラウンジプラチナ 岡山市北区中央町２番１４号２０ビル８Ｆ８０４号 227-1107 井上亜弓 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922650 平成30年3月29日 平成35年6月30日

ＲＩＶＯＬＵＺＩＯＮＥ 岡山市北区中央町２番１９号グランデ岡山４Ｆ４０２号 222-2323 安井智子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921334 平成29年10月10日 平成35年6月30日

B.I.G.ｗｉｔｈ.Baron 岡山市北区中央町２番２６号エリートギャラリー 村上翔 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921714 平成29年12月5日 平成35年6月30日

ルーチェ 岡山市北区中央町３番３３号社交ビル５Ｆ５０１号 222-5187 武小月 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920451 平成29年5月30日 平成34年6月30日

Ｋａｏｓ 岡山市北区中央町３番３３号社交ビル４Ｆ４０２号 227-0373 三宅邦彦 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922434 平成30年3月6日 平成35年6月30日

Ｐｒｅｔｔｙ　Ｐｌａｃｅ 岡山市北区中央町３番３５号クリスタルハイツ２Ｆ２１５号 植木真菜美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920197 平成29年4月25日 平成34年6月30日

ＬＵＭＩＮＯＵＳ 岡山市北区中央町３番３５号クリスタルハイツ２Ｆ２１２号 234-0101 萩原夏菜 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920663 平成29年7月4日 平成35年6月30日

Ｒｅｆｌｅｔ 岡山市北区中央町３番３５号クリスタルハイツ２Ｆ２１５号 西岡果歩 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921405 平成29年10月17日 平成35年6月30日

Ｌｉｌｉａｎｅ 岡山市北区中央町３番３７号中央第５ビル２Ｆ２０４号 222-5220 三宅奈千加 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921437 平成29年10月19日 平成35年6月30日

ＰＵＲＥ　ＯＡＳＩＳ 岡山市北区中央町３番３７号中央第５ビル３Ｆ３０６号 226-8851 濵田恵 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921962 平成29年12月19日 平成35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６Ｆ６０１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） 2921410 平成29年10月24日 平成35年6月30日

CHOCOLA 岡山市北区中央町４番３号ニューインタービル６F６０２号 227-5558 石原裕美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921490 平成29年11月2日 平成35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
ビアード 岡山市北区中央町４番５号中央町プラザ３F３０２号 233-0102 井上純子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920744 平成29年7月25日 平成35年6月30日

ひかり 岡山市北区中央町４番５号中央町プラザ２Ｆ２０７号 224-3988 出口秀美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920894 平成29年7月27日 平成35年6月30日

ふたひら 岡山市北区中央町４番５号中央町プラザ４Ｆ４０１号 服部章 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921236 平成29年9月26日 平成35年6月30日

コスモス 岡山市北区中央町４番５号中央町プラザ２Ｆ２０１号 李美善 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921493 平成29年10月26日 平成35年6月30日

ｃｌｅ’ 岡山市北区中央町４番５号中央町プラザ３Ｆ３０７号 233-1100 星島真紀 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922140 平成30年1月25日 平成35年6月30日

ルシファー 岡山市北区中央町４番６号サントリープラザ２Ｆ２０３号 233-3882 延本孝至 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920088 平成29年4月13日 平成34年6月30日

オパール 岡山市北区中央町４番６号サントリープラザ２Ｆ２０２号 233-3551 代表取締役 安井久美子 ㈱安井 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920913 平成29年8月1日 平成35年6月30日

ＴＩＦＦＡＮＹ 岡山市北区中央町４番７号エミーナビル６F６０２号 趙書潁 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920354 平成29年5月18日 平成34年6月30日

Ｍａｓｑｕｅｒａｄｅ 岡山市北区中央町４番７号エミーナビル３Ｆ３０１号 片岡宏美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920555 平成29年6月15日 平成34年6月30日

スナックＴＳＵＴＳＵＭＩ 岡山市北区中央町４番７号エミーナビル４F４０３号 230-1290 堤良一 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921436 平成29年10月24日 平成35年6月30日

ＬＵＸＩＳ 岡山市北区中央町４番７号エミーナビル４Ｆ４０１号 橋本圭司 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921769 平成29年11月30日 平成35年6月30日

雪 岡山市北区中央町４番１０号第二井元ビル３Ｆ３０４号 225-4427 柳亨旻 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920496 平成29年6月29日 平成34年6月30日

マテリアル 岡山市北区中央町４番１０号井元ビル４Ｆ４０５号 221-8880 松本優子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920716 平成29年6月30日 平成34年6月30日

居酒屋夕焼酒場 岡山市北区中央町４番１０号第１井元ビル１Ｆ１０６号 森下清 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920940 平成29年8月3日 平成35年6月30日

ｃｈｉｃｋｅｎ’ｓ　Ｂｅｓｔ　ライム 岡山市北区中央町４番１０号第一井元ビル１Ｆ２号 岡本グレイス 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920948 平成29年8月1日 平成35年6月30日

昇ＮＯＢＯＲＵ 岡山市北区中央町４番１０号イモトビル２Ｆ２０１・２０２号 201-2955 則枝真弓 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922150 平成30年1月23日 平成35年6月30日

ｃｏｍｆｏｒｔ 岡山市北区中央町４番１０号井元ビル４Ｆ 234-8585 紀マサ子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922376 平成30年2月23日 平成35年6月30日

舎廊 岡山市北区中央町４番１４号中央町第二ファミリービル４Ｆ４０１号 朴海錫 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920542 平成29年6月15日 平成34年6月30日

ティアーズ 岡山市北区中央町４番１４号第二ファミリービル３Ｆ３０２号 楠佑樹 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921576 平成29年11月9日 平成35年6月30日

Ｇｒａｃｉａ 岡山市北区中央町４番１４号第二ファミリービル４Ｆ４０１号 齋藤芽生 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922517 平成30年3月15日 平成35年6月30日

Ｆａｉｔｈ 岡山市北区中央町４番２４号ケイアイビル岡山２Ｆ２０１号 221-5003 田中忍 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920480 平成29年5月30日 平成34年6月30日

LaLa 岡山市北区中央町４番２４号ケイアイビル４F 渡部真覚 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920499 平成29年6月6日 平成34年6月30日

Ｆａｉｔｈ 岡山市北区中央町４番２４号ケイアイビル２Ｆ 221-5003 谷井克行 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921053 平成29年9月5日 平成35年6月30日

まりおねっと 岡山市北区中央町４番２７号パークサイドプラザビル２Ｆ２０３号 234-1336 橘貴代子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921012 平成29年8月29日 平成35年6月30日

しぐれ亭 岡山市北区中央町４番２７号パークサイドプラザビル２F２０２号 山下貞恵 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922040 平成30年1月30日 平成35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 吉田美希 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922441 平成30年3月8日 平成35年6月30日

相席ラウンジＳＨＩＮＥ 岡山市北区中央町６番２５号中央コーポ２Ｆ 206-5955 代表取締役 出宮大希 ㈱ミスシャイン 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920728 平成29年7月4日 平成35年6月30日

CARA 岡山市北区中央町６番２６号タイムビル３F３０１号 石井ゆみ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920008 平成29年4月11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２Ｆ４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） 2920261 平成29年5月2日 平成34年6月30日

ｂｒｉｌｌｅｒ 岡山市北区中央町６番２６号ダイムビル３Ｆ４号 235-1010 佐田野亜友子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920962 平成29年8月8日 平成35年6月30日

リーベ 岡山市北区中央町６番２６号大阪屋タイムビル４Ｆ４０１号 224-3915 池本憲彦 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922098 平成30年1月18日 平成35年6月30日

ｈａｒｕｉ 岡山市北区中央町６番２６号タイムビル３Ｆ４号 235-1010 水田果那 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922182 平成30年2月1日 平成35年6月30日

ｅｃｌａｔ 岡山市北区中央町７番６－２号サンシスビル２Ｆ 237-3319 片山佳子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921122 平成29年9月12日 平成35年6月30日

しゃぶ久 岡山市北区中央町７番６－２号サンシスビル１Ｆ 236-1010 大神田久美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2921169 平成29年9月14日 平成35年6月30日

ゆか 岡山市北区中央町７番７号中央町ファミリービル６F６０２号 林明子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920055 平成29年4月11日 平成34年6月30日

ラ・リベルテ 岡山市北区中央町７番７号中央町ファミリービル５Ｆ５０４号 藤原博之 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920687 平成29年6月27日 平成34年6月30日

Ａｉｌｅ 岡山市北区中央町７番１０号第２パラダイス２Ｆ 227-0065 犬飼美幸 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921286 平成29年10月3日 平成35年6月30日

アマランス 岡山市北区中央町７番１０号中央町第２パラダイスビル２Ｆ２０１号 227-0099 山本和範 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922190 平成30年1月30日 平成35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
ＢａＢａ－Ｂａｒ 岡山市北区中央町７番１３号アカマツ１５ビル２Ｆ２０３号 高木容子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921867 平成29年12月12日 平成35年6月30日

蘭 岡山市北区中央町７番１３号赤松１５ビル岡山２F２０１号 233-3131 妹尾麻起子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922346 平成30年2月22日 平成35年6月30日

ネオバービー 岡山市北区中央町７番２４号セントラルプラザビル３F３０１号 代表取締役 須田智紀 ㈱二代目菊池 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920259 平成29年5月2日 平成34年6月30日

ＫＩＮＧＳ 岡山市北区中央町７番２４号セントラルプラザ５Ｆ５０８号 225-8810 森岡哲也 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920573 平成29年6月22日 平成34年6月30日

Ｓｈａｉｎｅ 岡山市北区中央町７番２４号セントラルプラザ４Ｆ４０３号 232-2270 竹原知子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920673 平成29年6月29日 平成34年6月30日

ホワイトライ 岡山市北区中央町７番２４号セントラルプラザ３Ｆ３０９号 234-7328 夏山光海 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920694 平成29年7月4日 平成35年6月30日

ＡｓｈＲａｙ 岡山市北区中央町７番２４号セントラルプラザ４Ｆ４０６号 内藤宏子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921318 平成29年10月10日 平成35年6月30日

Ｙ．ｙｅｌｌワイエール 岡山市北区中央町７番２４号セントラルプラザ４Ｆ４０１号 232-2505 上田敦子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921319 平成29年10月12日 平成35年6月30日

ＢＥＬｉＮＤＡ 岡山市北区中央町７番２４号セントラルプラザ１Ｆ１０６号 藤本憲作 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921332 平成29年10月10日 平成35年6月30日

Ｈｏｒａ 岡山市北区中央町７番２４号セントラルプラザ１F１０６号 代表取締役 大前優輝 ㈱大輝建設 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921877 平成29年12月7日 平成35年6月30日

たらら 岡山市北区中央町８番１号 代表取締役 花尾和久 ㈱クロジ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2922183 平成30年1月26日 平成35年6月30日

Ｂｅｌｌｅ 岡山市北区中央町８番１６号銀の館２Ｆ２０５号室 岩井麻弥 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920670 平成29年6月27日 平成34年6月30日

Ｒｅｉｒ　Ｇｕｆｏ 岡山市北区中央町８番１６号銀の館５Ｆ５０６号 223-8817 安東美緒 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921740 平成29年11月28日 平成35年6月30日

Ｑｕｅｅｎ 岡山市北区中央町８番１８号ナショビル３Ｆ３０１号 226-3434 金田美穂 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921528 平成29年11月7日 平成35年6月30日

アヴァンセ 岡山市北区中央町９番１０号ＴＭ２２ビル４Ｆ４０５号 230-0558 夏山実 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822940 平成29年4月4日 平成34年6月30日

Ｊｕｎｅ（ジューン） 岡山市北区中央町９番１０号TM２２ビル４F４０２号 西山丈司 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920660 平成29年6月22日 平成34年6月30日

Ｔｒｉｎｉｔｙ 岡山市北区中央町９番１０号ＴＭ２２ビル３Ｆ３０１号 231-0823 Ｋｏｍｏｒｉ　Ｍａ　Ｇｒａｃｅ　Ａｚａｒｃｏｎ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921567 平成29年11月7日 平成35年6月30日

Ｌｏｕｎｇｅ　Ｙ 岡山市北区中央町９番１０号ＴＭ２２ビル２Ｆ２０１・２０２号 233-7783 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） 2921592 平成29年11月30日 平成35年6月30日

ＫＡＲＭＡ 岡山市北区中央町９番１４号岡山２５ビル５Ｆ５０１号 234-5507 河野幸代 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921123 平成29年9月12日 平成35年6月30日

藍・らん 岡山市北区中央町９番１４号岡山２５ビル２Ｆ 233-9733 栗原昭美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921237 平成29年9月28日 平成35年6月30日

伽羅 岡山市北区中央町９番１６号岡山２３ビル２Ｆ２０１号 227-3300 河上陽子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920961 平成29年8月2日 平成35年6月30日

ＴＳＵＢＡＫＩ椿 岡山市北区中央町９番１６号岡山２３ビル８Ｆ８０２号 熊谷美咲 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921061 平成29年9月12日 平成35年6月30日

Ｄｉａｍｏｎｄ　Ｍｏｏｎ 岡山市北区中央町９番１６号岡山２３ビル７Ｆ７０１号 233-9988 赤木静子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921100 平成29年10月12日 平成35年6月30日

エレナ 岡山市北区中央町９番１６号岡山２３ビル６Ｆ６０２号 井手ノ瀬勝敏 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922435 平成30年3月6日 平成35年6月30日

チャギヤ 岡山市北区中央町９番２６号 222-2919 長谷井亮文 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920734 平成29年7月6日 平成35年6月30日

きりんや 岡山市北区田町一丁目７番５号 233-5862 代表取締役 野村昌也 ㈱エストカンパニー 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2921172 平成29年9月14日 平成35年6月30日

Ｈｙｓｓｏｐ 岡山市北区田町一丁目７番２４号ニュー田町ビル５Ｆ 221-7266 小野仁 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920934 平成29年9月5日 平成35年6月30日

クレオール 岡山市北区田町一丁目９番１７号岩崎ビル１Ｆ 201-3113 代表社員 新名真和 見国合同会社 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922180 平成30年2月6日 平成35年6月30日

スナックパンサー 岡山市北区田町一丁目１１番５号三誠ビル２Ｆ２０２号 226-0734 藤原京子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922138 平成30年1月23日 平成35年6月30日

ｍｉｘｂａｒ　ＰＬＡＮＥＴ 岡山市北区田町二丁目１番１号木村ビル４F４０４号 藤原恵美子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921606 平成29年11月21日 平成35年6月30日

Ｍａｌｔ　ｂａｒ　Ｎｉｓｈｉｍｏｔｏ 岡山市北区田町二丁目１番１号木村ビル４Ｆ４０３号 西本圭児 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922188 平成30年2月15日 平成35年6月30日

スナック久美 岡山市北区田町二丁目６番５号サンシャインプラザ１Ｆ 231-4026 綱嶋千恵子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920572 平成29年6月15日 平成34年6月30日

ｉｎｆｉｎｉｔｙ 岡山市北区田町二丁目６番５号サンシャインプラザ２Ｆ２０４号 221-2257 前田佳奈子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921239 平成29年9月28日 平成35年6月30日

ＧＥＮＥＳＩＳ 岡山市北区田町二丁目６番５号サンシャインプラザ２Ｆ２０１号 井上一博 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921887 平成30年1月23日 平成35年6月30日

縁 岡山市北区田町二丁目６番５号サンシャインプラザ４Ｆ 井上実千枝 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922191 平成30年1月30日 平成35年6月30日

角打ちつるや 岡山市北区田町二丁目６番１０号 道満正英 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2922380 平成30年2月27日 平成35年6月30日

Ｂａｒ　ＸＹＺ 岡山市北区田町二丁目６番１９号ダイシンビル２Ｆ２０２号 北野隼人 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921747 平成29年11月28日 平成35年6月30日

ジュエル 岡山市北区田町二丁目６番２２号田町昭和ビル１Ｆ東 222-5077 那須野孝太 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920591 平成29年6月15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
Ｂａｒ　Ｒｏｏｍ　たまき 岡山市北区田町二丁目７番６号エミネント田町５F５０１号 吉川美穂 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2822959 平成29年4月6日 平成34年6月30日

橙 岡山市北区田町二丁目７番６号エミネント田町３Ｆ５号 井上直美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920255 平成29年5月2日 平成34年6月30日

ベルフルール 岡山市北区田町二丁目７番６号エミネント田町４Ｆ３号 232-8232 長尾美喜恵 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920475 平成29年5月30日 平成34年6月30日

佳音 岡山市北区田町二丁目７番６号エミネント田町４Ｆ４０２号 234-6300 代表取締役 池上佳津子 ㈲佳音 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920571 平成29年6月15日 平成34年6月30日

佳々 岡山市北区田町二丁目７番６号エミネント田町１Ｆ１０２号 中山麻衣 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921701 平成29年11月21日 平成35年6月30日

あかんたれ 岡山市北区田町二丁目８番３号－１Ｆ南 岡山健司 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920463 平成29年5月30日 平成34年6月30日

CLUB　Ａｄｄｉｃｔ 岡山市北区田町二丁目９番１１号シャトーヤナギビル１Ｆ 西木智行 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921548 平成29年11月2日 平成35年6月30日

小鉄 岡山市北区田町二丁目１０番３号第２田町赤松ビル１Ｆ１０１号 227-0125 西﨑雄治 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2922326 平成30年2月27日 平成35年6月30日

ＣＡＲＮＥＴ 岡山市北区田町二丁目１０番１３号ステムビル５Ｆ５０１号 221-7801 小林芳江 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921723 平成29年11月21日 平成35年6月30日

しゃぶ清 岡山市北区田町二丁目１０番２２号 232-7744 田村泉 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2921417 平成29年10月19日 平成35年6月30日

ハッピー 岡山市北区田町二丁目１１番１号パラダイス田町１Ｆ 227-1150 藤原博之 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920477 平成29年6月1日 平成34年6月30日

おふくろ家 岡山市北区田町二丁目１１番１号パラダイス田町ビル１Ｆ１０３号 森下實光 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2921693 平成29年11月21日 平成35年6月30日

ガーデンクラブ祇園 岡山市北区田町二丁目１１番１５号１F・２F・３F 803-8855 代表取締役 塩尻幸人 ㈲新和興産 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920191 平成29年4月25日 平成34年6月30日

Ｅｖａ 岡山市北区田町二丁目１２番２２号アスパイア参番館２Ｆ２０１号 223-4770 代表取締役 近藤健 ㈱アトム 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921825 平成29年12月5日 平成35年6月30日

ＬＵＭＭＥＬ 岡山市北区田町二丁目１２番２２号アスパイア参番館４Ｆ４０６号 230-0841 重藤弥生 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921826 平成29年12月7日 平成35年6月30日

Ｌｕｎａ 岡山市北区田町二丁目１２番２２号アスパイア参番館１Ｆ１０３号 201-0552 河合愛花 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921852 平成29年12月7日 平成35年6月30日

ありき 岡山市北区田町二丁目１４番１４号メッセカワカミ１F 234-8897 木村清二 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920220 平成29年4月25日 平成34年6月30日

鳳仙花 岡山市北区田町二丁目１４番１４号メッセかわかみ３Ｆ東 吉田由美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920283 平成29年5月16日 平成34年6月30日

ＲＯＹＡＬ　ＪＡＺＺ 岡山市北区田町二丁目１４番１４号メッセかわかみ２Ｆ西 坪井泰弘 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920897 平成29年8月3日 平成35年6月30日

ゆめ家 岡山市北区磨屋町１番７号神谷ビル１F１０３号 岡田典子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920505 平成29年6月27日 平成34年6月30日

ＴＯＧＩＹＡCHOカド 岡山市北区磨屋町４番１５号河田ビル１Ｆ 231-1888 樽角政志 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2921303 平成29年10月5日 平成35年6月30日

アトム 岡山市北区磨屋町７番１号岡村ビル３Ｆ 227-9779 代表取締役 近藤健 ㈱アトム 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921824 平成29年12月5日 平成35年6月30日

がブリチキン。磨屋町店 岡山市北区磨屋町７番４号ＨＡＮＡビル１Ｆ 235-2280 代表取締役 頼信道善 ㈱ピーチピット 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920965 平成29年8月31日 平成35年6月30日

ＣＡＳＵＡＬ　ＢＡＲ　ＨＡＬＥＴ 岡山市北区磨屋町７番５号ファミリービル３Ｆ３０１号 801-0117 石井一也 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921095 平成29年9月12日 平成35年6月30日

やぐら太鼓 岡山市北区磨屋町７番１１号磨屋町パレス１Ｆ 221-3938 大村啓子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920593 平成29年6月29日 平成34年6月30日

ローソンＳ岡山磨屋町店 岡山市北区磨屋町１０番１２号交通オアシスビル１Ｆ 代表取締役 竹増貞信 ㈱ローソン 飲食店営業（その他） その他 2921966 平成30年1月11日 平成35年6月30日

ろばた日和酒囲屋本店 岡山市北区平和町１番１４号サンペイハイツ１Ｆ 226-0737 代表取締役 酒井啓太郎 ㈱酒囲屋本店 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2922148 平成30年1月23日 平成35年6月30日

サシメシ屋天竺　ＴＨＥ　ＭＡＮＳＩＯＮ 岡山市北区平和町３番５号 238-7793 代表取締役 小倉康平 ㈱バズクリエーション 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2922470 平成30年3月8日 平成35年6月30日

Ｂａｒ　Ｋａｄｏ 岡山市北区平和町３番２９号コートコンドール１Ｆ 230-1186 立川晃英 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920729 平成29年7月4日 平成35年6月30日

とりえもん 岡山市北区平和町５番２９号西川グリーンパークビル２F 230-1027 代表取締役 井上和明 ㈱Ｆｏｏｌｉｓｈ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2921284 平成29年10月31日 平成35年6月30日

Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ　Ｃｕ－Ｔｉｅ 岡山市北区平和町６番２号日の出ビル２Ｆ２０１・２０２号 201-0708 代表取締役社長 石井一也 ㈱ＳＯＩＲ　ＪＡＰＡＮ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922595 平成30年3月22日 平成35年6月30日

時遊台所えんらく 岡山市北区平和町６番３号ベックオンボックス２Ｆ 221-3221 代表取締役 奥山正太 ㈱ＴＡＫＵＭＩプロデュース 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2922271 平成30年3月1日 平成35年6月30日

とみ子 岡山市北区平和町６番１１号 221-2223 代表取締役 眞山健二 ㈲ＵＬＴＲＡＺ　ＫＩＮＧＤＯＭ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2921704 平成29年11月21日 平成35年6月30日

ＢＡＲ　ＱＵＡＴＴＲＯ 岡山市北区平和町７番２８号西川ファミリービル２Ｆ２０７号 川﨑真菜美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920457 平成29年6月1日 平成34年6月30日

タラッサマーレ 岡山市北区平和町７番２８号西川ファミリービル３Ｆ３０７号 代表取締役 金関圭子 ㈱オフィス・晴 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920483 平成29年6月1日 平成34年6月30日

Ｆｒｅｅ　Ｓｔｙｌｅ　Ｂａｒ　ｅｉｇｈｔ（エイト） 岡山市北区平和町７番２８号西川ファミリービル３Ｆ３０１号 代表社員 森田勇介 合同会社エンプレ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921028 平成29年8月24日 平成35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２Ｆ２０２－１号 竹井友陽 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922407 平成30年3月1日 平成35年6月30日

404 岡山市北区平和町７番２８号西川ファミリービル３Ｆ３０２・３０３号 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（スナック等） 2922445 平成30年3月8日 平成35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
ＬＵＮＡＳＯＬ 岡山市北区平和町７番２８号西川ファミリービル３Ｆ３０５号 与那嶺アンディ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922474 平成30年3月13日 平成35年6月30日

エル・ルージュ 岡山市北区京橋町１番１１号 堀田将士 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920498 平成29年6月6日 平成34年7月31日

ガリレオ 岡山市北区京橋町９番２５号石産ビル１Ｆ 森上良 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920947 平成29年8月1日 平成34年7月31日

勇み食堂 岡山市北区表町一丁目２番３０号１F 232-8528 代表取締役 松岡晃生 ㈲笹家 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2921712 平成29年11月21日 平成35年7月31日

ＣＲＡＺＹ　ＩＣＥ－ＣＲＥＡＭ　“ＮＥＸＴ” 岡山市北区表町一丁目４番６２号 897-4448 代表取締役 池田稔 クォーテーションマーク㈱ 飲食店営業（その他） その他 2922557 平成30年3月27日 平成35年7月31日

惣菜Ｂａｒ和か 岡山市北区表町一丁目６番５６号オレンジビル１Ｆ１０２号 小橋和代 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920063 平成29年4月18日 平成34年7月31日

お惣菜せんべろ 岡山市北区表町一丁目１１番１号中之町第一ビル１Ｆ 理事長 大森浩史 特定非営利活動法人杜の家 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920932 平成29年8月1日 平成34年7月31日

カニドン・うらめし屋 岡山市北区表町二丁目１番４０－２号 代表取締役 水島正剛 ㈲共在 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920410 平成29年6月1日 平成34年7月31日

ＢＡＲ　ＡＲＲＯＷ 岡山市北区表町二丁目３番６号ムラカ美ビルＢ１Ｆ 清原美孝 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920541 平成29年6月8日 平成34年7月31日

Ｈａｂｉｔａｔ　ｄｉｎｉｎｇ　ｂａｒ 岡山市北区表町二丁目４番１号ハナマルビル１Ｆ 206-3535 砂山育良 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2922432 平成30年3月8日 平成35年7月31日

ｏ．ｂ．ｎ 岡山市北区表町二丁目４番３５号元町ビル１Ｆ１０１号 加藤公美子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921739 平成29年11月28日 平成35年7月31日

真善美 岡山市北区表町二丁目４番４１号石井ビル１Ｆ 230-1107 中田徹也 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920036 平成29年4月20日 平成34年7月31日

カラオケ酒場シャ☆ララ 岡山市北区表町二丁目４番５８号緋田ビル1Ｆ 201-1025 藤本明美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922528 平成30年3月15日 平成35年7月31日

餃子世界 岡山市北区表町二丁目５番２０号 守屋直記 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2921317 平成29年10月10日 平成35年7月31日

ショットバー「スタイラス」 岡山市北区表町二丁目５番２１号 永友政博 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921765 平成29年11月30日 平成35年7月31日

シェ松下 岡山市北区表町二丁目５番３０号－２Ｆ 234-7311 松下秀幸 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922227 平成30年2月6日 平成35年7月31日

ｍｉｋｉｔｔｙ 岡山市北区表町二丁目５番３１号グレース２１鐘衝堂１F 久重実希子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920745 平成29年7月6日 平成34年7月31日

モンゴル料理居酒屋青空アイル 岡山市北区表町二丁目７番２号小松原ビル１F 959-4631 代表取締役 石邨善久 ㈱青空インターナショナル 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920746 平成29年7月4日 平成34年7月31日

Ｃｕｌｔｕｒａｌ　Ｍａｉｓｏｎ　ＫＯＴＹＡＥ 岡山市北区表町三丁目５番１９号 206-7788 代表取締役 古市大藏 ㈱表町ルネサンス 飲食店営業（その他） その他 2920960 平成29年8月3日 平成35年7月31日

服部管楽器 岡山市北区表町三丁目５番３２号 238-8911 代表取締役 服部悟 ㈱服部管楽器 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921026 平成29年8月22日 平成35年7月31日

あんさんぶる 岡山市北区表町三丁目７番２１号 227-6060 山本健二 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2921108 平成29年9月21日 平成35年7月31日

台所山猫 岡山市北区表町三丁目１０番５７号表町美建ビル１Ｆ北側 225-0530 花田篤志 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920196 平成29年4月25日 平成34年7月31日

ごはんとお酒　はれるや 岡山市北区表町三丁目１２番１２号千日センター街宗政ビル１Ｆ 225-2515 吉川恵理 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2921287 平成29年10月3日 平成35年7月31日

Y’ｓ　BAＲ 岡山市北区表町三丁目１２番１２号千日センター街宗政ビル１Ｆ 山﨑誠心 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921489 平成29年11月7日 平成35年7月31日

ｂｏｒｒａｃｈｏ 岡山市北区表町三丁目１３番６２号末吉ビル１Ｆ 230-0496 小林美保子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920951 平成29年8月3日 平成35年7月31日

おおにし 岡山市北区表町三丁目１４番３３号－１Ｆ 230-5585 大西雅和 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920653 平成29年7月4日 平成34年7月31日

オモテマチＳＯＵ 岡山市北区表町三丁目２２番３５号片山ビル１Ｆ１０１号 代表取締役 三好輝尚 ㈱ＮＡＯ．プロジェクト 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2921121 平成29年9月14日 平成35年7月31日

セブン－イレブン岡山津島京町店 岡山市北区津島京町一丁目１番１号 256-0711 田池耕一 飲食店営業（その他） その他 2920506 平成29年6月27日 平成34年7月31日

気まぐれ一期一縁 岡山市北区津島新野一丁目５番３号 363-1510 代表取締役 伊原靖二 ㈱一期一縁 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2921019 平成29年8月22日 平成35年7月31日

ローソン岡山万成西町 岡山市北区万成西町１５番１７号 251-1200 岡田真二 飲食店営業（その他） その他 2921540 平成29年12月12日 平成35年7月31日

ほうかん町みつの 岡山市北区奉還町三丁目９番５号 289-5126 武田隼人 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920802 平成29年7月13日 平成34年7月31日

成田家奉還町店 岡山市北区奉還町四丁目４番１８号 254-8385 野形衣里 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920398 平成29年5月25日 平成34年7月31日

ｋｉｔｃｈｅｎ＆居酒屋しろや 岡山市北区奉還町四丁目１２番２１号 古川いづみ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920090 平成29年4月25日 平成34年7月31日

セブン‐イレブン岡山新保店 岡山市南区新保４３９番地１ 221-1788 久保誠治 飲食店営業（その他） その他 2921304 平成29年10月31日 平成35年9月30日

ローソン岡山飽浦店 岡山市南区飽浦１４３６番地 267-1131 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 2920904 平成29年7月27日 平成34年9月30日

燻製処　ぷらむーん 岡山市南区郡１２６７番地 897-6050 青木武志 飲食店営業（その他） その他 2920963 平成29年8月8日 平成34年9月30日

岩小 岡山市南区郡２９８０番地３３ 岩本健一 飲食店営業（その他） その他 2922446 平成30年3月15日 平成35年9月30日

カラオケなな 岡山市南区妹尾８６９番地７ 250-8559 大黒増枝 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922137 平成30年1月23日 平成35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
いなかや 岡山市南区妹尾８７６番地１４メゾンことぶき１Ｆ 282-2218 澤本慶二 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2921296 平成29年10月31日 平成35年9月30日

居酒屋せが和 岡山市南区妹尾８９７番地５ 250-1502 代表取締役 瀬川和正 ㈱セガワ工業 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920355 平成29年5月23日 平成34年9月30日

鉄板焼澤 岡山市南区大福１３４番地 259-2229 市原美保 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2922473 平成30年3月13日 平成35年9月30日

ｎａｆｅｓ 岡山市南区大福１２４８番地２ 代表取締役 中山和則 ㈱ＮＫフーズ 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2920429 平成29年5月30日 平成34年9月30日

ローソン岡山興除店 岡山市南区中畦３１０番地１ 298-9111 代表取締役 高見秀作 ㈱高見 飲食店営業（その他） その他 2922498 平成30年3月29日 平成35年9月30日

やきとり亭とり家 岡山市南区中畦８９８番地１２－１ 河田政輝 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2921140 平成29年9月12日 平成34年9月30日

セブンイレブン岡山西高崎店 岡山市南区西高崎６２番地３ 239-7115 代表取締役 藤田尚靖 ㈱藤田商店 飲食店営業（その他） その他 2921610 平成29年11月30日 平成35年9月30日

セブン－イレブン岡山平井４丁目店 岡山市中区平井四丁目２０番２０号 276-8873 代表取締役 横田尚介 リバーサウンド㈱ 飲食店営業（その他） その他 2921267 平成29年11月14日 平成35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 日下廣志 飲食店営業（その他） 2922143 平成30年2月8日 平成35年10月31日

田んぼの中の石窯ピザ屋　みのり 岡山市中区桑野３８４番地２ 代表取締役 大元健示 ㈱ハイブリッド 飲食店営業（その他） その他 2921738 平成29年11月30日 平成35年10月31日

サークルＫ岡山桑野 岡山市中区桑野７２１番地１ 724-0681 代表取締役社長 澤田貴司 ㈱ファミリーマート 飲食店営業（その他） その他 2922222 平成30年2月27日 平成35年10月31日

晴れの国市場円山店 岡山市中区円山７８番地１ 277-0831 代表取締役 岡本健治 ㈱フィル 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2920831 平成29年8月3日 平成34年10月31日

晴れの国市場円山店 岡山市中区円山７８番地１ 277-0831 代表取締役 岡本健治 ㈱フィル 飲食店営業（その他） その他 2920832 平成29年8月3日 平成34年10月31日

グリーンマーケットＭＯＡ岡山店 岡山市北区学南町二丁目７番６号 252-5150 代表取締役 田口誠 ㈱エムオーエー商事 飲食店営業（その他） その他 2922072 平成30年1月25日 平成35年11月30日

大住商店 岡山市北区中井町二丁目２番７号天満屋ハピータウン岡北店内 234-5537 大住公子 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2922212 平成30年2月20日 平成35年11月30日

天満屋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 2922251 平成30年2月20日 平成35年11月30日

天満屋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 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 2922259 平成30年2月20日 平成35年11月30日

天満屋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 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 2922260 平成30年2月20日 平成35年11月30日

ドミノ・ピザ岡山大和町店 岡山市北区大和町一丁目１２番１０号グランベルデ大和町１Ｆ 235-3232 代表取締役 妹尾直人 ＳＥＮＯＯ㈱ 飲食店営業（その他） その他 2921041 平成29年8月29日 平成34年11月30日

集舗吉備レストラン店 岡山市北区今岡４７６番地 284-8600 代表取締役 足立誠士 ㈱集舗 飲食店営業（その他） その他 2921946 平成29年12月19日 平成35年11月30日

ファミリーマート岡山下足守店 岡山市北区下足守１９２１番地５ 295-9065 上野洋右 飲食店営業（その他） その他 2922035 平成30年1月9日 平成35年11月30日

ローソン岡山北警察署前店 岡山市北区御津草生２１２８番地１ 724-9850 代表取締役 藤原康洋 ㈲ふじわら 飲食店営業（その他） その他 2920003 平成29年4月4日 平成34年11月30日

くぼ農園（山） 岡山市北区御津紙工３７９１番地 726-0511 代表取締役 林賢治 ㈲吉備路オーガニックワーク 飲食店営業（その他） その他 2920982 平成29年8月10日 平成34年11月30日

ローソン岡山福富店 岡山市南区福富西一丁目１番１００号 265-1995 藤原薫 飲食店営業（その他） その他 2920308 平成29年5月18日 平成34年12月31日

リヨン 岡山市南区築港ひかり町１番５号 田口伸也 飲食店営業（その他） その他 2920830 平成29年7月13日 平成34年12月31日

ＫＯＫＯ　ＰＡＬＭＳ　ＣＡＦＥ 岡山市南区並木町一丁目２番１５号 佐藤美津子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2920042 平成29年5月25日 平成34年12月31日

鮮魚五島 岡山市南区並木町二丁目１６番１４号 264-1127 山下宇佐重 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2921919 平成29年12月19日 平成34年12月31日

ふぁみりー 岡山市南区若葉町２０番７号ｍｏｍｏビル１Ｆ１０３ 262-8228 吉田亜津 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2920501 平成29年6月8日 平成34年12月31日

からあげやカリッジュ泉田店 岡山市南区泉田３２８番地７南号室 244-8040 代表取締役 田村英也 ㈱アンドフィールド 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2921971 平成30年1月4日 平成35年12月31日

セブン-イレブン岡山浦安本町北店 岡山市南区浦安本町３４０番地１ 264-7150 竹松正彦 飲食店営業（その他） その他 2921449 平成29年11月21日 平成34年12月31日

車屋 岡山市南区豊成一丁目１番２８－１号 232-5067 渕本一喜 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2922030 平成30年1月4日 平成35年12月31日

ヒルズ 岡山市南区豊成三丁目４番１号 902-0045 小野耕司 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922362 平成30年2月22日 平成35年12月31日

旨処伍商店 岡山市南区豊成三丁目５番１２号 363-1551 伍賀亨 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2921690 平成29年11月16日 平成34年12月31日

ちゃーしゅうや亀王大安寺店 岡山市北区大安寺南町二丁目３番３４号 255-7757 代表取締役 江川貴則 ㈱ＵＭＩＨＩＴＯ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2920086 平成29年4月13日 平成35年1月31日

ｅｍｐｉｒｅ　ｃｏｆｆｅｅ 岡山市北区奉還町一丁目１２番１号 251-1218 代表取締役 川口祥央 ㈱エタニティー 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2922457 平成30年3月15日 平成36年1月31日

京もつ鍋ホルモン朱々岡山奉還町店 岡山市北区奉還町二丁目３番２号 西義信 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2822898 平成29年4月18日 平成35年1月31日

キッチンａｋｕｒａ 岡山市北区奉還町二丁目３番２号２F 259-5321 松田隆之 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2921512 平成29年10月31日 平成35年1月31日

Ｇｉｏｒｇｉｏ 岡山市北区奉還町二丁目４番１６号 255-2525 神部佑介 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 2920519 平成29年6月8日 平成35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
いきなり！ステーキ岡山一番街店 岡山市北区駅元町一番街地下４号 226-0192 代表取締役 一瀬邦夫 ㈱ペッパーフードサービス 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2921752 平成29年11月30日 平成35年1月31日

ＥＬＫ　ＮＥＷ　ＹＯＲＫ　ＢＲＵＮＣＨ　岡山一番街店 岡山市北区駅元町一番街地下３号 201-1842 代表取締役 山本泰典 ㈱ウエスタンフーズ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2921768 平成29年11月28日 平成35年1月31日

ぶっかけふるいちＪＲ岡山駅新幹線上りホーム店 岡山市北区駅元町１番１号岡山駅構内 212-0050 代表取締役 古市了一 ㈱ふるいち 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2822960 平成29年4月25日 平成35年1月31日

ミスタードーナツさんすて岡山店 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山２Ｆ 225-1818 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 2920592 平成29年6月29日 平成35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ＪＲ岡山駅地下１Ｆ 201-0738 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（一般食堂） 軽食喫茶 2922312 平成30年2月20日 平成36年1月31日

ＴＨＥ　ＣＯＦＦＥＥ　ＢＡＲ 岡山市北区駅元町１５番１号リットシティビル２Ｆ２０５号 239-7550 代表取締役 木下千恵子 ㈱ザ・コーヒーバー 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2922217 平成30年2月1日 平成35年1月31日

らーめんはなふさ 岡山市北区駅元町２８番２号ブランシェ駅元町１F 255-3355 代表取締役 岩田英樹 ㈲岩田ビル 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2920224 平成29年5月2日 平成35年1月31日

元祖ぶたせんたーはなれ西乃口 岡山市北区駅元町３０番９号１F・２F 239-7211 代表取締役 神農泰龍 ㈱ランドワン 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2921633 平成29年11月16日 平成35年1月31日

アルファリビング岡山駅西食堂 岡山市北区昭和町１１番２１号 代表取締役 濱谷英樹 ㈱広鉄二葉サービス 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2922019 平成30年1月9日 平成35年1月31日

花ざかり大野辻店（中華そば） 岡山市北区今一丁目１２番２８号 代表取締役 三上伸司 ㈱ブルーム 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2922570 平成30年3月20日 平成36年1月31日

Ｍｅｎｙａ　Ｐｈｏ 岡山市北区今二丁目１８番１５号 250-1108 代表取締役 難波とし子 ㈱あいフーズ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2920205 平成29年4月25日 平成35年1月31日

岡山モノリス 岡山市北区今三丁目７番２０号 246-7766 代表取締役 荻野洋基 ㈱ノバレーゼ 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 2922571 平成30年3月29日 平成36年1月31日

焼肉こいのぼり岡山今七丁目店 岡山市北区今七丁目２２番２５号 250-5729 代表取締役 中村徳秀 ㈱インディゴフードサービス 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2920671 平成29年6月27日 平成35年1月31日

ヒューマンライフケアいま 岡山市北区今八丁目１６番２８号 805-1088 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） 2921441 平成29年10月31日 平成35年1月31日

中華料理友家 岡山市北区今保１０１番地１２１マツケンビル１Ｆ西 242-5035 梁健 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 2921016 平成29年8月24日 平成35年1月31日

どんたく 岡山市北区今保１０１番地１松建ビル１Ｆ１０１号 244-2525 河渕佳史 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 2921044 平成29年9月5日 平成35年1月31日

Ａｒｔ　Ｂｒｕｔ 岡山市北区田中１５４番地１１０ 木村充均 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2920747 平成29年7月25日 平成35年1月31日

岡山県立岡山西支援学校㈱レパスト事業所 岡山市北区田中５７９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） 2920898 平成29年8月3日 平成35年1月31日

ＢＥＥＦ×ＩＴＡＬＩＡＮ　Ｍｏｎｔａｒｅ 岡山市北区問屋町１１番地１０５ 236-6123 高原裕矢 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 2920015 平成29年4月6日 平成35年1月31日

ＢＬＵＥ　ＣＡＴ　ＣＡＦＥ 岡山市北区問屋町１３番地１０４ 250-2252 取締役 亀森直 ㈱ノエルペット 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2920408 平成29年6月1日 平成35年1月31日

Ｐｒｉｍａｖｅｒａ 岡山市北区中仙道５５番地１２４サンピオーネ中仙道ビル１Ｆ１０１号 葛原享子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2920076 平成29年4月27日 平成35年1月31日

武蔵野珈琲 岡山市北区中仙道５７番地１０１ 245-8050 代表取締役 難波忠博 ㈱武蔵野工房 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2921033 平成29年8月29日 平成35年1月31日

ＫＩＭＵＲＡＹＡ　ＢＡＫＥＲＹ　＆　ＳＯＲＡ 岡山市北区中仙道二丁目９番１７号 245-5588 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 2920816 平成29年7月27日 平成35年1月31日

魚国総本社・岡山市２８６９５ 岡山市北区北長瀬表町二丁目５番２２号北長瀬表町保育園内 代表取締役社長 田所伸浩 ㈱魚国総本社 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2922519 平成30年3月27日 平成36年1月31日

ひよこ子ども食堂 岡山市北区川入１６番地１－２Ｆ 林正則 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2822909 平成29年4月11日 平成35年1月31日

ＯＬＤ　ＳＴＡＲ 岡山市北区撫川１４６９番地９ 阿部祐介 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2921035 平成29年8月31日 平成35年1月31日

台湾料理天福 岡山市北区庭瀬１９３番地６ 236-9288 中原春彦 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 2920182 平成29年4月25日 平成35年1月31日

特別養護老人ホームきび庭瀬 岡山市北区庭瀬１０５４番地３ 086-734-0034 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） 2921049 平成29年9月12日 平成35年1月31日

焼肉にしき 岡山市北区庭瀬３１２番１号 293-0968 代表取締役 橋山昇 ㈲たろうふうず 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2920749 平成29年7月4日 平成35年1月31日

STAR　ISLAND　SMOOTHIE 岡山市北区平野９７６番地１ 239-8775 星島義臣 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2920187 平成29年4月25日 平成35年1月31日

ＭＵＴＴＥ 岡山市北区富田町二丁目２番７号１F 289-6300 末藤功太郎 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2920041 平成29年4月20日 平成35年2月28日

ｋｉｔｃｈｅｎ　ｅｋｕｂｏ 岡山市北区野田屋町一丁目７番２０号中野ビル１Ｆ 230-2780 堀田貴之 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2922287 平成30年2月20日 平成35年2月28日

野田屋町カフェ 岡山市北区野田屋町一丁目１１番１１号ファミール野田屋町１Ｆ１０１号 小原悦子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2921814 平成29年12月19日 平成35年2月28日

ダントツラーメン岡山一番店 岡山市北区岩田町７番１２－２号 222-2202 代表取締役 田所英夫 ㈱八蔵 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2920369 平成29年5月25日 平成35年2月28日

三十郎 岡山市北区岩田町７番１２号小泉ビル１Ｆ西 221-3106 佐藤寛文 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2921259 平成29年10月5日 平成35年2月28日

116 岡山市北区岩田町７番１２号 張爽 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2922556 平成30年3月20日 平成36年2月29日

極楽飯店 岡山市北区駅前町二丁目６番２７号１Ｆ 230-3305 松畑光彦 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 2921432 平成29年10月24日 平成35年2月28日

K　STREET　COFFEE＋BAR 岡山市北区幸町３番２号CFビル３F 222-2017 三宅脩介 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2920188 平成29年4月27日 平成35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
サンマルクカフェ岡山駅前店 岡山市北区錦町１番１５号ビューティーミュージアムビル１Ｆ 232-0309 代表取締役社長 藤井大祐 ㈱サンマルクカフェ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2922577 平成30年3月20日 平成36年2月29日

クローバーズカフェ 岡山市北区錦町１番３０号２Ｆ 226-7666 多田慎一 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2920690 平成29年6月29日 平成35年2月28日

とろ鮪岡山店 岡山市北区錦町６番１６号松原第一ビル１Ｆ 230-4514 代表取締役 中村隆介 ㈱カスタマーズディライト 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 2920827 平成29年7月18日 平成35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 代表取締役 梅澤正和 ㈱ブルスケッタ 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 2922427 平成30年3月6日 平成36年2月29日

Ｋｏｊｉ　Ｏｋｕｒａ　ｂｙ　ＣＡＦＥ　ＡＵＸ　ＤＥＬＩＣＥＳ 岡山市北区錦町８番２２号ドウゼンビル１Ｆ・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 2921036 平成29年9月14日 平成35年2月28日

隠岐の島ラーメン 岡山市北区本町２番２３号錦ビル１Ｆ 227-0050 代表取締役 羽村敏哉 ＣｏＬｏ㈱ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2920851 平成29年7月25日 平成35年2月28日

小豆島ラーメンＨＩＳＨＩＯ岡山駅前店 岡山市北区本町２番２３号 230-0430 代表取締役 坂手康真 ㈲ウミヒト 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2922369 平成30年2月22日 平成35年2月28日

アニメイトカフェショップ岡山 岡山市北区本町６番３０号第一セントラルビル２号館４F 206-5765 代表取締役 藤田朋洋 ㈱アニメイトカフェ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2922379 平成30年2月27日 平成35年2月28日

ベトナムレストランＡｏＢａｂａ岡山店 岡山市北区本町６番３６号第一セントラルビルＢ１Ｆ 222-3202 代表取締役 樋之口恵理 ㈱Ｌｅａｐ 飲食店営業（一般食堂） その他 2920522 平成29年6月15日 平成35年2月28日

ニコニコキッチンさんさん 岡山市北区本町６番３６号第一セントラルビルＢ１Ｆ 231-9988 山本龍 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2921017 平成29年8月31日 平成35年2月28日

㈱岡山髙島屋すわき後楽中華そば 岡山市北区本町６番４０号Ｂ１Ｆ 232-1111 代表取締役 山田周二 ㈱岡山髙島屋 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2921706 平成29年11月21日 平成35年2月28日

城下カフェ 岡山市北区本町６番４０号３Ｆ 232-1111 代表取締役 山田周二 ㈱岡山髙島屋 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2922286 平成30年2月27日 平成35年2月28日

変幻自彩和匠 岡山市北区柳町一丁目９番１２号パークビル１F１０１号室 233-3030 谷口和佳 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 2920416 平成29年6月20日 平成35年2月28日

中華厨房火の鳥 岡山市北区柳町一丁目１４番２２号 231-3000 守屋貴雄 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 2920902 平成29年7月25日 平成35年2月28日

焼肉がみや 岡山市北区柳町二丁目４番６号 206-3337 代表取締役 武田資之 ㈱ＫＤＡ 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2920711 平成29年7月4日 平成35年2月28日

炭火焼肉たに川 岡山市北区番町一丁目５番２８号番町マンション１Ｆ 235-2989 代表取締役 谷川理 ㈱谷川工業 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2921440 平成29年10月19日 平成35年2月28日

Ｋｅｎａｖｏ 岡山市北区番町一丁目５番２９号 シアルデラさおり 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2921631 平成29年11月14日 平成35年2月28日

Ｋｏｅｎｂｅｎｃｈ 岡山市北区番町二丁目１番１７号 206-7612 江原隆介 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2921391 平成29年10月12日 平成35年2月28日

マリオ　Ｂｙ　Ｍｕｓｈｒｏｏｍ 岡山市北区南方三丁目７番２６号パークマンション１Ｆ１０１号 矢内拓己 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2920933 平成29年8月8日 平成35年2月28日

Ｂｙ　Ｍｕｓｈｒｏｏｍ 岡山市北区南方三丁目７番２６号南方パークマンション１Ｆ１０１号 239-3289 代表取締役社長 河原祥子 ㈱岡山マッシュルーム販売 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2921223 平成29年9月21日 平成35年2月28日

Ｌｉｌｙ’ｓ　Ｄｉａｒｙ 岡山市北区天神町１番１９号中野ビル２Ｆ 897-6801 仁科健 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2921167 平成29年9月14日 平成35年2月28日

ひとり鍋恵 岡山市北区天神町２番１号天神町ビル１Ｆ１０２号 289-5341 藤田瑞恵 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 2920168 平成29年4月25日 平成35年2月28日

祥雲 岡山市北区天神町５番９号グランヴェール天神１Ｆ 212-0430 代表取締役 秋山宜之 ㈱ＵＭＡＩＺＥ 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 2921438 平成29年10月17日 平成35年2月28日

ＭＡＴＳＵ 岡山市北区天神町９番１１号 206-2714 吉松直人 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 2921729 平成29年12月12日 平成35年2月28日

ＣＡＦＥ工房Ｔｅｎｊｉｎ 岡山市北区天神町９番３９号上之町会館２Ｆ２０１号 西川龍宏 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2920828 平成29年7月13日 平成35年2月28日

濃厚鶏白湯拉麺～乙～ 岡山市北区蕃山町１番２３号サンスクエアビル１Ｆ 西井隆之 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2920254 平成29年5月2日 平成35年2月28日

小むら 岡山市北区蕃山町２番１２号ホーメストハイツ蕃山町１Ｆ１０１号 224-1890 古橋義隆 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2822947 平成29年4月6日 平成35年2月28日

就実中学高校学生食堂 岡山市北区弓之町１４番地２３ 代表取締役 坪井祥隆 大惣㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2921096 平成29年9月19日 平成35年2月28日

ＴＡＪ－ＮＡＭＡＳＴＥ 岡山市北区南方五丁目６番４号南方新納ビル１Ｆ 254-3632 ＨＡＲＩ　ＰＲＡＳＡＤ　ＫＡＮＤＥＬ 飲食店営業（一般食堂） その他 2920437 平成29年5月30日 平成35年2月28日

麻雀アルシャール 岡山市北区南方五丁目６番５号今田ビル３Ｆ東 矢野由卓 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2921955 平成29年12月19日 平成35年2月28日

合歓 岡山市北区桑田町１番２３号 232-3953 吉房敬三 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2920411 平成29年5月23日 平成35年2月28日

洋麺屋五右衛門イオンモール岡山 岡山市北区下石井一丁目２番１号イオンモール岡山７Ｆ７０１２ 230-5722 代表取締役 大林豁史 日本レストランシステム㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2921816 平成29年12月14日 平成35年2月28日

小豆島ラーメンＨＩＳＨＩＯ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６Ｆ６０２０ 206-7206 代表取締役 太田一郎 ㈱ビートシステムサービス 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2922443 平成30年3月8日 平成36年2月29日

就実こども園給食室 岡山市中区西川原１５番地１ 206-2033 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） 2922195 平成30年2月1日 平成35年3月31日

アーバンホール西川原 岡山市中区西川原１２５番地１ 271-0011 代表取締役 緒方光幸 ㈲アーバンホール 飲食店営業（一般食堂） その他 2922333 平成30年2月22日 平成35年3月31日

アルファリビング岡山後楽園食堂 岡山市中区浜一丁目１１番４号 代表取締役 濱谷英樹 ㈱広鉄二葉サービス 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2922021 平成30年1月9日 平成35年3月31日

夢二郷土美術館ミュージアムカフェ「ａｒｔ　ｃａｆｅ 夢二」 岡山市中区浜二丁目１番３２号 271-1000 理事長 小嶋光信 公益財団法人両備文化振興財団 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2921109 平成29年9月12日 平成35年3月31日

西洋料理備前屋 岡山市中区浜三丁目２番２３号 201-2515 佐藤文雄 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 2920357 平成29年5月30日 平成35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
中華そば一仙 岡山市中区東川原１８４番地３ 273-2777 代表取締役 赤木宏美 ㈱一仙 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2922483 平成30年3月15日 平成35年3月31日

喫茶ベル 岡山市中区東川原２４６番地６ 271-4931 谷口裕子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2920829 平成29年7月13日 平成35年3月31日

㈱あいフーズ原尾島 岡山市中区東川原３６１番地１ 272-8228 代表取締役 難波とし子 ㈱あいフーズ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2920206 平成29年4月25日 平成35年3月31日

しろくまカフェ 岡山市中区藤原西町一丁目４番１３号 897-6813 代表取締役 熊代康男 ㈱ＯＲＳＯＢＩＡＮＣＯ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2922559 平成30年3月29日 平成35年3月31日

うどん屋杉 岡山市中区清水一丁目９番１２号清水マンション１Ｆ１０２号 杉本恒一郎 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2920659 平成29年7月11日 平成35年3月31日

インドレストランサティー 岡山市中区藤原７２番地２-１F 273-4040 カンデール　ヒム　ラル 飲食店営業（一般食堂） その他 2920662 平成29年6月22日 平成35年3月31日

カフェ。ウッドサイド 岡山市中区兼基１７３番地３ 279-0027 小谷周之 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2920574 平成29年6月22日 平成35年3月31日

ごはんどき東岡山店 岡山市中区下４５４番地１ 278-7781 代表取締役社長 佐谷友巳 ㈱マルハンダイニング 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2920615 平成29年7月13日 平成35年3月31日

株式会社パンプキンズコーポレーション井上医院厨房 岡山市中区関２２番地 代表取締役 緒方正煕 ㈱パンプキンズコーポレーション 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2922558 平成30年3月27日 平成35年3月31日

焼肉レストラン牛牛カントリー 岡山市中区高屋３７２番地４ 271-4960 代表取締役 益田宏 ㈱牛牛 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2920252 平成29年5月18日 平成35年3月31日

環太平洋大学志高館 岡山市中区中井四丁目４番２３号 275-2111 代表取締役 浅原康幸 アーサー㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（社食・寮食） 2921784 平成29年12月5日 平成35年3月31日

まもる 岡山市中区中井四丁目１３番１１号 中村紘一 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2922141 平成30年1月30日 平成35年3月31日

麻雀ＪＯＹ 岡山市東区宍甘３７１番地６ 渡邊勝枝 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2921009 平成29年8月15日 平成35年4月30日

日本酪農協同㈱岡山営業所直売所 岡山市東区藤井１５７番地３ 278-0389 代表取締役 橋本光宏 日本酪農協同㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2922330 平成30年2月20日 平成35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 代表取締役 浅原康幸 アーサー㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（社食・寮食） 2921783 平成29年12月5日 平成35年4月30日

みよしの里事業所 岡山市東区中川町８３５番地１ 代表取締役 石井厳権 アイサービス㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2921786 平成29年12月12日 平成35年4月30日

一冨士フードサービス㈱２８００８ 岡山市東区西大寺上一丁目２０番６０号岡山市立西大寺中学校内 代表取締役 山岡直方 一冨士フードサービス㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2922449 平成30年3月28日 平成35年4月30日

お好み焼き・鉄板焼き　げんき 岡山市東区西大寺上二丁目９番２号 238-6788 代表取締役 川﨑宣孝 ㈱ＩＰＰＯ 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 2920881 平成29年7月25日 平成35年4月30日

はるか 岡山市東区西大寺北９４１番地 942-9975 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） 2922221 平成30年2月15日 平成35年4月30日

カレーハウスCoCo壱番屋岡山西大寺店 岡山市東区西大寺中野本町８番２６号 230-3551 代表取締役 枝松初 ㈲トヨトク 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2920985 平成29年9月12日 平成35年4月30日

ＳＰＥＣＩＡＬＴＹ　ＣＯＦＦＥＥ　神武橋 岡山市東区西大寺南二丁目１１番８号 代表取締役 松本俊成 内海産業㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2921005 平成29年8月17日 平成35年4月30日

軽食喫茶ペペ 岡山市東区金岡西町１０１１番地３ 942-1188 横尾政行 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2920504 平成29年6月27日 平成35年4月30日

#NAME? 岡山市東区金岡東町一丁目１５番４３号 238-9889 代表取締役 兼元典子 ㈱アイ・ケア 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2920876 平成29年7月27日 平成35年4月30日

Ｇ＆Ｓ結びの杜ホーム 岡山市東区西大寺浜４４８番地 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） 2922485 平成30年3月27日 平成35年4月30日

穂香の里 岡山市東区豊田３００番地１ 948-0026 北山敏久 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2920303 平成29年5月25日 平成35年4月30日

ヤマサキ屋 岡山市東区神崎町４６番地７ 山﨑修示 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 2921724 平成29年11月28日 平成35年4月30日

茶茶 岡山市東区浅川３３２番地６ 238-7111 代表取締役 岡部満里子 ㈱石邸 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 2921467 平成29年10月26日 平成35年4月30日

和洋美膳せとうち 岡山市東区寺山１４７番地１ 代表取締役社長 小嶋光信 サルボ両備㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他 2921644 平成29年11月16日 平成35年4月30日

海鮮丼魚しん 岡山市東区楢原８０４番地５ 297-5539 代表取締役 新井義幸 ㈱マルシン 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2921748 平成29年11月28日 平成35年4月30日

納屋ｃａｆｅ 岡山市東区上道北方２６５番地 久延武秀 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2922518 平成30年3月22日 平成35年4月30日

時代屋 岡山市東区中尾１７８番地 230-2100 代表取締役 小川大志 公協産業㈱ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2921224 平成29年10月3日 平成35年4月30日

のり兵衛 岡山市東区沼１２８６番地 関藤文浩 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2920078 平成29年4月18日 平成34年4月30日

ファミリー中華麺道 岡山市東区沼１２８８番地１ 941-7290 刘振儒 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 2921634 平成29年11月16日 平成35年4月30日

壱鉢屋 岡山市東区東平島６５番地ＧＥＴＧＥＴ１０００α内 206-6992 代表取締役 岡本英征 ㈱フーズクリエーション 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2921238 平成29年9月28日 平成35年4月30日

すき家岡山瀬戸店 岡山市東区瀬戸町沖１２０番地１ 代表取締役 竹森俊大 ㈱中四国すき家 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2822949 平成29年4月11日 平成34年4月30日

ハラミ焼肉いぶり屋 岡山市東区瀬戸町沖２３９番地１ 952-9611 代表取締役 横山正樹 ㈱ゼンコック 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2921728 平成29年11月30日 平成35年4月30日

Ｓマリン 岡山市東区瀬戸町瀬戸５１番地 952-4181 杉本鈴子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2921841 平成29年12月7日 平成35年4月30日

鉄板お好み焼き樹 岡山市東区瀬戸町瀬戸６２２番地１ 青木俊治 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 2922318 平成30年2月22日 平成35年4月30日
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㈱山茂近藤内科事業所 岡山市東区瀬戸町宗堂５９７番地 953-1610 代表取締役 山口和広 ㈱山茂 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2922319 平成30年2月22日 平成35年4月30日

カフェ＆レストラン　ボヌール 岡山市東区瀬戸町万富９４９番地１ 953-2424 岡本美香 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2822942 平成29年4月6日 平成34年4月30日

平安祭典岡山中央会館 岡山市北区大元上町２番３号 246-4194 代表取締役 上田利道 ユウベル㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他 2922179 平成30年2月8日 平成35年5月31日

大福園 岡山市北区大元二丁目２番１号 259-0351 代表取締役 孫剣 ㈱福商国際 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 2920260 平成29年5月2日 平成34年5月31日

めんどくサガリ屋下中野店 岡山市北区下中野２３２番地１ 086-246-1811 代表取締役 河口宏 株式会社ＹＵ－１ 飲食店営業（一般食堂） その他 2920256 平成29年5月9日 平成34年5月31日

いきなりステーキ岡山下中野店 岡山市北区下中野３５５番地１０１ 805-8208 代表取締役 山本泰典 ㈱ウエスタンフーズ 飲食店営業（一般食堂） その他 2922591 平成30年3月27日 平成35年5月31日

カルビ自慢炭一鉄下中野店 岡山市北区下中野７１８番地１０８ 代表取締役 永山雅己 ㈱シモデンフードサービス 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2920941 平成29年8月10日 平成35年5月31日

アルファリビング岡山野田食堂 岡山市北区野田三丁目８番８号 代表取締役 濱谷英樹 ㈱広鉄二葉サービス 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2922020 平成30年1月9日 平成35年5月31日

花ざかり 岡山市北区野田三丁目８番１１号 代表取締役 三上伸司 ㈱ブルーム 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2920630 平成29年6月20日 平成35年5月31日

野田シティホール 岡山市北区野田三丁目１７番２６号１Ｆ・２Ｆ 243-1199 代表取締役 齋藤武雄 ㈱セレマ 飲食店営業（一般食堂） その他 2920901 平成29年7月25日 平成35年5月31日

インドダイニングカフェアサ大元店 岡山市北区東古松三丁目１２番２２号アリベ東古松１Ｆ１０２号 253-1992 ＮＡＲＡＹＡＮ　ＰＲＡＳＡＤ　ＳＡＰＫＯＴＡ 飲食店営業（一般食堂） その他 2920972 平成29年8月10日 平成35年5月31日

ホーム中華菜館 岡山市北区厚生町一丁目７番１６号河合村田ビル１Ｆ 364-4005 徐辛 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 2921600 平成29年11月14日 平成35年5月31日

松のや岡山厚生町店 岡山市北区厚生町二丁目１２番１５号 235-3355 代表取締役社長 瓦葺一利 ㈱松屋フーズ 飲食店営業（一般食堂） その他 2920614 平成29年7月4日 平成35年5月31日

ひだや 岡山市北区大供一丁目２番１号 232-4129 代表取締役 緋田幸生 ㈱ひだや 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2922637 平成30年3月29日 平成35年5月31日

ＣＲＡＺＹ　ＩＣＥ－ＣＲＥＡＭ 岡山市北区大供三丁目１番９号 池田稔 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2920798 平成29年7月11日 平成35年5月31日

肉のはせ川大供店 岡山市北区大供本町７０２番地４ 207-2728 代表取締役 中村隆介 ㈱カスタマーズディライト 飲食店営業（一般食堂） その他 2922026 平成30年1月11日 平成35年5月31日

栞日 岡山市北区鹿田町一丁目６番１７号ORANGE医大北西棟１Ｆ東 235-2015 田中勇 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2920875 平成29年8月3日 平成35年5月31日

かいの木食堂 岡山市北区鹿田町二丁目５番１号岡山大学病院入院棟西１１Ｆ 225-6780 代表取締役社長 山田雅浩 日本誠食㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（社食・寮食） 2920479 平成29年6月15日 平成35年5月31日

食店の寅さん 岡山市北区神田町一丁目１１番２４号ファミリー神田１Ｆ１０３号 238-2025 代表取締役 実原敏則 ㈲ファミリーブレンド岡山 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 2920343 平成29年5月16日 平成34年5月31日

焼肉番長 岡山市北区神田町一丁目１２番１４号 233-0015 植田和幸 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2920942 平成29年8月22日 平成35年5月31日

ＡＲＩＺＯＮＯ 岡山市北区青江二丁目１０番３３号 有園悦郎 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 2920589 平成29年6月15日 平成35年5月31日

ぬくもりの里あおえ 岡山市北区青江三丁目１０番２８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） 2920189 平成29年4月27日 平成34年5月31日

サンテｅｔソワン 岡山市北区青江五丁目２２番７号 238-6000 小松原将 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2920299 平成29年5月18日 平成34年5月31日

Bien 岡山市北区東中央町２番１３号 杉本圭紀 飲食店営業（一般食堂） その他 2921468 平成29年12月26日 平成35年5月31日

浩源 岡山市北区京町６番１６号 230-1851 刘振儒 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 2920368 平成29年5月25日 平成34年5月31日

ＩＮ　ＳＴＹＬＥ　ＢＡＬ 岡山市北区清輝橋二丁目２番１２号 代表取締役 三宅昭士 ㈱スタイル 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2922363 平成30年2月27日 平成35年5月31日

マクドナルド清輝橋店 岡山市北区清輝橋四丁目７番２３号 233-3672 代表取締役 加藤和貴夫 ㈱クルーズ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2921743 平成29年12月7日 平成35年5月31日

カフェ麻 岡山市北区旭本町１番３３号 戸村照美 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2822958 平成29年4月11日 平成34年5月31日

中国料理福莱亭 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 2921279 平成29年10月3日 平成35年5月31日

株式会社アール・ケアアルフィック十日市厨房 岡山市北区十日市西町１１番６号 233-7533 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（集団給食） 2922487 平成30年3月22日 平成35年5月31日

中華料理錦亭 岡山市北区中山下二丁目８番１号山田ビル１Ｆ 231-6238 中川健 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 2920810 平成29年7月25日 平成35年6月30日

焼肉一龍 岡山市北区中央町２番１９号グランデ岡山１Ｆ 225-1129 大山哲博 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2922604 平成30年3月27日 平成35年6月30日

Ｃａｆｅ　Ｓｅｅｄ　ｏｆ　Ｌｉｆｅ 岡山市北区中央町３番１９号あいおい損保岡山ビル２Ｆ 230-3401 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 2921853 平成29年12月14日 平成35年6月30日

久遠 岡山市北区中央町３番１９号あいおい損保岡山ビル５Ｆ 230-3400 代表取締役 大本英典 翠宝商事㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他 2921915 平成29年12月14日 平成35年6月30日

久遠 岡山市北区中央町３番１９号あいおい損保岡山ビル６Ｆ 230-3400 代表取締役 大本英典 翠宝商事㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他 2921916 平成29年12月14日 平成35年6月30日

なる屋 岡山市北区中央町６番１号 224-8116 成本真希子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2920874 平成29年8月3日 平成35年6月30日

アルファリビング岡山西川緑道公園食堂 岡山市北区中央町６番２号 代表取締役 濱谷英樹 ㈱広鉄二葉サービス 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2922022 平成30年1月9日 平成35年6月30日

醤油豚骨らーめん巳 岡山市北区中央町８番１２号大雲寺ビル１Ｆ 翟継超 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2921431 平成29年10月19日 平成35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
岡山市北区田町一丁目１番９号岡山ビジネスカレッジ田町校舎１Ｆ 230-0350 理事長 貝畑雅二 学校法人貝畑学園 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2921448 平成29年10月26日 平成35年6月30日

どう前 岡山市北区田町一丁目６番１１号ルシエル田町１Ｆ１０１号 233-3434 同前敦史 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 2920935 平成29年9月7日 平成35年6月30日

割烹味膳 岡山市北区田町一丁目８番１０６号 237-2589 西原道典 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 2822934 平成29年4月11日 平成34年6月30日

西川荘 岡山市北区田町二丁目１３番２７号ＳＷＩＳＳ西川１・２Ｆ 225-1971 原田和典 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 2922472 平成30年3月8日 平成35年6月30日

モダン鉄板グリルコペン 岡山市北区磨屋町１番５号セシルプラザ岡山１Ｆ 206-3577 代表取締役 永幡秀樹 ㈱コペン 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2922640 平成30年3月29日 平成35年6月30日

中国料理アプランドル 岡山市北区磨屋町６番１１号第２きく井ビル 230-4181 代表取締役 和田茂雄 ㈲一星 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 2921854 平成30年1月18日 平成35年6月30日

炭火庵犇き堂 岡山市北区磨屋町７番４号ＨＡＮＡビル２Ｆ 289-6590 高瀬心輔 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2921579 平成29年12月5日 平成35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 代表取締役 緋田幸生 ㈱ひだや 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2922638 平成30年3月29日 平成35年6月30日

エーム１６６２ 岡山市北区磨屋町９番１８－１０１号農林中央金庫岡山支店内 代表取締役社長 山村俊夫 エームサービス㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（社食・寮食） 2921932 平成29年12月14日 平成35年6月30日

三東食堂 岡山市北区平和町１番１号５Ｆ 代表取締役 善田高志 グリーンホスピタリティフードマネジメント㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（社食・寮食） 2920789 平成29年7月6日 平成35年6月30日

中村食堂 岡山市北区丸の内一丁目１２番１号片岡ビル 中村匡裕 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2921406 平成29年10月19日 平成35年7月31日

ＪＯＥ’ｓ　ＣＯＦＦＥＥ 岡山市北区丸の内一丁目１４番６号ラブラコア丸の内１Ｆ 230-1591 津阪潤史 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2921958 平成29年12月21日 平成35年7月31日

Ｈａｎａｃｏ　Ｓｔｙｌｅ　ｗｉｔｈ　Ｃａｆｅ 岡山市北区内山下一丁目１３番５号 737-4556 代表取締役 牧野雅公 ＬＡＢ　Ｓｔｙｌｅ㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2921321 平成29年10月12日 平成35年7月31日

焼肉レストラン大東園 岡山市北区京橋町６番１５号 222-8367 徳川泰雄 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2920858 平成29年8月1日 平成34年7月31日

ＤＡＴＣＨ 岡山市北区京橋町８番１５号グレイス２１京橋ビル１Ｆ東側 代表取締役 友實愛 ㈱ａｍｕｓｅｒ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2922298 平成30年2月22日 平成35年7月31日

伊太利屋風洋食屋エンゾ 岡山市北区表町一丁目１番４５号十全ビル１Ｆ１０２号 225-7003 田中光司 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2920695 平成29年7月4日 平成34年7月31日

ばぁばキッチンまかないや 岡山市北区表町一丁目９番３５号中之町会館１Ｆ・２Ｆ 221-9020 代表取締役 新保良江 ㈱ＹＹ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2822941 平成29年4月4日 平成34年7月31日

アントロワ 岡山市北区表町一丁目９番６７号 953-4696 代表取締役 中村和也 ㈱和創 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2921510 平成29年10月31日 平成35年7月31日

エスプリ・ド・コロンバージュ 岡山市北区表町二丁目１番５３号 227-3140 代表取締役 内田貴章 ㈱コロンバージュ製パン所 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 2920472 平成29年5月30日 平成34年7月31日

宝島ラーメン 岡山市北区表町二丁目２番４１号 227-9460 中島明人 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2921294 平成29年9月29日 平成35年7月31日

アヒージョバルカナリオ 岡山市北区表町二丁目４番４１号石井ビル１Ｆ１０２号 黒住暢之 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2920207 平成29年4月25日 平成34年7月31日

パルドン 岡山市北区表町二丁目５番２８号 下山充容 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2922484 平成30年3月20日 平成35年7月31日

ＨＩＢＡＲＩ　ＳＴＯＲＥ 岡山市北区表町二丁目７番１５号 230-2833 代表社員 加賀正浩 ひばり合同会社 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2920669 平成29年6月29日 平成34年7月31日

もなど喫茶店 岡山市北区表町二丁目７番２３号せのお洋服店２Ｆ 石井寛子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2920495 平成29年7月11日 平成34年7月31日

囲碁・将棋カフェ 岡山市北区表町二丁目７番３２号サカエ町ビル１Ｆ 代表取締役 木庭寛樹 ㈱エバーラスト 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2922027 平成30年1月30日 平成35年7月31日

麺処ぐり虎 岡山市北区表町三丁目５番１５号ＣＯ．ＯＭＯＴＥＣＨＯ１Ｆ 河中佑太 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2920595 平成29年6月15日 平成34年7月31日

花月 岡山市北区表町三丁目５番２０号 201-7370 代表取締役 古市大藏 ㈱前津屋 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2921260 平成29年10月3日 平成35年7月31日

おたくの夢Ｃａｆｅ 岡山市北区表町三丁目７番７号２Ｆ 代表取締役 木庭寛樹 ㈱エバーラスト 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2920742 平成29年7月25日 平成34年7月31日

子チェチェ 岡山市北区表町三丁目１２番１２号宗政ビル１Ｆ 230-1544 渡邉久美子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2822767 平成29年4月6日 平成34年7月31日

ハンティングカフェ 岡山市北区表町三丁目１３番３６号１Ｆ 大本優太 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2921815 平成29年12月5日 平成35年7月31日

ビストロヤマシタ 岡山市北区表町三丁目１５番８号表町プレイタウン１F５号 233-2888 山下学 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 2922404 平成30年2月27日 平成35年7月31日

岡山済生会なでしこ保育園 岡山市北区伊福町二丁目１７番５号 代表取締役 白田豊彦 シダックスフードサービス㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2922447 平成30年3月13日 平成35年7月31日

岡山駅北シティホール 岡山市北区絵図町１番４０号２Ｆ 251-1194 代表取締役 田中勝博 ㈱椿 飲食店営業（一般食堂） その他 2921918 平成29年12月21日 平成35年7月31日

ペリカンパスタ 岡山市北区清心町１番５号 250-4066 古市知詠子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2920652 平成29年6月22日 平成34年7月31日

喫茶アメノコヤネ 岡山市北区津島京町一丁目１番２１号 小島一仁 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2921004 平成29年8月15日 平成35年7月31日

カレー屋キリン堂 岡山市北区津島新野一丁目１番１号 251-1118 安井智子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2922651 平成30年3月28日 平成35年7月31日

タンドールバル＆カフェ 岡山市北区津島新野一丁目１番２８号 252-7799 バスネットナバラジ 飲食店営業（一般食堂） その他 2921751 平成29年11月28日 平成35年7月31日

ＲＥＳＯＮＡＮＣＥ 岡山市北区津島福居一丁目１番１５号 959-4714 馬越洋平 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2921635 平成29年11月28日 平成35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
大衆焼肉まいど 岡山市北区万成西町２番４３号 253-1588 代表取締役 岸本祐宜 岸本商事㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2920345 平成29年5月23日 平成34年7月31日

ＨａＭａＮａさん家 岡山市北区奉還町三丁目９番９号 松岡直樹 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2922189 平成30年2月1日 平成35年7月31日

牛角岡山新保店 岡山市南区新保６７８番地３ 805-8929 代表取締役 岩田佳子 ㈱ファンフロンティア 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2922353 平成30年2月22日 平成35年9月30日

とらそば 岡山市南区西市５９１番地４ 245-2223 代表取締役 三井潤志 ㈱とらとら 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2920809 平成29年7月13日 平成34年9月30日

ｍａｎａｅ　ｃａｆｅ 岡山市南区西市８５２番地３ 250-0082 代表取締役 景山裕之 ㈲操陳列製作所 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2922151 平成30年1月25日 平成35年9月30日

アーバンホール岡山西市 岡山市南区米倉３１番地３ 244-3377 代表取締役 緒方光幸 ㈲アーバンホール 飲食店営業（一般食堂） その他 2922332 平成30年2月22日 平成35年9月30日

せとラーメン 岡山市南区郡２９８２番地２ 267-3301 井上浩二 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2921165 平成29年9月14日 平成34年9月30日

ハマコオリ 岡山市南区妹尾２４９番地７ 濱家香織 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2920594 平成29年6月29日 平成34年9月30日

焼肉レストラン巨城里 岡山市南区妹尾２３９３番地４ 282-1902 代表取締役 趙鏞大 ㈱巨城里 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2920632 平成29年6月20日 平成34年9月30日

Ｅｖｅｒｅｓｔ　Ｋｉｔｃｈｅｎ 岡山市南区箕島１２１５番地７ 281-6821 ＫＨＡＤＫＡ　ＬＯＫ　ＢＡＨＡＤＵＲ 飲食店営業（一般食堂） その他 2922471 平成30年3月8日 平成35年9月30日

カラオケハニービー妹尾店 岡山市南区箕島１３７１番地１ 281-6448 代表取締役 藤原雄士 ㈲マーク 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2921080 平成29年9月28日 平成34年9月30日

ぎゃらりー濱田 岡山市南区大福２８０番地６ 281-5315 濱田弘子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2922068 平成30年1月25日 平成35年9月30日

魚国総本社・岡山市２８６６３ 岡山市南区古新田７９６番地１古新田げんき内 282-0705 代表取締役社長 田所伸浩 ㈱魚国総本社 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2922520 平成30年3月29日 平成35年9月30日

一冨士フードサービス㈱４６９６ 岡山市南区古新田９８９番地４マルケー自動車整備㈱内 代表取締役 山岡直方 一冨士フードサービス㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（社食・寮食） 2920177 平成29年4月25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 代表取締役社長 小澤典裕 栄食メディックス㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2922475 平成30年3月29日 平成35年9月30日

うなぎ料理くりはら 岡山市南区曽根５０４番地 298-2428 市原暁仁 飲食店営業（一般食堂） その他 2922535 平成30年3月20日 平成35年9月30日

炎むすび 岡山市南区中畦３８５番地４ 298-2721 大原亨 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2920730 平成29年7月4日 平成34年9月30日

かえで 岡山市南区藤田２０５番地 239-8228 代表取締役 原克典 ㈲岡山ツーバイ工業 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2921002 平成29年8月10日 平成34年9月30日

壱鉢屋 岡山市南区藤田６７３番地２２ 296-0008 代表取締役 岡本英征 ㈱フーズクリエーション 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2921435 平成29年10月19日 平成35年9月30日

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋岡山灘崎店 岡山市南区西紅陽台二丁目５８番地４６６ 363-9611 代表取締役 杉本誠治 ㈱マコトヤ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2921110 平成29年9月19日 平成34年9月30日

クラフト工房 岡山市南区片岡２４６８番地サウスヴィレッジ内 362-5500 石井敏子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2920012 平成29年4月27日 平成34年9月30日

ｃａｆｅあさひ 岡山市中区小橋町二丁目４番８号グランドライフＪＫ１Ｆ 山本百合子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2921434 平成29年11月2日 平成35年10月31日

養護老人ホーム岡山市友楽園 岡山市中区平井四丁目１３番３３号 200-0511 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） 2922421 平成30年3月6日 平成35年10月31日

ポプラ岡山店 岡山市中区平井七丁目１番５号 238-5222 代表取締役 湖山訓夫 ㈱コヤマカンパニー 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2922608 平成30年3月29日 平成35年10月31日

讃岐うどんむらさき円山店 岡山市中区湊４００番地 277-3301 代表取締役社長 岸本伸造 岸本㈱ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2920850 平成29年7月18日 平成34年10月31日

Ｎａｍｉｍａｃｈｉ　Ｃｏｆｆｅｅ 岡山市中区湊１３６５番地１１ 登田成一 飲食店営業（一般食堂） その他 2922116 平成30年1月18日 平成35年10月31日

岡山ガス社員食堂 岡山市中区桜橋一丁目１番６０号岡山ガス本社内４Ｆ 273-6877 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（社食・寮食） 2922194 平成30年2月1日 平成35年10月31日

ラマスパイス 岡山市中区江崎６４番地３ 289-5522 西崎零太郎 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2922272 平成30年3月8日 平成35年10月31日

自然薯パンプキン 岡山市中区江崎５２４番地 片山哲也 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2922555 平成30年3月15日 平成35年10月31日

岡山医療生活協同組合デイサービスセンターくらた 岡山市中区倉田６６８番地１ 276-2055 北山敏久 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2922411 平成30年3月8日 平成35年10月31日

岡山市立操南中学校給食室 岡山市中区藤崎１３０番地２ 277-7281 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） 2920890 平成29年8月3日 平成34年10月31日

うどんのまるえん 岡山市中区円山９０番地９ＹＳタウン円山１Ｆ１０３号 238-5300 山本晃 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2922458 平成30年3月20日 平成35年10月31日

えびすらーめん円山店 岡山市中区円山１０３０番地７ 206-1475 宮川剛 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2921945 平成29年12月19日 平成35年10月31日

かなまるうどん 岡山市中区海吉１７５９番地２４Ｆａｒｎｅｓｅ海吉１Ｆ 金丸渉 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2922067 平成30年1月18日 平成35年10月31日

食彩家みゆ 岡山市中区海吉１８０７番地１４栄ビル１Ｆ 238-7713 滝安正男 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 2922368 平成30年3月13日 平成35年10月31日

セルフうどん楽や 岡山市中区海吉１８２７番地５ 277-7499 古林克巳 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2920344 平成29年5月16日 平成34年10月31日

うどんよしだ 岡山市北区牟佐１４１６番地 229-1187 取締役 吉田真由美 ㈲よし田屋 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2921214 平成29年10月5日 平成34年11月30日

ザグスタ北方厨房 岡山市北区北方二丁目１番１３号 226-7622 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（集団給食） 2922486 平成30年3月20日 平成35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
松下うどん法界院店 岡山市北区北方二丁目３番４１号 226-4478 代表取締役 山本享 ㈱Ｇａｎｇａ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2920412 平成29年5月23日 平成34年11月30日

学園食堂 岡山市北区理大町１番１号 代表取締役 浅原康幸 アーサー㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2921781 平成29年11月30日 平成34年11月30日

岡山理科大学４号館食堂 岡山市北区理大町１番１号 代表取締役 浅原康幸 アーサー㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2921782 平成29年11月30日 平成34年11月30日

大学会館１F　ｉｎｄｅｎｔ 岡山市北区津島中二丁目１番１号大学会館１F 256-4106 理事長 田口勇仁 岡山大学生活協同組合 飲食店営業（一般食堂） その他 2921042 平成29年9月21日 平成34年11月30日

吉備のおかげ茶屋 岡山市北区一宮１０４３番地 239-8720 神代和博 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2921166 平成29年9月28日 平成34年11月30日

粋味倶楽部天のめ 岡山市北区辛川市場８０９番地１－１Ｆ 284-7592 藤井礼子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2920651 平成29年7月11日 平成34年11月30日

ｍａｒｃｈｅ　ｄｅ　ｔａｎｔｏ 岡山市北区首部３１３番地１ 岩井美代子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2922516 平成30年3月13日 平成35年11月30日

味祥 岡山市北区楢津６６６番地２０ 284-5723 代表取締役 高艶 三宝㈱ 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 2920175 平成29年4月20日 平成34年11月30日

食工房ぶどうの木舎 岡山市北区楢津７７９番地１０ 284-6730 藪原正雄 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 2921526 平成29年10月31日 平成34年11月30日

音楽サロン紙風船 岡山市北区菅野１８８３番地 294-2274 佐々木摩季 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2920428 平成29年5月30日 平成34年11月30日

老人保健施設マスカット苑 岡山市北区菅野４２８１番地１ 294-1123 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） 2920436 平成29年5月30日 平成34年11月30日

キッチンサフラン 岡山市北区津高１９３番地 255-4647 代表取締役 須々木博忠 ㈲ガラム・マサラ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2920992 平成29年8月10日 平成34年11月30日

ぐりぐり家津高店 岡山市北区津高３６９番地１ 236-6629 代表取締役 石井佳子 ㈱フレスカ 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2921785 平成29年12月12日 平成35年11月30日

㈱セレマ津高シティホール 岡山市北区津高６２８番地５ 253-4194 代表取締役 田中勝博 ㈱椿 飲食店営業（一般食堂） その他 2921055 平成29年9月5日 平成34年11月30日

そんぽの家津高　厨房 岡山市北区富原３６６３番地１ 251-6755 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） 2920039 平成29年4月25日 平成34年11月30日

手打ち蕎麦青空亭 岡山市北区日応寺１６６７番地８ 松下照利 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2921265 平成29年10月3日 平成34年11月30日

特別養護老人ホームよつば園厨房 岡山市北区吉宗８５３番地 294-7201 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（集団給食） 2920502 平成29年6月13日 平成34年11月30日

特別養護老人ホーム　岡山シルバーセンター 岡山市北区新庄上５４５番地１ 287-5111 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） 2921411 平成29年11月28日 平成34年11月30日

いきがいライフたかまつ給食室 岡山市北区立田５８６番地１ 287-6111 その他 浅原康幸 アーサー㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2921445 平成29年10月26日 平成34年11月30日

高松アクティブホーム給食室 岡山市北区立田５８７番地 287-4483 代表取締役 浅原康幸 アーサー㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2921539 平成29年11月9日 平成34年11月30日

ラーメン屋祥 岡山市北区立田９２６番地２１ 赤木祥人 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2920991 平成29年8月29日 平成34年11月30日

中華料理福源楼 岡山市北区門前３８４番地１ 289-6375 代表取締役 牛大权 ・源商事㈱ 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 2920943 平成29年8月1日 平成34年11月30日

らうんじ裕子 岡山市北区大井４５６番地１２ 295-0100 野村敏晴 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2920801 平成29年7月13日 平成34年11月30日

ケアハウスあしもり給食室 岡山市北区下足守４６番地 295-0030 代表取締役 浅原康幸 アーサー㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2921534 平成29年11月9日 平成34年11月30日

特別養護老人ホーム足守荘給食室 岡山市北区下足守１８９８番地 295-2600 代表取締役 浅原康幸 アーサー㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2921533 平成29年11月9日 平成34年11月30日

アットホームあしもり給食室 岡山市北区下足守１９１０番地１ 295-1090 代表取締役 浅原康幸 アーサー㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2921538 平成29年11月9日 平成34年11月30日

アートライフあしもり給食室 岡山市北区下足守１９１１番地１ 295-1090 代表取締役 浅原康幸 アーサー㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2921536 平成29年11月9日 平成34年11月30日

うどん一休さん 岡山市北区御津野々口１９４番地１ 724-2193 代表取締役 前田大輔 ㈲オールドボーイ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2921594 平成29年11月9日 平成34年11月30日

特養宇甘川荘 岡山市北区御津紙工１４１０番地 代表取締役 小野寺裕司 ㈱ＬＥＯＣ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 2920852 平成29年7月25日 平成34年11月30日

学校法人みつ朝日学園内ウエルケアフード営業所 岡山市北区御津紙工２５７７番地 726-0111 代表取締役 足立太郎 ㈱ウエルケアフードサービス 飲食店営業（一般食堂） その他（社食・寮食） 2822922 平成29年4月4日 平成34年11月30日

壱鉢屋 岡山市南区浜野二丁目１０番４７号 代表取締役 岡本英征 ㈱フーズクリエーション 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2921684 平成29年11月16日 平成34年12月31日

浜野商店 岡山市南区浜野四丁目８番４号 236-8867 取締役 佐竹良一 ㈲ビートウォール 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2920040 平成29年4月13日 平成34年12月31日

中華食堂 岡山市南区三浜町一丁目３番２０号 259-2779 根本明良 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 2920482 平成29年6月6日 平成34年12月31日

つねちゃん食堂 岡山市南区三浜町一丁目１２番１４号セントラルコーポビル１Ｆ 262-7310 森本常文 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2921703 平成29年11月21日 平成34年12月31日

平安祭典岡山南会館 岡山市南区福富中一丁目３番４号２Ｆ 263-4194 代表取締役 上田利道 ユウベル㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他 2921352 平成29年11月7日 平成34年12月31日

Ｔｅａ　Hｏｕｓｅ　Ｂｏｗｌｉｎｅ　Ｋｎｏｔ 岡山市南区福富西一丁目１４番２８号 265-5956 髙橋靖子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2922364 平成30年2月27日 平成35年12月31日

鉄板焼こころ 岡山市南区福富西二丁目１９番３６号サンガーデン福富ＷＥＳＴ１F１０４号 259-2944 東美里 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 2921843 平成29年12月14日 平成34年12月31日

源久 岡山市南区築港新町二丁目１番 池淵学 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2922216 平成30年2月8日 平成35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
Ｈａｗａｉｉａｎ　Ｓｔｅａｋ 岡山市南区築港ひかり町３番１号 250-0528 中須雄大 飲食店営業（一般食堂） その他 2922405 平成30年3月1日 平成35年12月31日

ＣＡＬＭＡ 岡山市南区並木町二丁目１６番２２号並木ハイツ東棟１Ｆ西側 262-1551 服部洋和 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2921433 平成29年10月24日 平成34年12月31日

ＮＡＭＩＫＩ　ＣＡＦＥ　ＬＡ　ＬＩＢＥＲＴＥ 岡山市南区並木町二丁目１６番２２号 959-4869 代表取締役 松本理恵 ㈱ＮＥＸＴ　ＡＤＶＡＮＣＥ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2921742 平成29年11月28日 平成34年12月31日

アーバンホール岡南 岡山市南区福吉町３１番２０号 902-1122 代表取締役 緒方光幸 ㈲アーバンホール 飲食店営業（一般食堂） その他 2922334 平成30年2月22日 平成35年12月31日

千代 岡山市南区若葉町２１番３０号 262-8246 酒井一郎 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 2922181 平成30年1月25日 平成35年12月31日

ＤＯＷＡエレクトロニクス岡山株式会社 岡山市南区海岸通一丁目３番１号 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） 2920384 平成29年5月23日 平成34年12月31日

ＤＯＷＡエレクトロニクス岡山 岡山市南区海岸通一丁目３番１号 262-1125 代表取締役 三宅健文 三和食品㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（社食・寮食） 2920706 平成29年6月29日 平成34年12月31日

焼肉芳香園 岡山市南区豊成三丁目８番１３号 坂平幸治 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 2921715 平成29年11月30日 平成34年12月31日

みや家豊成店 岡山市南区豊成三丁目２３番１３号 238-0099 代表取締役 清水正一郎 ㈲エスイズ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 2921764 平成29年11月30日 平成34年12月31日

株式会社スマイル・オール 岡山市北区北長瀬本町２０番５１号 259-0702 代表取締役 西田知秀 ㈱スマイル・オール 飲食店営業（仕出し屋） 給食弁当 2922406 平成30年3月1日 平成36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ＪＲ岡山駅地下１Ｆ 201-0738 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（仕出し屋） 調理パン 2922313 平成30年2月20日 平成36年1月31日

有限会社備前給食岡山工場 岡山市北区撫川１２９８番地 239-9150 取締役 石原絹三 ㈲備前給食 飲食店営業（仕出し屋） 給食弁当 2921043 平成29年8月31日 平成35年1月31日

エマルはなれ 岡山市北区南方二丁目９番７号 岡本映子 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 2921024 平成29年8月22日 平成35年2月28日

自然派レストランＧＯＮＴＡ 岡山市中区竹田３番地 271-0831 代表取締役 秋山裕一 ㈱セントラルフーズ 飲食店営業（仕出し屋） 給食弁当 2922488 平成30年3月27日 平成35年3月31日

キリン食堂 岡山市中区森下町７番１７号 白川誠博 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2922069 平成30年3月13日 平成35年3月31日

配食のふれ愛岡山東店 岡山市中区藤原２３番地１２藤原テナント１Ｆ 230-2180 代表取締役 横山貴彦 ㈱リオ 飲食店営業（仕出し屋） 給食弁当 2920970 平成29年8月10日 平成35年3月31日

山陽マルナカ東岡山店 岡山市中区神下１０３番地１ 279-8273 代表取締役 宮宇地剛 ㈱山陽マルナカ 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 2922158 平成30年2月1日 平成35年3月31日

ローソン岡山高島新屋敷店 岡山市中区高島新屋敷７０２番地１ 275-7122 近藤宏子 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2921379 平成29年10月31日 平成35年3月31日

Ｂａｋｅｒｙ　ｃｏｃｏｒｏ 岡山市東区益野町２５番地４ 942-1800 大谷孝治 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 2920919 平成29年12月12日 平成35年4月30日

ニシナフードバスケット西大寺店 岡山市東区広谷４７４番地９ 943-0301 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 2920302 平成29年5月25日 平成35年4月30日

仕出し屋桜寿 岡山市東区富士見町一丁目２８番６号富士見アパート１F 夕川千春 飲食店営業（仕出し屋） 仕出し料理 2921446 平成29年10月31日 平成35年4月30日

まごころ弁当岡山東店 岡山市東区金岡西町３８７番地２ 238-9764 鈴木順善 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 2922046 平成30年1月16日 平成35年4月30日

やまね 岡山市東区水門町９２４番地８ 946-8958 代表取締役 片山剛 ㈲やまね 飲食店営業（仕出し屋） 仕出し料理 2922367 平成30年3月27日 平成35年4月30日

ベーカリーハウスパニーニ 岡山市東区中尾２９５番地わたなべ生鮮館内 279-3739 那須浩二 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 2921694 平成29年12月5日 平成35年4月30日

ＴＡＢＡＩ 岡山市北区大学町４番１４号ヴィラリバー１Ｆ 224-7766 田葉井浩人 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 2921888 平成29年12月12日 平成35年5月31日

田むす岡山医大前店 岡山市北区鹿田町一丁目６番１７号ＯＲＡＮＧＥ医大北西棟１F南西 206-3224 代表取締役 上神健治 ㈱上神食糧 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2920984 平成29年8月24日 平成35年5月31日

香々庵弁当 岡山市北区東古松一丁目１０番１０号－１Ｆ 225-8808 代表取締役 吉田洋基 ㈲香々庵 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 2921232 平成29年9月26日 平成35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 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 2922254 平成30年2月13日 平成35年5月31日

㈱レストラン西川 岡山市北区田町二丁目１３番２１号 225-1041 代表取締役 原田和典 ㈱レストラン西川 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 2921141 平成29年9月12日 平成35年6月30日

Ｆｅｌｉｃｅ 岡山市南区西市１１８番地２０ 梶原万喜子 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 2920211 平成29年4月27日 平成34年9月30日

ほっかほっか亭妹尾荒田店 岡山市南区妹尾２３４４番地６ 282-9212 取締役 宮田奈之 ㈲ミヤタ 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2920672 平成29年6月27日 平成34年9月30日

天満屋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 2922252 平成30年2月20日 平成35年11月30日

天満屋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 野口重明 ㈱天満屋ストア 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2922261 平成30年2月20日 平成35年11月30日

空とパンとハンモック 岡山市北区大和町二丁目９番１８号パレスコンフォート大和町１Ｆ－Ａ 234-3383 代表取締役 正部貴司 ㈱Ｍａｓａｂａｋｅｒｙ 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 2921407 平成29年10月19日 平成34年11月30日

ＩＫＯＣＣＡエブリイ津高店 岡山市北区横井上８３番地３ 250-2211 代表取締役 岡﨑浩樹 ㈱エブリイ 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 2922193 平成30年2月1日 平成35年11月30日

アーサー食品工場 岡山市北区高塚１５番地１ 230-6191 その他 浅原康幸 アーサー株式会社 飲食店営業（仕出し屋） 給食弁当 2920657 平成29年6月29日 平成34年11月30日

おいしん房 岡山市北区下足守１０３８番地 295-0198 森岡健二 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 2921266 平成29年10月5日 平成34年11月30日

五城地区活性化協議会 岡山市北区御津新庄３０４０番地岡山市御津五城地区活性化センター 中務昇 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 2921868 平成29年12月14日 平成35年11月30日
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雑穀料理まんま倶楽部 岡山市北区御津高津８７６番地 田下美代子 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 2922607 平成30年3月29日 平成35年11月30日

ａｏｚｏｒａ 岡山市南区浜野二丁目１番３５号 262-5565 代表取締役 采田倫明 ㈱ａｏｚｏｒａ 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 2921349 平成29年10月24日 平成34年12月31日

ほっかほっか亭福島３丁目店 岡山市南区福島三丁目６番２３号 250-0515 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 2922018 平成30年1月16日 平成35年12月31日

株式会社岡山フルーツ農園 岡山市南区新福二丁目６番９号 代表取締役社長 高原弘雅 ㈱岡山フルーツ農園 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 2920130 平成29年4月13日 平成34年12月31日

宅配クック１２３岡山店 岡山市南区福富中一丁目４番１５号 236-8020 代表取締役 小林高光 ㈲ウイング 飲食店営業（仕出し屋） 給食弁当 2921608 平成29年11月21日 平成34年12月31日

ライフデリ岡山南店 岡山市南区福富中一丁目５番１号武田ビル１Ｆ１０３号 265-1366 河合正人 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 2920300 平成29年5月18日 平成34年12月31日

株式会社山崎食品 岡山市南区福富西一丁目３番１１号 代表取締役 山﨑待子 ㈱山崎食品 飲食店営業（仕出し屋） 仕出し料理 2920153 平成29年5月2日 平成34年12月31日

本家かまどや空港線福富店 岡山市南区福富西二丁目１９番３６号 264-9717 西孝明 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2921917 平成29年12月14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 宮宇地剛 ㈱山陽マルナカ 飲食店営業（仕出し屋） 仕出し料理 2921803 平成29年12月5日 平成34年12月31日

ｓｏｌｉｔｏ 岡山市南区福富西三丁目７番２５号 265-7269 泥谷克己 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 2920804 平成29年8月3日 平成34年12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 及川剛 ㈱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） その他 2922004 平成29年12月26日 平成35年1月31日

ベルホーム 岡山市北区問屋町２３番地１０１ 241-4131 代表取締役 及川剛 ㈱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 2920899 平成29年7月25日 平成35年1月31日

㈱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 及川剛 ㈱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 2822954 平成29年4月4日 平成34年9月30日

Ｗａｓｈ＆Ｓｈｉｎｅ福島３丁目店 岡山市南区福島三丁目６番２６号 代表取締役 及川剛 ㈱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 2922052 平成30年1月11日 平成35年12月31日

秋田物産株式会社 岡山市南区築港元町１３番２２号 265-5000 代表取締役 及川剛 ㈱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 2921244 平成29年9月26日 平成34年12月31日

BLOCK　ｎａｔｕｒａｌ　ｉｃｅ　ｃｒｅａｍ 岡山市一円 代表取締役 石川康晴 ㈱ストライプインターナショナル 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2920696 平成29年6月29日 平成35年2月28日

ナッシュカリーアメリカン 岡山市一円 代表取締役 江口健汰 ㈱ワールドプロジェクト 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2920722 平成29年7月4日 平成35年2月28日

プレヴナン 岡山市一円 代表取締役 山本和志 ㈱プレヴナン 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2920265 平成29年5月2日 平成35年2月28日

ポルフリ 岡山市一円 岡本実 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2920266 平成29年5月2日 平成35年3月31日

ガネーシャ 岡山市一円 バスネット　マン　クマリ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2920570 平成29年6月13日 平成35年3月31日

なみいち 岡山市一円 瀧本実生 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2920914 平成29年7月25日 平成35年3月31日

ＰＩＺＺＡ　ＣＯＴＡＲＯＵ 岡山市一円 平岡啓友 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2922176 平成30年1月25日 平成35年3月31日

薫里フーズ 岡山市一円 植月孝恵 飲食店営業（特殊形態） 2920242 平成29年5月2日 平成35年4月30日

満桃園 岡山市一円 小田満 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2822953 平成29年4月4日 平成34年4月30日

岡山市一円 小野明美 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2920195 平成29年4月25日 平成34年4月30日

日乃出醤油有限会社 岡山市一円 948-2352 代表取締役 小泉真 日乃出醤油㈲ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2921097 平成29年9月7日 平成35年4月30日

梅ごころ 岡山市一円 谷和正 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2921753 平成29年11月28日 平成35年4月30日

そらたこ 岡山市一円 代表取締役 木村敏男 ㈱又左 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2922585 平成30年3月22日 平成35年4月30日

鬼笑 岡山市一円 福池好展 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2920664 平成29年6月22日 平成35年4月30日

ザ・コーヒーバー 岡山市一円 代表取締役 木下千恵子 ㈱ザ・コーヒーバー 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2920089 平成29年4月13日 平成34年5月31日

南はね 岡山市一円 李暁芳 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2922408 平成30年3月1日 平成35年5月31日

岡山市一円 山根渡 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2922599 平成30年3月27日 平成35年5月31日

ピザーラキャラバン 岡山市一円 代表取締役 頼信道善 ㈱ピーチピット 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2921450 平成29年10月24日 平成35年5月31日

有限会社せとうちフーズ 岡山市一円 代表取締役 三宅邦夫 ㈲せとうちフーズ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2920720 平成29年6月30日 平成34年7月31日

たつみ 岡山市北区いずみ町２番１－１１号岡山県総合グランド陸上競技場（ファジフーズ内） 亀石勇 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2922420 平成30年3月6日 平成35年7月31日

たこ仙人 岡山市一円 代表取締役 藤井紀行 アグリエイト㈱ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2921682 平成29年11月14日 平成35年9月30日

フロマジュリーピノ 岡山市一円 224-1466 代表取締役 中野操 ㈲ピノフードサービス 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2920450 平成29年5月30日 平成34年10月31日

自然薯ハウス 岡山市一円 片山哲也 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2921048 平成29年8月29日 平成34年10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
三木青果 岡山市一円 三木栄治 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2922496 平成30年3月13日 平成35年10月31日

末藤食鶏 岡山市一円 末藤寛之 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2920059 平成29年4月11日 平成34年11月30日

せんた 岡山市一円 内山千栄 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2920073 平成29年4月11日 平成34年11月30日

グルメ市場 岡山市一円 代表取締役 宮本英基 ㈱グルメ市場 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2920194 平成29年4月25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） 自動車 2920351 平成29年5月12日 平成34年11月30日

神郷あまごの塩焼き「ｎａｒａｄｅｗａ」 岡山市一円 代表取締役 松田礼平 ㈱ＫＣ３ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2920485 平成29年6月1日 平成34年11月30日

タコドック 岡山市一円 井筒敏文 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2920492 平成29年6月1日 平成34年11月30日

薫風堂 岡山市一円 井上薫 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2920551 平成29年6月8日 平成34年11月30日

ＭＯＭＩ＆ＴＯＹ’Ｓ　ＫＡＮＤＡ　ＯＫＡＹＡＭＡ店 岡山市一円 代表取締役 菅田茂 カンダエステム㈱ 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2920606 平成29年6月15日 平成34年11月30日

七穀ベーカリー 岡山市一円 山本洋代 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2920631 平成29年6月20日 平成34年11月30日

アジア麺あまくま屋 岡山市一円 川津昌代 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2920675 平成29年6月27日 平成34年11月30日

Ｂｉｇ　ｍｏｕｎｔａｉｎ 岡山市一円 大山貴之 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2920707 平成29年6月29日 平成34年11月30日

岡山市一円 代表取締役 山本拓哉 ㈲マリンシアター 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2920717 平成29年6月30日 平成34年11月30日

齊藤規明 岡山市一円 齊藤規明 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2920949 平成29年8月1日 平成34年11月30日

ｃｏｍｅｄｏｒ 岡山市一円 長森啓子 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2921057 平成29年9月5日 平成34年11月30日

宇宙樹カフェ 岡山市一円 三村律子 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2921297 平成29年10月3日 平成34年11月30日

アルモンデ空屋 岡山市一円 井上法昭 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2921630 平成29年11月14日 平成34年11月30日

倉敷わかとり屋 岡山市一円 山崎申雄 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2922051 平成30年1月11日 平成35年11月30日

チキンラーメン号 岡山市一円 代表取締役 山本朋子 ㈱クレバー 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2922117 平成30年1月18日 平成35年11月30日

焼き鳥鶴瓶 岡山市一円 三宅祐一 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2922316 平成30年2月15日 平成35年11月30日

小松食品 岡山市一円 洲口満津雄 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2922344 平成30年2月20日 平成35年11月30日

小松食品 岡山市一円 野川一 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2922345 平成30年2月20日 平成35年11月30日

純氷の里 岡山市一円 八木宗 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2922354 平成30年2月22日 平成35年11月30日

株式会社トモニー・きずな 岡山市一円 代表取締役 松本征二 ㈱トモニー・きずな 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2922453 平成30年3月8日 平成35年11月30日

うまか亭 岡山市一円 宮本裕美 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2922454 平成30年3月8日 平成35年11月30日

津山黒豚餃子蘭丸 岡山市一円 代表取締役 河原弘子 ㈱ペブルフードオペレーション 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2920708 平成29年6月29日 平成34年11月30日

Ｒｏｙａｌ　Ｋｉｔｃｈｅｎ 岡山市一円 山﨑茂則 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2920650 平成29年6月20日 平成34年11月30日

観空産業㈱ 岡山市一円 代表取締役 遠藤剛 観空産業㈱ 飲食店営業（特殊形態） 2920866 平成29年7月18日 平成34年11月30日

くぼ農園（出店） 岡山市一円 726-0511 代表取締役 林賢治 ㈲吉備路オーガニックワーク 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2920980 平成29年8月10日 平成34年11月30日

ＹＯＴＳＵＢＡ　ｋｉｔｃｈｅｎ 岡山市一円 松本直樹 飲食店営業（特殊形態） 自動車 2921330 平成29年10月6日 平成34年11月30日

ＹＯＴＳＵＢＡ　ｋｉｔｃｈｅｎ 岡山市一円 松本直樹 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2921331 平成29年10月6日 平成34年11月30日

有限会社板野酒造場 岡山市一円 代表取締役 板野雄一郎 ㈲板野酒造場 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2921447 平成29年10月24日 平成34年11月30日

出張バーベキュー満福岡山 岡山市一円 222-2528 花山清文 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2920944 平成29年8月1日 平成34年12月31日

高架下ホルモン 岡山市一円 代表取締役 耕田泰男 ㈱ひとはら 飲食店営業（特殊形態） 屋台 2921168 平成29年9月14日 平成34年12月31日

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 234-7000 代表取締役 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 2921999 平成30年1月16日 平成35年1月31日

HOTEL　CREA 岡山市中区平井１１６３番地３ 276-2227 代表取締役 垰薫 ㈱クレア 飲食店営業（旅館） ホテル 2921713 平成29年11月30日 平成35年10月31日

ホテルＯ 岡山市南区泉田一丁目４番５号 206-2668 代表取締役 坪石吉高 ㈱ギャラクシー 飲食店営業（旅館） ホテル 2921750 平成29年11月28日 平成34年12月31日

ホテルビジュー 岡山市南区当新田４０３番地２ 243-1315 代表取締役 大畑憲一 ㈱ジュンソク 飲食店営業（旅館） 旅館 2920079 平成29年4月25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
セブンイレブン岡山大安寺南町店 岡山市北区大安寺南町二丁目１番３７号 256-5110 松岡薫 菓子製造業 その他 2920610 平成29年6月20日 平成35年1月31日

マルゴデリセントラルキッチン 岡山市北区大安寺南町二丁目１１番３９号Ａ－２ 368-4517 代表取締役 平野裕治 ㈱マルゴデリ 菓子製造業 洋菓子 2920811 平成29年7月11日 平成35年1月31日

セブンイレブン岡山西野山町店 岡山市北区西野山町１９７７番地１ 254-2552 代表社員 新庄友子 合同会社新庄商店 菓子製造業 その他 2921452 平成29年10月19日 平成35年1月31日

ローソン岡山野殿西町店 岡山市北区野殿西町４１５番地７ 255-7522 代表取締役 高見秀作 ㈱高見 菓子製造業 その他 2920634 平成29年6月20日 平成35年1月31日

ＬＥＣＫＥＲ 岡山市北区奉還町二丁目１番２６号 254-8777 代表取締役 金村明 ㈱クオリス 菓子製造業 その他 2921258 平成29年9月26日 平成35年1月31日

ＲＩＮＧＯ岡山一番街店 岡山市北区駅元町一番街Ｂ１Ｆ４１区画 225-4622 代表取締役 西尾修平 ㈱BAKE 菓子製造業 洋菓子 2921807 平成29年12月7日 平成35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ＪＲ岡山駅地下１Ｆ 201-0738 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 菓子製造業 2922314 平成30年2月20日 平成36年1月31日

Ｍｅｎｙａ　Ｐｈｏ 岡山市北区今二丁目１８番１５号 250-1108 代表取締役 難波とし子 ㈱あいフーズ 菓子製造業 パン 2921577 平成29年11月14日 平成35年1月31日

ｕｎ．ｆｌｅｕｒ 岡山市北区今三丁目９番１２号ピュアライフ今１F 239-7766 代表取締役 髙畑建治 ㈱ＴＳＷ 菓子製造業 洋菓子 2920500 平成29年6月8日 平成35年1月31日

Ｌｉｖｒｅ ｄ’ ｉｍａｇｅｓ 岡山市北区今五丁目１番２５号林ビル１F１０１号 石中達也 菓子製造業 洋菓子 2921557 平成29年11月16日 平成35年1月31日

ファミリーマート岡山今七丁目店 岡山市北区今七丁目６番７号 242-2755 代表取締役 山本俊 ㈱山本コーポレーション 菓子製造業 その他 2921624 平成29年11月14日 平成35年1月31日

セブンイレブン岡山田中店 岡山市北区田中１３７番地１１０ 244-8558 代表取締役 安田政弘 ㈱ＹＡＳＵＤＡＹＡ 菓子製造業 その他 2920241 平成29年6月20日 平成35年1月31日

Ａｒｔ　Ｂｒｕｔ 岡山市北区田中１５４番地１１０ 木村充均 菓子製造業 洋菓子 2920748 平成29年7月25日 平成35年1月31日

PＡＴＩＳＳＥＲＩＥ　Ｐｅｔｉｔ　Ｐｌａｉｓｉｒ 岡山市北区問屋町１２番地１０１AROW＆DEPARTMENT１F１０３号 宇髙雄三 菓子製造業 洋菓子 2922120 平成30年2月13日 平成36年1月31日

ＢＬＵＥ　ＣＡＴ　ＣＡＦＥ 岡山市北区問屋町１３番地１０４ 250-2252 取締役 亀森直 ㈱ノエルペット 菓子製造業 洋菓子 2920409 平成29年6月1日 平成35年1月31日

CORE 岡山市北区問屋町２３番地１０１－１F南西側 代表社員 髙田伸一 バースコミュニティ合同会社 菓子製造業 洋菓子 2921763 平成29年11月30日 平成35年1月31日

武蔵野珈琲 岡山市北区中仙道５７番地１０１ 245-8050 代表取締役 難波忠博 ㈱武蔵野工房 菓子製造業 洋菓子 2921281 平成29年10月3日 平成35年1月31日

ローソン岡山撫川店 岡山市北区撫川８７３番地１ 293-7039 大河内諭 菓子製造業 その他 2921388 平成29年11月9日 平成35年1月31日

ファミリーマート岡山庭瀬店 岡山市北区庭瀬４８１番地２ 292-8466 代表取締役 西村多美子 ㈱ライジング・サン 菓子製造業 その他 2921602 平成29年11月14日 平成35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 代表取締役 高見秀作 ㈱高見 菓子製造業 その他 2920644 平成29年6月27日 平成35年1月31日

ローソン岡山庭瀬店 岡山市北区平野９３３番地３ 250-8180 代表取締役 太田一人 ㈱笑嬉 菓子製造業 その他 2920780 平成29年8月8日 平成35年1月31日

Ｍｅｌｏｎ　ｄｅ　ｍｅｌｏｎ　岡山駅前店 岡山市北区駅前町一丁目２番２号 234-5557 代表社員 渡邉秀樹 合同会社ＯＭＨホールディングス 菓子製造業 パン 2921293 平成29年10月5日 平成35年2月28日

ＣＲＥＰＥ　ＤＥ　ＧＩＲＡＦＥ岡山幸町店 岡山市北区幸町２番２６号竹谷ビル１Ｆ 加藤彰 菓子製造業 洋菓子 2921646 平成29年11月16日 平成35年2月28日

サンマルクカフェ岡山駅前店 岡山市北区錦町１番１５号ビューティーミュージアムビル１Ｆ 232-0309 代表取締役社長 藤井大祐 ㈱サンマルクカフェ 菓子製造業 パン 2922578 平成30年3月20日 平成36年2月29日

Ｋｏｊｉ　Ｏｋｕｒａ　ｂｙ　ＣＡＦＥ　ＡＵＸ　ＤＥＬＩＣＥＳ 岡山市北区錦町８番２２号ドウゼンビル１Ｆ・２Ｆ 226-8505 代表取締役 梅田真吾 ㈱ルラシオン 菓子製造業 洋菓子 2921037 平成29年9月14日 平成35年2月28日

ファミリーマート岡山柳町店 岡山市北区柳町一丁目６番１号 235-2100 代表取締役 安永岳彦 ㈱クレイド 菓子製造業 その他 2922490 平成30年3月15日 平成36年2月29日

リトルローザンヌ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１F１０５０号 206-7727 代表取締役 渡辺和己 ローザンヌ㈱ 菓子製造業 洋菓子 2922503 平成30年3月29日 平成36年2月29日

ファミリーマート岡山浜二丁目店 岡山市中区浜二丁目４番１４号 901-0755 坂本英子 菓子製造業 その他 2921535 平成29年11月2日 平成35年3月31日

ファミリーマート原尾島一丁目店 岡山市中区原尾島一丁目１番６号 270-5788 代表取締役 西田真太朗 ㈱イーチ 菓子製造業 その他 2921687 平成29年11月21日 平成35年3月31日

ＲＩＥＬ＋ 岡山市中区徳吉町二丁目１１番１７号 201-0448 石川貴宏 菓子製造業 洋菓子 2920075 平成29年4月13日 平成35年3月31日

焼き菓子みのり 岡山市中区古京町一丁目２番７号 737-4852 岸本仁美 菓子製造業 洋菓子 2920953 平成29年9月7日 平成35年3月31日

ファミリーマート岡山国富店 岡山市中区国富６２５番地１ 901-0011 代表取締役 田村英樹 ㈱ＡＳＵＴＥＲＵ 菓子製造業 その他 2921513 平成29年10月31日 平成35年3月31日

パークス東山店 岡山市中区東山二丁目２番２５号 272-1294 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 2920732 平成29年8月1日 平成35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㈱ 菓子製造業 パン 2922370 平成30年3月20日 平成35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 菓子製造業 その他 2921537 平成29年11月2日 平成35年3月31日

㈱手づくりジャム工房 岡山市中区高屋２１５番地１キャッツコーポ２Ｆ東 代表取締役 井上晴江 ㈱手づくりジャム工房 菓子製造業 洋菓子 2922016 平成29年12月28日 平成35年3月31日

ローソン岡山高島新屋敷店 岡山市中区高島新屋敷７０２番地１ 275-7122 近藤宏子 菓子製造業 その他 2921380 平成29年10月31日 平成35年3月31日

ローソン岡山藤井店 岡山市東区藤井２３９番地１ 278-1383 三宅司 菓子製造業 その他 2921756 平成29年12月5日 平成35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
Ｂａｋｅｒｙ　ｃｏｃｏｒｏ 岡山市東区益野町２５番地４ 942-1800 大谷孝治 菓子製造業 パン 2920920 平成29年9月14日 平成35年4月30日

ニシナフードバスケット西大寺店 岡山市東区広谷４７４番地９ 943-0301 代表取締役 仁科正己 ㈱仁科百貨店 菓子製造業 パン 2920301 平成29年5月25日 平成35年4月30日

ｆｕｕ 岡山市東区西大寺中一丁目１１番６号 小松原明子 菓子製造業 洋菓子 2922348 平成30年2月27日 平成35年4月30日

セブンイレブン岡山竹原店 岡山市東区竹原１６２９番地３ 297-3999 代表取締役 山中洋 ㈲コンビニエンスやまなか 菓子製造業 その他 2921837 平成29年12月7日 平成35年4月30日

ファミリーマート岡山楢原店 岡山市東区楢原５１７番地１ 297-0017 岡﨑敦 菓子製造業 その他 2921566 平成29年11月7日 平成35年4月30日

ベーカリーハウスパニーニ 岡山市東区中尾２９５番地わたなべ生鮮館内 279-3739 那須浩二 菓子製造業 パン 2921695 平成29年12月5日 平成35年4月30日

ローソン岡山瀬戸町店 岡山市東区瀬戸町江尻１０９１番地１ 952-5380 栢野秀徳 菓子製造業 その他 2920974 平成29年9月7日 平成35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 368-5195 栢野秀徳 菓子製造業 その他 2920407 平成29年5月23日 平成35年4月30日

菓子屋てとて 岡山市北区大元一丁目７番１１号 楢村誠 菓子製造業 和菓子 2921292 平成29年10月19日 平成35年5月31日

マリア・テレジア 岡山市北区大元二丁目７番２１号 201-0309 代表取締役 大原隆 ㈱マリア・テレジア 菓子製造業 洋菓子 2920883 平成29年7月27日 平成35年5月31日

ローソン岡山野田西店 岡山市北区野田三丁目８番１７号 243-1267 代表取締役 高見秀作 ㈱高見 菓子製造業 その他 2920639 平成29年6月22日 平成35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 菓子製造業 その他 2920058 平成29年4月11日 平成34年5月31日

株式会社檸檬の樹作業所 岡山市北区春日町１０番１８号 代表取締役 中島成孝 ㈱檸檬の樹 菓子製造業 洋菓子 2920668 平成29年6月27日 平成35年5月31日

ローソン岡山大供本町店 岡山市北区大供本町４８７番地 222-3963 藤原薫 菓子製造業 その他 2921280 平成29年10月3日 平成35年5月31日

Ｐｅｔｉｔ　ｃａｄｅａｕ 岡山市北区天瀬４番５－２号 石井実穂 菓子製造業 洋菓子 2920418 平成29年5月23日 平成34年5月31日

フレッシュタルトのお店ＳＴＹＬＥ 岡山市北区岡町６番９号 221-5177 代表取締役社長 三宅昭士 ㈱スタイル 菓子製造業 洋菓子 2921418 平成29年10月17日 平成35年5月31日

ＩＮ　ＳＴＹＬＥ　ＢＡＬ 岡山市北区清輝橋二丁目２番１２号 代表取締役 三宅昭士 ㈱スタイル 菓子製造業 洋菓子 2922047 平成30年1月23日 平成35年5月31日

ローソン岡山十日市店 岡山市北区十日市中町６番２８号 234-7575 西山謙一 菓子製造業 その他 2922416 平成30年3月22日 平成35年5月31日

ローソンＳ岡山磨屋町店 岡山市北区磨屋町１０番１２号交通オアシスビル１Ｆ 代表取締役 竹増貞信 ㈱ローソン 菓子製造業 その他 2921967 平成30年1月11日 平成35年6月30日

つるの玉子本舗商品開発部 岡山市北区平和町２番１号下山ビル２Ｆ 222-2357 代表取締役社長 下山和己 ㈱つるの玉子本舗 菓子製造業 和菓子 2920455 平成29年6月15日 平成34年6月30日

Ｈａｎａｃｏ　Ｓｔｙｌｅ　ｗｉｔｈ　Ｃａｆｅ 岡山市北区内山下一丁目１３番５号 737-4556 代表取締役 牧野雅公 ＬＡＢ　Ｓｔｙｌｅ㈱ 菓子製造業 洋菓子 2921322 平成29年10月12日 平成35年7月31日

エスプリ・ド・コロンバージュ 岡山市北区表町二丁目１番５３号 227-3140 代表取締役 内田貴章 ㈱コロンバージュ製パン所 菓子製造業 パン 2920473 平成29年5月30日 平成34年7月31日

築地銀だこ岡山表町店 岡山市北区表町二丁目２番８８号 235-1731 代表取締役 佐瀬守男 ㈱ホットランド 菓子製造業 回転焼 2920812 平成29年7月11日 平成34年7月31日

医療法人万成病院多機能型事業所ひまわり 岡山市北区谷万成一丁目６番１号 252-9890 理事長 小林建太郎 医療法人万成病院 菓子製造業 パン 2920449 平成29年5月25日 平成34年7月31日

セブン－イレブン岡山津島京町店 岡山市北区津島京町一丁目１番１号 256-0711 田池耕一 菓子製造業 その他 2920507 平成29年6月27日 平成34年7月31日

ＴＡＮＡＫＡ　ＢＡＫＥＲＹ 岡山市北区津島新野一丁目８番１０号 256-0246 田中健太 菓子製造業 パン 2922255 平成30年2月13日 平成35年7月31日

ローソン岡山万成西町 岡山市北区万成西町１５番１７号 251-1200 岡田真二 菓子製造業 その他 2921541 平成29年12月12日 平成35年7月31日

マリー・マリア 岡山市北区伊福町一丁目５番１号 藤原英利香 菓子製造業 洋菓子 2920971 平成29年8月8日 平成35年7月31日

セブン‐イレブン岡山新保店 岡山市南区新保４３９番地１ 221-1788 久保誠治 菓子製造業 その他 2921305 平成29年10月31日 平成35年9月30日

サンクス岡山芳田店 岡山市南区西市１２０番地８ 245-5101 代表取締役 澤田貴司 ㈱ファミリーマート 菓子製造業 その他 2921556 平成29年11月14日 平成35年9月30日

ｍａｎａｅ　ｃａｆｅ 岡山市南区西市８５２番地３ 250-0082 代表取締役 景山裕之 ㈲操陳列製作所 菓子製造業 パン 2922152 平成30年1月25日 平成35年9月30日

ローソン岡山飽浦店 岡山市南区飽浦１４３６番地 267-1131 代表取締役 堀田雅裕 ㈲堀田憲一商店 菓子製造業 その他 2920905 平成29年7月27日 平成34年9月30日

かぐやベーカリー 岡山市南区箕島１６４０番地４７ 大月由美子 菓子製造業 パン 2921980 平成29年12月26日 平成35年9月30日

ローソン岡山興除店 岡山市南区中畦３１０番地１ 298-9111 代表取締役 高見秀作 ㈱高見 菓子製造業 その他 2922499 平成30年3月29日 平成35年9月30日

ファミリーマート岡山藤田南店 岡山市南区藤田２２７番地９ 296-0014 代表取締役 田村英樹 ㈱ＡＳＵＴＥＲＵ 菓子製造業 その他 2921514 平成29年10月31日 平成35年9月30日

ファミリーマート岡山東畦店 岡山市南区藤田５７９番地３ 296-9110 代表取締役 大野義晴 ㈲翼商会 菓子製造業 その他 2921549 平成29年11月7日 平成35年9月30日

ファミリーマート岡山藤田店 岡山市南区藤田６７４番地１７ 296-9119 取締役 三宅健治 ㈲ＰＬＵＳ　Ａｄｖａｎｃｅ 菓子製造業 その他 2921565 平成29年11月7日 平成35年9月30日

ファミリーマート灘崎西紅陽台店 岡山市南区西紅陽台一丁目５８番地６５４ 363-9232 代表取締役 山本俊 ㈱山本コーポレーション 菓子製造業 その他 2921625 平成29年11月14日 平成35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
藤原洋菓子店 岡山市南区植松５７５番地１西棟 藤原伸治 菓子製造業 洋菓子 2921593 平成29年12月5日 平成35年9月30日

フレスタ操南店 岡山市中区平井七丁目１番５号 274-7676 代表取締役 宗兼邦生 ㈱フレスタ 菓子製造業 パン 2920945 平成29年8月8日 平成34年10月31日

ファミリーマート岡山平井七丁目店 岡山市中区平井七丁目１９番１号 200-0333 代表取締役 西田真太朗 ㈱イーチ 菓子製造業 その他 2921686 平成29年11月21日 平成35年10月31日

Ｄ’ｒ　ＢＥＣＫ（ベック） 岡山市中区門田屋敷本町２番６号１Ｆ ＳＴＥＰＨＡＮＥ　ＧＵＹ　ＤＡＮＩＥＬ　ＥＣＫ 菓子製造業 パン 2921257 平成29年9月26日 平成34年10月31日

ファミリーマート岡山倉富店 岡山市中区倉富３６７番地１０ 200-0233 代表取締役 刀根友幸 ライゼクス㈱ 菓子製造業 その他 2921721 平成29年11月24日 平成35年10月31日

天満屋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 野口重明 ㈱天満屋ストア 菓子製造業 その他 2922257 平成30年2月20日 平成35年11月30日

空とパンとハンモック 岡山市北区大和町二丁目９番１８号パレスコンフォート大和町１Ｆ－Ａ 234-3383 代表取締役 正部貴司 ㈱Ｍａｓａｂａｋｅｒｙ 菓子製造業 パン 2921408 平成29年10月19日 平成34年11月30日

ルピナス 岡山市北区津高８８番地１０ 塩貝有世 菓子製造業 洋菓子 2922428 平成30年3月6日 平成35年11月30日

ミューズパントリー 岡山市北区加茂５０８番地３酒のみむら南側 三村律子 菓子製造業 洋菓子 2920968 平成29年8月8日 平成34年11月30日

がじゅまる工房 岡山市北区粟井１１７４番地 086-699-1226 理事長 上根武也 特定非営利活動法人ラ・ルーチェ絆縁 菓子製造業 洋菓子 2920969 平成29年8月8日 平成34年11月30日

ファミリーマート岡山下足守店 岡山市北区下足守１９２１番地５ 295-9065 上野洋右 菓子製造業 その他 2922036 平成30年1月9日 平成35年11月30日

ローソン岡山北警察署前店 岡山市北区御津草生２１２８番地１ 724-9850 代表取締役 藤原康洋 ㈲ふじわら 菓子製造業 その他 2920004 平成29年4月4日 平成34年11月30日

ａｏｚｏｒａ 岡山市南区浜野二丁目１番３５号 262-5565 代表取締役 采田倫明 ㈱ａｏｚｏｒａ 菓子製造業 パン 2921350 平成29年10月24日 平成34年12月31日

ファミリーマート福成二丁目店 岡山市南区福成二丁目２１番２２号 261-7700 岡権昌 菓子製造業 その他 2921547 平成29年11月2日 平成34年12月31日

ファミリーマート岡山福島店 岡山市南区福島三丁目４１０番５号 261-8150 代表取締役 小川國司 エスコ㈱ 菓子製造業 その他 2921531 平成29年10月31日 平成34年12月31日

株式会社岡山フルーツ農園 岡山市南区新福二丁目６番９号 代表取締役社長 高原弘雅 ㈱岡山フルーツ農園 菓子製造業 パン 2920131 平成29年4月13日 平成34年12月31日

ローソン岡山福富店 岡山市南区福富西一丁目１番１００号 265-1995 藤原薫 菓子製造業 その他 2921282 平成29年10月3日 平成34年12月31日

ファミリーマート岡山青江六丁目店 岡山市南区青江六丁目５番４号 801-9771 河合茂則 菓子製造業 その他 2921443 平成29年10月19日 平成34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㈱ 菓子製造業 パン 2921351 平成29年10月26日 平成34年12月31日

ｓｏｌｉｔｏ 岡山市南区福富西三丁目７番２５号 265-7269 泥谷克己 菓子製造業 パン 2920803 平成29年8月3日 平成34年12月31日

なみいち 岡山市一円 瀧本実生 菓子製造業（特殊形態） 2920915 平成29年7月25日 平成35年3月31日

株式会社鈴木屋 岡山市一円 224-8085 代表取締役 鈴木祥成 ㈱鈴木屋 菓子製造業（特殊形態） 2921006 平成29年8月15日 平成35年5月31日

せんた 岡山市一円 内山千栄 菓子製造業（特殊形態） 2920074 平成29年4月11日 平成34年11月30日

菓子工房まめ庵 岡山市一円 塚﨑勝弘 菓子製造業（特殊形態） 2920583 平成29年6月13日 平成34年11月30日

ＭＯＭＩ＆ＴＯＹ’Ｓ　ＫＡＮＤＡ　ＯＫＡＹＡＭＡ店 岡山市一円 代表取締役 菅田茂 カンダエステム㈱ 菓子製造業（特殊形態） 2920607 平成29年6月15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） 2921120 平成29年9月12日 平成34年11月30日

たいやき！鯛せい 岡山市一円 山根青一 菓子製造業（特殊形態） 2921226 平成29年9月21日 平成34年11月30日

ツインベルカフェ 岡山市一円 代表取締役 森慎二 ㈱ニューアテンプト 菓子製造業（特殊形態） 2922299 平成30年2月15日 平成35年11月30日

Ｂｏｎｈｅｕｒ 岡山市一円 代表取締役 水谷勝 ㈱エムショウ 菓子製造業（特殊形態） 2922606 平成30年3月27日 平成35年11月30日

くぼ農園（出店） 岡山市一円 726-0511 代表取締役 林賢治 ㈲吉備路オーガニックワーク 菓子製造業（特殊形態） 2920981 平成29年8月10日 平成34年11月30日

ｏｃｅａｎ 岡山市一円 松浦光宏 菓子製造業（特殊形態） 2921268 平成29年9月28日 平成34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） 2922620 平成30年3月27日 平成35年11月30日

Ｙ’ｓ ｔａbｌｅ 岡山市中区浜二丁目５番１６号-9 273-0501 代表取締役 小野靖子 ㈲オノ・フラッツ 缶詰又は瓶詰食品製造業 2920282 平成29年5月11日 平成35年3月31日

㈱手づくりジャム工房 岡山市中区高屋２１５番地１キャッツコーポ１Ｆ 代表取締役 井上晴江 ㈱手づくりジャム工房 缶詰又は瓶詰食品製造業 2921482 平成29年10月24日 平成35年3月31日

ｍａｒｃｈｅ　ｄｅ　ｔａｎｔｏ 岡山市東区城東台東二丁目２番１０号 岩井美代子 缶詰又は瓶詰食品製造業 2921051 平成29年8月31日 平成35年4月30日

株式会社岡山一果玉柏工場 岡山市北区玉柏１４６９番地１ 代表取締役 西家和広 ㈱岡山一果 缶詰又は瓶詰食品製造業 2920478 平成29年6月1日 平成34年11月30日

コンセルボ大安寺店 岡山市北区野殿西町３２９番地１天満屋ハピーズ大安寺店内 255-5120 神庭真由美 喫茶店営業 純喫茶 2920882 平成29年7月25日 平成35年1月31日

ｌｉｔｔｌｅ　岡山 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山２Ｆ 代表取締役 脇山賢一 ㈱暮らしと珈琲 喫茶店営業 純喫茶 2922214 平成30年2月20日 平成36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
ら・む～マート岡山富町店 岡山市北区富町二丁目２番１０号 214-6410 代表取締役 大賀昭司 大黒天物産㈱ 喫茶店営業 その他 2921240 平成29年10月5日 平成35年1月31日

ＲＥＴＩＯ　ＢＯＤＹ　ＤＥＳＩＧＮ 岡山市北区問屋町９番地１０２ 236-6675 代表取締役 池田光陽 ㈱ケイアイリンク 喫茶店営業 その他 2921487 平成29年11月14日 平成35年1月31日

ＢＥＳＳＯ　ＣＯＦＦＥＥ　ＲＯＡＳＴＥＲＳ 岡山市北区問屋町１１番地１０１ＴＡＫＡＫＩビル１Ｆ 363-1444 別曽拓也 喫茶店営業 純喫茶 2921716 平成29年11月21日 平成35年1月31日

PＡＴＩＳＳＥＲＩＥ　Ｐｅｔｉｔ　Ｐｌａｉｓｉｒ 岡山市北区問屋町１２番地１０１AROW＆DEPARTMENT１F１０３号 宇髙雄三 喫茶店営業 純喫茶 2922119 平成30年2月13日 平成36年1月31日

ＳＵＮＤＡＮＣＥ　ＣＬＯＴＨＥＳ　＆　ＳＵＲＦ 岡山市北区幸町４番２６号大重ビル１Ｆ 201-0678 小田祐一郎 喫茶店営業 その他 2921726 平成29年11月28日 平成35年2月28日

STAND 岡山市北区石関町６番１０号 237-2873 代表取締役 作元大輔 ㈱シファカ 喫茶店営業 純喫茶 2920190 平成29年4月25日 平成35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 純喫茶 2920082 平成29年4月27日 平成35年2月28日

Ｃｈｉｆｆｏｎ 岡山市中区門田屋敷一丁目６番１号 近藤眞智子 喫茶店営業 純喫茶 2922491 平成30年3月13日 平成35年3月31日

サーティワンアイスクリーム岡山西市ロードサイド店 岡山市南区西市３９８番地５ 代表取締役 難波賢治 ㈲ナンバ・サーティワン 喫茶店営業 その他 2921010 平成29年8月17日 平成34年9月30日

Ｓｕｎｎｙ　Ｄａｙ　Ｃｏｆｆｅｅ 岡山市北区建部町建部上６０番地 722-0308 江田基宏 喫茶店営業 純喫茶 2920333 平成29年5月16日 平成34年11月30日

㈱天満屋ストアハピーズ大安寺店従食 岡山市北区野殿西町３２９番地１ 214-3412 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 2920018 平成29年4月6日 平成35年1月31日

㈱優成建設 岡山市北区北長瀬本町７番１２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 2920434 平成29年5月25日 平成35年1月31日

株式会社メレック 岡山市北区島田本町一丁目２番２５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 2921139 平成29年9月12日 平成35年1月31日

西日本旅客鉄道㈱岡山車掌区２Ｆ休憩室 岡山市北区駅元町１番１号 221-2440 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 2920525 平成29年6月8日 平成35年1月31日

ＪＲ岡山工事区 岡山市北区駅元町１番１号 代表取締役 藤山雄一郎 ナショナル・ベンディング㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2921291 平成29年10月3日 平成35年1月31日

西日本旅客鉄道㈱岡山駅山陽本線１・２番ホーム 岡山市北区駅元町１番１号 221-1604 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2922629 平成30年3月29日 平成36年1月31日

西日本旅客鉄道㈱岡山駅さんすて休憩所 岡山市北区駅元町１番１号 800-1020 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 2922630 平成30年3月29日 平成36年1月31日

西日本旅客鉄道㈱岡山駅さんすて喫煙所 岡山市北区駅元町１番１号 800-1020 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 2922631 平成30年3月29日 平成36年1月31日

山陽ＳＣ開発㈱本社３Ｆ休憩室 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 2921085 平成29年9月7日 平成35年1月31日

西日本旅客鉄道㈱岡山車掌区２Ｆ休憩室 岡山市北区駅元町１番３号 225-1172 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2920024 平成29年4月6日 平成35年1月31日

遊プラザテニスクラブハウス 岡山市北区昭和町４番７号 255-5556 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 2920775 平成29年7月6日 平成35年1月31日

三和シャッター工業㈱岡山支店休憩所 岡山市北区今村６５０番地１０６ 241-5160 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 2920769 平成29年7月6日 平成35年1月31日

両備タクシー今保営業所 岡山市北区今保１６３番地１ 245-8411 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2922196 平成30年2月1日 平成35年1月31日

セキスイハイム中四国㈱岡山支社事務所 岡山市北区辰巳１９番地１０３ 800-6600 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 2920993 平成29年8月10日 平成35年1月31日

セキスイハイム中四国㈱岡山支社ショールーム 岡山市北区辰巳１９番地１０３ 800-6600 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 2920994 平成29年8月10日 平成35年1月31日

トヨタカローラ岡山西長瀬店 岡山市北区北長瀬表町三丁目１３番１２号 241-3331 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 2922632 平成30年3月29日 平成36年1月31日

㈱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 2920995 平成29年8月10日 平成35年1月31日

NEC岡山情報流通センター３階 岡山市北区大内田６７７番地 292-0185 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 2920776 平成29年7月6日 平成35年1月31日

ＮＥＣ岡山情報流通センター１階 岡山市北区大内田６７７番地 292-0185 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 2920777 平成29年7月6日 平成35年1月31日

ＳＢＳフレック㈱関西支社中四国営業所事務所前 岡山市北区大内田８１２番地 903-4141 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 2922566 平成30年3月20日 平成36年1月31日

㈱トーヨータイヤジャパン岡山営業所 岡山市北区大内田８３３番地４ 292-1811 代表取締役 及川剛 ㈱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 2921987 平成29年12月21日 平成35年1月31日

㈱飛竜岡山食堂２F 岡山市北区撫川９４１番地１ 293-1171 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 2920998 平成29年8月10日 平成35年1月31日

トナミ運輸中国㈱岡山支店 岡山市北区撫川９５５番地 293-7677 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 2921077 平成29年9月7日 平成35年1月31日

㈱ヘルシーホーム岡山西住宅展示場 岡山市北区撫川１４８１番地 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 2920288 平成29年5月11日 平成35年1月31日

資生堂販売㈱岡山支店４Ｆ 岡山市北区岩田町３番２号 224-4431 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 2922010 平成29年12月26日 平成35年2月28日

第一生命保険㈱岡山営業所 岡山市北区駅前町二丁目１番１号 代表取締役 及川剛 ㈱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 2920222 平成29年4月27日 平成35年2月28日

西日本旅客鉄道㈱岡山支店 岡山市北区駅前町二丁目１番７号 225-1172 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2920286 平成29年5月11日 平成35年2月28日

㈱岡山情報処理センター 岡山市北区本町６番３６号第一セントラルビル９F 227-1121 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 2922201 平成30年2月1日 平成35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
おかやま信用金庫 岡山市北区柳町一丁目１１番２１号 223-7475 代表取締役 及川剛 ㈱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 2920885 平成29年7月25日 平成35年2月28日

中国銀行大供支店 岡山市北区柳町二丁目１１番２３号 222-6631 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 2922390 平成30年2月27日 平成35年2月28日

岡山東税務署職員休憩所 岡山市北区天神町３番２３号 225-3141 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 2920023 平成29年4月6日 平成35年2月28日

学校法人就実学園就実高等学校 岡山市北区弓之町１４番２３号 225-1326 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 2922388 平成30年2月27日 平成35年2月28日

オムロン岡山駅前事業所 岡山市北区下石井一丁目１番３号日本生命第２ビル９Ｆ 231-2532 代表取締役 及川剛 ㈱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 2922529 平成30年3月15日 平成36年2月29日

林病院 岡山市中区浜４７２番地 272-8811 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 2921794 平成29年11月30日 平成35年3月31日

岡山プラザホテル岡山 岡山市中区浜二丁目３番１２号 272-1201 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 2920294 平成29年5月11日 平成35年3月31日

パーラーザゴルフカウンター側 岡山市中区原尾島一丁目５番４１号 270-0777 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 2920043 平成29年4月11日 平成35年3月31日

ＰＡＲＫＳ東山店 岡山市中区東山二丁目２番２５号 272-1294 代表取締役 及川剛 ㈱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 2920891 平成29年8月1日 平成35年3月31日

竜操整形外科クリニック 岡山市中区藤原２１番地１ 代表取締役 藤山雄一郎 ナショナル・ベンディング㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2921047 平成29年8月31日 平成35年3月31日

両備ホールディングス㈱両備タクシー軒下 岡山市中区藤原４６番地 272-1236 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2921071 平成29年9月7日 平成35年3月31日

㈱廣栄堂本社 岡山市中区藤原６０番地 271-0001 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 2921461 平成29年10月24日 平成35年3月31日

三栄鉄工 岡山市中区雄町３９４番地６ 279-1263 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 2920698 平成29年6月29日 平成35年3月31日

㈱はやし車検の早太郎東岡山店 岡山市中区兼基２２６番地 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 2920532 平成29年6月8日 平成35年3月31日

太陽家具岡山東店 岡山市中区神下９３番地 278-8300 代表取締役 及川剛 ㈱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 2920989 平成29年8月8日 平成35年3月31日

マルハン東岡山店 岡山市中区下４１６番地５ 代表取締役 及川剛 ㈱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 2920884 平成29年7月25日 平成35年3月31日

パチンコマルハン東岡山店自販機コーナー 岡山市中区下４１６番地５ 278-9777 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2920999 平成29年8月10日 平成35年3月31日

パチンコマルハン東岡山店トイレ側 岡山市中区下４１６番地５ 278-9777 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2921000 平成29年8月10日 平成35年3月31日

山陽電子工業株式会社 岡山市中区長岡４番地７３ 279-4100 代表取締役 及川剛 ㈱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 2921378 平成29年10月12日 平成35年3月31日

㈱野口商店トラストフーズ㈱１階 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 2920290 平成29年5月11日 平成35年4月30日

中四国セキスイハイム工業㈱食堂入口 岡山市東区古都宿１８９番地 279-6251 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2922199 平成30年2月1日 平成35年4月30日

日産サティオＲ－ＪＯＹ右 岡山市東区宍甘２３５番地１ 279-1123 代表取締役 及川剛 ㈱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 2921647 平成29年11月14日 平成35年4月30日

日産サティオＲ－ＪＯＹ左 岡山市東区宍甘２３５番地１ 279-1123 代表取締役 及川剛 ㈱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 2921648 平成29年11月14日 平成35年4月30日

ダイナム東岡山店 岡山市東区藤井２８９番地 代表取締役 磯田隆弘 ㈱日本ヒュウマップ 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2922409 平成30年3月6日 平成35年4月30日

備前発条㈱ 岡山市東区目黒町３７番地 943-1551 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 2922198 平成30年2月1日 平成35年4月30日

ＪＲ西日本西大寺駅コンコース 岡山市東区西大寺上二丁目４番６４号 942-3157 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 2920025 平成29年4月6日 平成34年4月30日

㈱天満屋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 2920298 平成29年5月11日 平成35年4月30日

㈱ハローズ西大寺店 岡山市東区金岡西町９２番地 943-4386 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2920772 平成29年7月6日 平成35年4月30日

丸協運輸㈱金岡配送センター休憩室 岡山市東区金岡西町２１３番地 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 2921459 平成29年10月24日 平成35年4月30日

健幸プラザ西大寺 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 2921072 平成29年9月7日 平成35年4月30日

北星産業㈱岡山流通センター休憩所② 岡山市東区西大寺川口３５０番地１ 944-4534 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2920022 平成29年4月6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 及川剛 ㈱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 2920988 平成29年8月8日 平成35年4月30日

株式会社ウッディワールドのざき 岡山市東区西大寺新地１６６番地１ 944-4017 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 2921771 平成29年11月28日 平成35年4月30日

三和紙工㈱岡山事業所 岡山市東区西大寺浜８４６番地１ 943-4120 代表取締役 及川剛 ㈱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 2922003 平成29年12月26日 平成35年4月30日

中四国セキスイハイム工業㈱九蟠休憩所プレ 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 2920521 平成29年6月8日 平成35年4月30日

中四国セキスイハイム工業㈱九蟠休憩所② 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 2920524 平成29年6月8日 平成35年4月30日

中四国セキスイハイム工業九蟠工場食堂 岡山市東区九蟠５５７番地３ 948-3811 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 2922177 平成30年1月30日 平成35年4月30日

㈱置田鉄工所岡山工場第１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 2921458 平成29年10月24日 平成35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
ＣＡＲ　ＬＡＤＹ　ＦＬＡＳＨ 岡山市東区竹原１２０８番地１ 297-9911 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 2920530 平成29年6月8日 平成35年4月30日

岡山県貨物運送㈱東備営業所 岡山市東区寺山１１９番地 297-2341 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 2920997 平成29年8月10日 平成35年4月30日

センコー東岡山ＰＤセンター 岡山市東区上道北方１２１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 2920939 平成29年8月1日 平成35年4月30日

ナカシマプロペラ㈱本社食堂２Ｆ 岡山市東区上道北方６８８番地１ 279-5111 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 2921456 平成29年10月24日 平成35年4月30日

カスタマー建材工業㈱本社自販機コーナー 岡山市東区東平島１２番地１ 297-3520 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 2920770 平成29年7月6日 平成35年4月30日

ＧＥＴ　ＧＥＴ　１０００α平島店 岡山市東区東平島６５番地 297-8881 代表取締役 及川剛 ㈱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 2921377 平成29年10月12日 平成35年4月30日

ＧＥＴ　ＧＥＴ　１０００α平島店 岡山市東区東平島６５番地 297-8900 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 2921465 平成29年10月24日 平成35年4月30日

㈱イズミゆめタウン平島店２階待合コーナー 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 2920771 平成29年7月6日 平成35年4月30日

ザグザグ瀬戸店 岡山市東区瀬戸町沖１１９番地 952-9477 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） 2822889 平成29年4月4日 平成34年4月30日

㈱ユノス瀬戸工場３Ｆ休憩所 岡山市東区瀬戸町肩脊１３２０番地１ 952-5121 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 2922633 平成30年3月29日 平成35年4月30日

ハローズ瀬戸店イートイン 岡山市東区瀬戸町瀬戸１７８番地 952-3986 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2921074 平成29年9月7日 平成35年4月30日

山陽自動車道瀬戸ＰＡ上り線 岡山市東区瀬戸町万富２１６７番地２ 953-2113 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） 2920879 平成29年7月20日 平成35年4月30日

パナソニックリビングショールーム岡山 岡山市北区下中野３３７番地１０６ 241-0115 代表取締役 及川剛 ㈱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 2921245 平成29年9月26日 平成35年5月31日

コザックスヨガスタジオ岡山 岡山市北区西古松一丁目２０番１１号 239-3900 代表取締役 村社勝 ㈱コザックススポーツ 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 2920817 平成29年7月11日 平成35年5月31日

岡山ダイハツ販売㈱野田店 岡山市北区野田二丁目１番３８号 241-5202 代表取締役 及川剛 ㈱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 2920223 平成29年4月27日 平成34年5月31日

山陽マルナカ東古松店従業員食堂内 岡山市北区東古松五丁目３８３番１７号 801-2722 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 2920287 平成29年5月11日 平成34年5月31日

大和ハウス㈱岡山支社 岡山市北区野田四丁目６番１０号 244-7565 代表取締役 及川剛 ㈱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 2922492 平成30年3月13日 平成35年5月31日

新中国交通㈱本社営業所休憩所内 岡山市北区野田五丁目１番４号 253-0011 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2920520 平成29年6月8日 平成35年5月31日

社会医療法人光生病院岡山売店前 岡山市北区厚生町三丁目８番３５号 222-6806 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 2920297 平成29年5月11日 平成34年5月31日

ＨＯＷ光生病院店 岡山市北区厚生町三丁目８番３５号 225-5777 代表取締役 村田清和 ワタキューセイモア㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2922288 平成30年2月13日 平成35年5月31日

一般財団法人積善会（外来棟２階） 岡山市北区鹿田町二丁目５番１号岡山大学病院内 233-8608 代表理事 小出典男 一般財団法人積善会 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2921015 平成29年8月17日 平成35年5月31日

一般財団法人積善会（中診棟３階） 岡山市北区鹿田町二丁目５番１号岡山大学病院内 233-8608 代表理事 小出典男 一般財団法人積善会 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2922017 平成29年12月28日 平成35年5月31日

オメガ鹿田店 岡山市北区鹿田本町３１５番地２ 221-7777 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 2922634 平成30年3月29日 平成35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 2921457 平成29年10月24日 平成35年5月31日

協同精版印刷株式会社 岡山市北区青江一丁目２４番１９号 225-2711 代表取締役 及川剛 ㈱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 2920800 平成29年7月11日 平成35年5月31日

日本赤十字病院健康管理センター 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 2921791 平成29年11月30日 平成35年5月31日

ぽかぽか温泉岡山休憩室 岡山市北区青江二丁目４番１５号 221-0010 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 2920016 平成29年4月6日 平成34年5月31日

ぽかぽか温泉岩盤浴 岡山市北区青江二丁目４番１５号 221-0010 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 2921685 平成29年11月16日 平成35年5月31日

ＧＥＴ　ＧＥＴ青江店 岡山市北区青江五丁目２５番７号 801-4848 代表取締役 及川剛 ㈱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 2921375 平成29年10月12日 平成35年5月31日

岡山中央郵便局食堂 岡山市北区中山下二丁目１番１号 227-2756 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 2920529 平成29年6月8日 平成34年6月30日

㈱天満屋バスセンター中央自販機 岡山市北区中山下二丁目４番１号 231-7453 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2920527 平成29年6月8日 平成34年6月30日

㈱天満屋岡山本店外商部 岡山市北区中山下二丁目４番５８号 231-7310 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 2920289 平成29年5月11日 平成34年6月30日

富士通㈱交通オアシスビル３Ｆ休憩室 岡山市北区磨屋町１０番１２号 226-7510 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 2922009 平成29年12月26日 平成35年6月30日

岡山後楽園残夢軒店頭 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 2920996 平成29年8月10日 平成35年7月31日

山陽放送本社Ｂ１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 2921084 平成29年9月7日 平成35年7月31日

山陽放送本社２階通路 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 2921087 平成29年9月7日 平成35年7月31日

㈱大本組岡山支店 岡山市北区内山下一丁目１番１３号 225-5131 代表取締役 及川剛 ㈱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 2920990 平成29年8月8日 平成35年7月31日

赤十字血液センターシンフォニーロビー 岡山市北区表町一丁目５番１号 265-6301 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 2921790 平成29年11月30日 平成35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
赤十字血液センターシンフォニートイレ横 岡山市北区表町一丁目５番１号 265-6301 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 2921793 平成29年11月30日 平成35年7月31日

天満屋岡山本店B1F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 2922197 平成30年2月1日 平成35年7月31日

特定医療法人万成病院岡山売店前通路 岡山市北区谷万成一丁目６番５号 252-2261 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 2921073 平成29年9月7日 平成35年7月31日

㈱エイト日本技術開発 岡山市北区津島京町三丁目１番２１号 252-8917 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 2922387 平成30年2月27日 平成35年7月31日

明誠学院高等学校岡山体育館 岡山市北区津島西坂三丁目５番１号 252-5247 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 2921075 平成29年9月7日 平成35年7月31日

ヘルメス下中野店 岡山市南区下中野１０番地 243-2811 代表取締役 及川剛 ㈱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 2920423 平成29年5月25日 平成34年9月30日

パチンコエムイーブリクス 岡山市南区新保７９０番地 805-2200 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 2922389 平成30年2月27日 平成35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 2921792 平成29年11月30日 平成35年9月30日

フラット７岡山西市店 岡山市南区西市４０４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 2921290 平成29年10月3日 平成35年9月30日

ＳＯＭＰＯケアメッセージ 岡山市南区西市５２２番地１ 242-1562 代表取締役 及川剛 ㈱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 2921138 平成29年9月12日 平成34年9月30日

桜田工業㈱北浦工場 岡山市南区北浦１６６番地２ 267-2167 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 2922391 平成30年2月27日 平成35年9月30日

セトウチ化工㈱本社食堂入口 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 2921076 平成29年9月7日 平成34年9月30日

セトウチ化工㈱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 2921800 平成29年11月30日 平成35年9月30日

猫茶 岡山市南区郡３１１３番地 086-267-3841 代表取締役 及川剛 ㈱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 2920371 平成29年5月16日 平成34年9月30日

岡山市立せのお病院岡山１Ｆ 岡山市南区妹尾８５０番地 282-1211 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2921082 平成29年9月7日 平成34年9月30日

岡山市立せのお病院 岡山市南区妹尾８５０番地 282-1211 代表取締役 及川剛 ㈱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 2922530 平成30年3月15日 平成35年9月30日

㈱山陽オートリースフラット７岡山バイパス妹尾店 岡山市南区妹尾４１１１番地１ 236-6355 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 2921799 平成29年11月30日 平成35年9月30日

マルケー自動車整備㈱ 岡山市南区古新田９８９番地４ 282-7331 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2921795 平成29年11月30日 平成35年9月30日

藤田ゴルフレンジ岡山 岡山市南区藤田４２５番地２８６ 296-6988 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 2920019 平成29年4月6日 平成34年9月30日

コカ・コーラボトラーズジャパン岡山南支店 岡山市南区藤田６６７番地１ 296-5560 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 2922384 平成30年2月27日 平成35年9月30日

ＧＥＴ　ＧＥＴ　１０００藤田店 岡山市南区藤田６７３番地２２ 296-0005 代表取締役 及川剛 ㈱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 2921376 平成29年10月12日 平成35年9月30日

ＧＥＴ　ＧＥＴ　１０００換金所 岡山市南区藤田６７３番地２２ 296-0005 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 2921462 平成29年10月24日 平成35年9月30日

ＧＥＴ　ＧＥＴ　１０００北側休憩所 岡山市南区藤田６７３番地２２ 296-0005 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 2921463 平成29年10月24日 平成35年9月30日

岡山市サウスビレッジ直売所店内 岡山市南区片岡２４６８番地 362-5500 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 2920768 平成29年7月6日 平成34年9月30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 2921789 平成29年11月30日 平成35年10月31日

パチンコラスベガス岡山店 岡山市中区平井七丁目１９番１６号 277-2078 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 2920292 平成29年5月11日 平成34年10月31日

岡山協立病院 岡山市中区赤坂本町８番１０号 271-7841 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 2921517 平成29年10月31日 平成34年10月31日

岡山協立病院 岡山市中区赤坂本町８番１０号 272-2121 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2922392 平成30年2月27日 平成35年10月31日

学校法人山陽学園 岡山市中区門田屋敷二丁目２番１６号 272-1181 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 2922385 平成30年2月27日 平成35年10月31日

フレスタ門田屋敷店 岡山市中区門田屋敷三丁目７番１８号 206-5400 代表取締役 小早川克史 ㈱ウォーターワン 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 2922213 平成30年2月1日 平成35年10月31日

㈱ハローズ江崎店 岡山市中区江崎６９０番地１ 277-4386 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2920774 平成29年7月6日 平成34年10月31日

三蟠ゴルフセンター 岡山市中区江並２３４番地 276-2358 代表取締役 及川剛 ㈱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 2921504 平成29年10月31日 平成34年10月31日

セイレイ工業売店Ａ 岡山市中区江並４２８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 2922382 平成30年2月27日 平成35年10月31日

山陽マルナカ平井店従食 岡山市中区倉田６１１番地１ 276-1160 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 2920420 平成29年5月23日 平成34年10月31日

せとうちデリバリーサービス㈱ 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 2922386 平成30年2月27日 平成35年10月31日

平賀運送㈱軒下 岡山市中区倉益３６６番地１ 274-1101 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2921797 平成29年11月30日 平成35年10月31日

両備ホールディングス㈱両備フェリー待合所 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 2921083 平成29年9月7日 平成34年10月31日

島の香㈱岡山２Ｆ食堂 岡山市中区藤崎７０１番地４ 276-1092 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 2920021 平成29年4月6日 平成34年10月31日
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オーバルスポーツコム円山談話室 岡山市中区円山１２５番地１ 277-1100 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 2922007 平成29年12月26日 平成35年10月31日

オムロン岡山事業所 岡山市中区海吉２０７５番地 276-7212 代表取締役 及川剛 ㈱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 2922527 平成30年3月15日 平成35年10月31日

オムロン岡山事業所 岡山市中区海吉２０７５番地 276-7215 代表取締役 及川剛 ㈱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 2922531 平成30年3月15日 平成35年10月31日

オムロン岡山事業所 岡山市中区海吉２０７５番地 276-7215 代表取締役 及川剛 ㈱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 2922532 平成30年3月15日 平成35年10月31日

旭川荘厚生専門学院シニアの甲子園 岡山市北区祇園８６６番地 275-0145 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 2921086 平成29年9月7日 平成34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 2921796 平成29年11月30日 平成34年11月30日

旭川荘療育・医療センター 岡山市北区祇園８６６番地旭川児童院２号棟３Ｆ 275-8555 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 2922200 平成30年2月1日 平成35年11月30日

天満屋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 代表取締役社長 北村晋吾 山陽イシダ㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 2922317 平成30年2月15日 平成35年11月30日

ＧＥＴ　ＧＥＴ原店 岡山市北区原２４９番地１ 228-3441 代表取締役 及川剛 ㈱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 2921373 平成29年10月12日 平成34年11月30日

岡山理科大学理大２０号館 岡山市北区理大町１番１号 256-8431 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 2920523 平成29年6月8日 平成34年11月30日

岡山理科大学理大２０号館食堂 岡山市北区理大町１番１号 256-8431 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 2920526 平成29年6月8日 平成34年11月30日

岡山大学工学部 岡山市北区津島中二丁目１番１号 256-4107 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 2921808 平成29年12月5日 平成35年11月30日

岡山大学津島キャンパス中央図書館 岡山市北区津島中三丁目１番１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 2921466 平成29年10月24日 平成34年11月30日

岡山大学生活協同組合ピオーネショップ 岡山市北区津島中三丁目１番１号 256-0460 理事長 田口勇仁 岡山大学生活協同組合 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2922593 平成30年3月27日 平成35年11月30日

吉備レストラン 岡山市北区今岡４７６番地吉備サービスエリア下り線 284-8600 代表取締役 福島悌二 岡山ルートサービス㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2920689 平成29年6月27日 平成34年11月30日

佐山ゴルフガーデン岡山 岡山市北区佐山７８１番地 284-7701 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 2920291 平成29年5月11日 平成34年11月30日

日立システムプラザ岡山１Ｆ休憩室 岡山市北区芳賀５３０８番地 286-8800 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 2920295 平成29年5月11日 平成34年11月30日

㈱ハローズ津高店店内 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 2920293 平成29年5月11日 平成34年11月30日

カーブスエブリイＯｋａｎａｋａ津高 岡山市北区横井上８３番地３エブリイＯｋａｎａｋａ津高３Ｆ 253-1200 代表取締役 河渕宏史 アドバンストテクノロジー㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 2920037 平成29年4月11日 平成34年11月30日

高雄工業㈱岡山工場１階休憩所 岡山市北区御津伊田１０２８番地１９ 724-5330 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 2920767 平成29年7月6日 平成34年11月30日

㈱アイメックス岡山現場 岡山市北区御津高津１１６０番地 724-0904 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 2920435 平成29年5月25日 平成34年11月30日

御津スポーツパーク体育館 岡山市北区御津高津１５６６番地 724-9191 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 2922635 平成30年3月29日 平成35年11月30日

㈱アイメックス第二工場休憩室 岡山市北区御津高津１６３０番地８ 724-0911 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 2921798 平成29年11月30日 平成34年11月30日

ドライブイン旭川自販機コーナー 岡山市北区建部町吉田１１６８番地 722-0636 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 2922394 平成30年2月27日 平成35年11月30日

マルナカ建部店従食 岡山市北区建部町宮地５８番地 722-4300 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 2920422 平成29年5月23日 平成34年11月30日

ＧＥＴ　ＧＥＴ　ＴＷＩＮ 岡山市南区浜野二丁目１０番４８号 264-3553 代表取締役 及川剛 ㈱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 2921374 平成29年10月12日 平成34年12月31日

ＧＥＴ　ＧＥＴ　ＴＷＩＮ 岡山市南区浜野二丁目１０番４８号 264-3553 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 2921464 平成29年10月24日 平成34年12月31日

㈱ナフコホームプラザナフコ岡山店店内 岡山市南区富浜町２番２号 261-0141 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2922029 平成30年1月4日 平成35年12月31日

岡山市中央卸売市場岡山納所表側 岡山市南区市場一丁目１番地 265-8001 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 2921460 平成29年10月24日 平成34年12月31日

ＤＯＷＡ　ＩＰクリエイション株式会社 岡山市南区築港栄町７番地 262-2228 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 2920531 平成29年6月8日 平成34年12月31日

岡山労災病院 岡山市南区築港緑町一丁目１０番２５号 262-0131 代表取締役 近藤明 ㈱明乳近藤 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 2920964 平成29年8月3日 平成34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 2922636 平成30年3月29日 平成35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 2920773 平成29年7月6日 平成34年12月31日

両備ＨＤ㈱両備プラッツ泉田店 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 2920528 平成29年6月8日 平成34年12月31日

㈱山陽レイスポーツ岡山観覧席 岡山市南区泉田一丁目７番６号 233-2626 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 2920020 平成29年4月6日 平成34年12月31日

お宝発見岡山店 岡山市南区当新田１２１番地１ 245-0351 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 2922008 平成29年12月26日 平成34年12月31日

三和エネサ千両街道店 岡山市南区浦安西町３１番地９ 263-0055 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 2922383 平成30年2月27日 平成35年12月31日

スプラウト藤田店 岡山市一円 代表取締役 平本真悟 ㈱スプラウト 喫茶店営業（特殊形態） 2921802 平成29年11月30日 平成35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
ＤｒｅａｍＣａｆｅ 岡山市一円 279-3020 校長 黒山靖弘 岡山県立岡山支援学校 喫茶店営業（特殊形態） 2921871 平成29年12月7日 平成35年4月30日

ＭＵＺＯＳＡ　ＣＡＦＥ 岡山市東区東平島６５番地１２３岡山本店内 235-2665 代表取締役 小池勝利 ㈱夢創作 喫茶店営業（特殊形態） 2921801 平成29年12月19日 平成35年4月30日

ＢＵＢＢＬＥ　ＳＴＡＲ 岡山市一円 川下憲亮 喫茶店営業（特殊形態） 2922297 平成30年2月13日 平成35年5月31日

お竹まんじゅう 岡山市一円 長井徹 喫茶店営業（特殊形態） 2920715 平成29年6月30日 平成34年9月30日

幸せの青い鳥の丘 岡山市一円 伊草弘哲 喫茶店営業（特殊形態） 2920424 平成29年5月23日 平成34年11月30日

岡山市一円 井上幸則 喫茶店営業（特殊形態） 2920718 平成29年7月4日 平成34年11月30日

Ｂｏｎｈｅｕｒ 岡山市一円 代表取締役 水谷勝 ㈱エムショウ 喫茶店営業（特殊形態） 2922605 平成30年3月27日 平成35年11月30日

Ｐｌａｎｅｔａｒｙ　Ｍｕｆｆｉｎ　ｏｒｇａｎｉｃ＆ｎａｔｕｒａｌ 岡山市一円 中村雅子 喫茶店営業（特殊形態） 2921081 平成29年9月7日 平成34年11月30日

うおや匠 岡山市北区大元二丁目４番５号 245-3444 代表取締役 池田賢 ㈱マリンポリス 魚介類販売業 2920239 平成29年5月9日 平成34年5月31日

山陽マルナカ郡店 岡山市南区郡３０１０番地２ 267-9000 代表取締役 宮宇地剛 ㈱山陽マルナカ 魚介類販売業 2921111 平成29年9月12日 平成34年9月30日

ダイキ産直市場まるき水産藤田店 岡山市南区藤田５６０番地２３６ 296-0303 代表社員 渕本一喜 合同会社まるき 魚介類販売業 2921515 平成29年11月7日 平成35年9月30日

晴れの国市場円山店 岡山市中区円山７８番地１ 277-0831 代表取締役 岡本健治 ㈱フィル 魚介類販売業 2920835 平成29年8月3日 平成34年10月31日

うおや匠円山店 岡山市中区円山９０番地９ 230-0382 代表取締役 池田賢 ㈱マリンポリス 魚介類販売業 2921727 平成29年11月28日 平成35年10月31日

丸岡水産 岡山市南区市場一丁目１番地仲卸５３ 265-8850 代表取締役 岡田吉弘 丸岡水産㈱ 魚介類販売業 2922218 平成30年2月2日 平成35年12月31日

翔茂水産 岡山市南区市場一丁目１番水産倉庫１０１ 藤本茂 魚介類販売業 2920285 平成29年5月9日 平成34年12月31日

とくし丸１９号 岡山市一円 西山孝 魚介類販売業（移動販売形態） 2920062 平成29年4月11日 平成34年4月30日

三代目柴田商店とくし丸１７号 岡山市一円 柴田民子 魚介類販売業（移動販売形態） 2920161 平成29年4月18日 平成34年11月30日

とくし丸２０号 岡山市一円 代表社員 梅川俊二 ＫＩＮＲＹＵ合同会社 魚介類販売業（移動販売形態） その他 2920171 平成29年4月18日 平成34年11月30日

とくし丸２３号 岡山市一円 山本裕 魚介類販売業（移動販売形態） 2921394 平成29年10月17日 平成34年11月30日

セブンイレブン岡山大安寺南町店 岡山市北区大安寺南町二丁目１番３７号 256-5110 松岡薫 魚介類販売業（簡易形態） 2920613 平成29年6月20日 平成35年1月31日

セブンイレブン岡山西野山町店 岡山市北区西野山町１９７７番地１ 254-2552 代表社員 新庄友子 合同会社新庄商店 魚介類販売業（簡易形態） 2921455 平成29年10月19日 平成35年1月31日

ローソン岡山野殿西町店 岡山市北区野殿西町４１５番地７ 255-7522 代表取締役 高見秀作 ㈱高見 魚介類販売業（簡易形態） 2920637 平成29年6月20日 平成35年1月31日

生活彩家朝日医療大学校店 岡山市北区奉還町二丁目７番１号 250-0722 代表取締役 松本哲明 アサヒサービス㈱ 魚介類販売業（簡易形態） 2822831 平成29年4月4日 平成35年1月31日

ら・む～マート岡山富町店 岡山市北区富町二丁目２番１０号 214-6410 代表取締役 大賀昭司 大黒天物産㈱ 魚介類販売業（簡易形態） 2921243 平成29年10月5日 平成35年1月31日

ファミリーマート岡山辰巳西店 岡山市北区辰巳４１番地１０８ 805-0277 金島萌花 魚介類販売業（簡易形態） 2920158 平成29年4月18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１０６ 805-1515 藤井海 魚介類販売業（簡易形態） 2922034 平成30年1月25日 平成35年1月31日

ファミリーマート岡山北長瀬店 岡山市北区北長瀬表町三丁目１番２号 237-0228 代表取締役 石原光敏 ㈲ＮＥＸＴ　ＶＩＳＩＯＮ 魚介類販売業（簡易形態） 2920442 平成29年5月30日 平成35年1月31日

ファミリーマート花尻ききょう町店 岡山市北区花尻ききょう町１番地１００ 898-1020 佐藤公昭 魚介類販売業（簡易形態） 2920726 平成29年7月20日 平成35年1月31日

ローソン岡山撫川店 岡山市北区撫川８７３番地１ 293-7039 大河内諭 魚介類販売業（簡易形態） 2921387 平成29年11月9日 平成35年1月31日

ファミリーマート岡山庭瀬店 岡山市北区庭瀬４８１番地２ 292-8466 代表取締役 西村多美子 ㈱ライジング・サン 魚介類販売業（簡易形態） 2921605 平成29年11月14日 平成35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 代表取締役 高見秀作 ㈱高見 魚介類販売業（簡易形態） 2920647 平成29年6月27日 平成35年1月31日

ローソン岡山庭瀬店 岡山市北区平野９３３番地３ 250-8180 代表取締役 太田一人 ㈱笑嬉 魚介類販売業（簡易形態） 2920783 平成29年8月8日 平成35年1月31日

セブン－イレブン岡山錦町店 岡山市北区錦町１番２７号 225-5657 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） 2922276 平成30年2月20日 平成35年2月28日

ドン･キホーテ岡山駅前店 岡山市北区本町６番３０号第一セントラルビル２号館Ｂ１Ｆ 235-1811 代表取締役 大原孝治 ㈱ドン・キホーテ 魚介類販売業（簡易形態） 2920680 平成29年10月3日 平成35年2月28日

ファミリーマート岡山柳町店 岡山市北区柳町一丁目６番１号 235-2100 代表取締役 安永岳彦 ㈱クレイド 魚介類販売業（簡易形態） 2922489 平成30年3月15日 平成36年2月29日

セブン‐イレブン岡山南方５丁目店 岡山市北区南方五丁目１番４号 255-0260 笹田和由 魚介類販売業（簡易形態） 2920468 平成29年6月6日 平成35年2月28日

久世福商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１Ｆ１０４４ 206-7030 代表取締役 柊崎庄二 ㈱イートスタイル 魚介類販売業（簡易形態） 2920814 平成29年7月11日 平成35年2月28日

サンクス岡山さい店 岡山市中区・８０番地１ 270-5282 竹内俊晴 魚介類販売業（簡易形態） 2920443 平成29年5月30日 平成35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ＪＲ高島駅西店 岡山市中区清水二丁目９８番７号 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） 2921923 平成29年12月28日 平成35年3月31日

ダイレックス東岡山店 岡山市中区神下１１２番地 201-0915 代表取締役 貞方宏司 ダイレックス㈱ 魚介類販売業（簡易形態） 2922231 平成30年2月27日 平成35年3月31日

サンクス東岡山店 岡山市中区神下１８０番地１ 208-6355 秋山裕子 魚介類販売業（簡易形態） 2920476 平成29年5月30日 平成35年3月31日

ローソン岡山高島新屋敷店 岡山市中区高島新屋敷７０２番地１ 275-7122 近藤宏子 魚介類販売業（簡易形態） 2921383 平成29年10月31日 平成35年3月31日

ファミリーマート岡山中井店 岡山市中区中井４４６番地１ 275-7639 髙橋義治 魚介類販売業（簡易形態） 2920427 平成29年5月25日 平成35年3月31日

ローソン岡山藤井店 岡山市東区藤井２３９番地１ 278-1383 三宅司 魚介類販売業（簡易形態） 2921759 平成29年12月5日 平成35年4月30日

ファミリーマート西大寺中店 岡山市東区西大寺中二丁目２４番２２号 943-2711 西村義則 魚介類販売業（簡易形態） 2921176 平成29年9月26日 平成35年4月30日

セブンイレブン岡山竹原店 岡山市東区竹原１６２９番地３ 297-3999 代表取締役 山中洋 ㈲コンビニエンスやまなか 魚介類販売業（簡易形態） 2921840 平成29年12月7日 平成35年4月30日

ファミリーマート岡山平島店 岡山市東区東平島８９番地１ 297-0588 森本幸久 魚介類販売業（簡易形態） 2922101 平成30年1月18日 平成35年4月30日

ローソン岡山瀬戸町店 岡山市東区瀬戸町江尻１０９１番地１ 952-5380 栢野秀徳 魚介類販売業（簡易形態） 2920977 平成29年9月7日 平成35年4月30日

サンクス瀬戸万富店 岡山市東区瀬戸町万富９５０番地１ 0869-53-1411 代表取締役 瀬浪敏雄 ㈲万富 魚介類販売業（簡易形態） 2920356 平成29年5月23日 平成35年4月30日

有限会社海老商中山 岡山市北区二日市町７２番地 226-1626 取締役 中山弘子 ㈲海老商中山 魚介類販売業（簡易形態） 2921813 平成29年12月1日 平成35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 代表社員 齋藤秀之 グッドフィール合同会社 魚介類販売業（簡易形態） 2921979 平成29年12月21日 平成35年5月31日

ローソン岡山野田西店 岡山市北区野田三丁目８番１７号 243-1267 代表取締役 高見秀作 ㈱高見 魚介類販売業（簡易形態） 2920642 平成29年6月22日 平成35年5月31日

ファミリーマート岡山東古松店 岡山市北区東古松四丁目６番３５号 222-8936 代表取締役 石原光敏 ㈲ＮＥＸＴ　ＶＩＳＩＯＮ 魚介類販売業（簡易形態） 2920445 平成29年5月30日 平成34年5月31日

ローソン岡山大供本町店 岡山市北区大供本町４８７番地 222-3963 藤原薫 魚介類販売業（簡易形態） 2920307 平成29年5月11日 平成34年5月31日

ファミリーマート岡山南中央町店 岡山市北区南中央町８番２２号 224-5537 泉川敏明 魚介類販売業（簡易形態） 2920414 平成29年5月25日 平成34年5月31日

ローソン岡山十日市店 岡山市北区十日市中町６番２８号 234-7575 西山謙一 魚介類販売業（簡易形態） 2922419 平成30年3月22日 平成35年5月31日

セブンイレブン岡山奥田店 岡山市北区奥田二丁目９番３０号 224-8006 代表社員 齋藤秀之 グッドフィール合同会社 魚介類販売業（簡易形態） 2921975 平成29年12月21日 平成35年5月31日

ファミリーマート岡山奥田店 岡山市北区奥田本町４番１０号 801-2600 代表取締役 山田義昭 ㈲鹿嶋商店 魚介類販売業（簡易形態） 2920192 平成29年4月25日 平成34年5月31日

ファミリーマート岡山中央町店 岡山市北区中央町１０番２６号 224-6171 泉川敏明 魚介類販売業（簡易形態） 2920415 平成29年5月25日 平成34年6月30日

ローソンＳ岡山磨屋町店 岡山市北区磨屋町１０番１２号交通オアシスビル１Ｆ 代表取締役 竹増貞信 ㈱ローソン 魚介類販売業（簡易形態） 2921970 平成30年1月11日 平成35年6月30日

ファミリーマート岡山清心女子大前店 岡山市北区伊福町二丁目１番１号 253-6612 髙橋義治 魚介類販売業（簡易形態） 2920426 平成29年5月25日 平成34年7月31日

セブン－イレブン岡山津島京町店 岡山市北区津島京町一丁目１番１号 256-0711 田池耕一 魚介類販売業（簡易形態） 2920510 平成29年6月27日 平成34年7月31日

ローソン岡山万成西町 岡山市北区万成西町１５番１７号 251-1200 岡田真二 魚介類販売業（簡易形態） 2921544 平成29年12月12日 平成35年7月31日

ローソン岡山飽浦店 岡山市南区飽浦１４３６番地 267-1131 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） 2920908 平成29年7月27日 平成34年9月30日

イサベルサリサリストアー 岡山市南区宮浦２８６２番地１ イサベル　レガラリオ　シアロン 魚介類販売業（簡易形態） 2922157 平成30年2月1日 平成35年9月30日

ｎａｆｅｓ 岡山市南区大福１２４８番地２ 代表取締役 中山和則 ㈱ＮＫフーズ 魚介類販売業（簡易形態） 2920431 平成29年6月27日 平成34年9月30日

旭食品株式会社岡山支店岡山低温第二中畦センター 岡山市南区中畦１３７番地１ 239-7373 代表取締役 竹内孝久 旭食品㈱ 魚介類販売業（簡易形態） 2921308 平成29年10月10日 平成35年9月30日

ローソン岡山興除店 岡山市南区中畦３１０番地１ 298-9111 代表取締役 高見秀作 ㈱高見 魚介類販売業（簡易形態） 2922502 平成30年3月29日 平成35年9月30日

ＤＣＭダイキ岡山店 岡山市南区藤田５６０番地２３６ 296-0303 代表取締役 小島正之 ＤＣＭダイキ㈱ 魚介類販売業（簡易形態） 2920280 平成29年5月11日 平成34年9月30日

セブンイレブン岡山西高崎店 岡山市南区西高崎６２番地３ 239-7115 代表取締役 藤田尚靖 ㈱藤田商店 魚介類販売業（簡易形態） 2921613 平成29年11月30日 平成35年9月30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 日下廣志 魚介類販売業（簡易形態） 2922145 平成30年2月8日 平成35年10月31日

サークルＫ岡山桑野 岡山市中区桑野７２１番地１ 724-0681 代表取締役社長 澤田貴司 ㈱ファミリーマート 魚介類販売業（簡易形態） 2922225 平成30年2月27日 平成35年10月31日

ファミリーマート岡山下足守店 岡山市北区下足守１９２１番地５ 295-9065 上野洋右 魚介類販売業（簡易形態） 2922039 平成30年1月9日 平成35年11月30日

ローソン岡山北警察署前店 岡山市北区御津草生２１２８番地１ 724-9850 代表取締役 藤原康洋 ㈲ふじわら 魚介類販売業（簡易形態） 2920007 平成29年4月4日 平成34年11月30日

ＤＣＭダイキ豊浜店 岡山市南区豊浜町１３番６８号 902-0100 代表取締役 小島正之 ＤＣＭダイキ㈱ 魚介類販売業（簡易形態） 2920281 平成29年5月11日 平成34年12月31日

ダイキ産直市場まるき水産豊浜店 岡山市南区豊浜町１３番６８号 902-0100 代表社員 渕本一喜 合同会社まるき 魚介類販売業（簡易形態） 2921516 平成29年11月7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
ローソン岡山福富店 岡山市南区福富西一丁目１番１００号 265-1995 藤原薫 魚介類販売業（簡易形態） 2920311 平成29年5月18日 平成34年12月31日

スマイル食品 岡山市南区浦安南町２２５番地 細川道彦 魚介類販売業（簡易形態） 2920236 平成29年4月27日 平成34年12月31日

アルマジロ麦酒 岡山市北区奉還町二丁目７番１６号１Ｆ 254-6556 代表取締役 筒井啓仁 ㈱アクシス 酒類製造業 2922600 平成30年3月29日 平成36年1月31日

ラ・グランド・コリーヌ・ジャポン 岡山市北区富吉２３８７番地５ 代表取締役 大岡弘武 ラ・グランド・コリーヌ・ジャポン㈱ 酒類製造業 2921034 平成29年8月29日 平成34年11月30日

ほそだの肉 岡山市北区岩田町７番２５号２Ｆ 225-2981 代表取締役 細田一郎 ㈱ほそだ 食肉処理業 2922269 平成30年2月13日 平成35年2月28日

おかやま猪鹿販売所 岡山市中区兼基１０８番地 279-0068 代表取締役 大森浩史 ㈱おかやま食材 食肉処理業 2922256 平成30年2月13日 平成35年3月31日

肉のクマザワ 岡山市北区南方二丁目１０番３号 222-8558 代表取締役 熊澤雄司 ㈱肉のクマザワ 食肉製品製造業 2922066 平成30年1月18日 平成35年2月28日

ひまわりドラック業務スーパー東岡山店 岡山市中区神下４８０番地１ 230-3744 井上博之 食肉販売業 2920497 平成29年6月20日 平成35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 食肉販売業 2920658 平成29年6月22日 平成35年3月31日

ミート鶴松 岡山市北区西古松８７番１号 221-2929 井上幹夫 食肉販売業 2920193 平成29年5月18日 平成34年5月31日

全国農業協同組合連合会岡山県本部はなやか精肉店 岡山市北区大供表町４番５号はなやか中央店内 222-2560 代表理事理事長 神出元一 全国農業協同組合連合会 食肉販売業 2921725 平成29年11月28日 平成35年5月31日

大衆焼肉まいど 岡山市北区万成西町２番４３号 253-1588 代表取締役 岸本祐宜 岸本商事㈱ 食肉販売業 2921683 平成29年11月21日 平成35年7月31日

株式会社バークジャパンセントラルキッチン 岡山市南区下中野１４０９番地１２ 246-3169 代表取締役 遠藤剛一 ㈱バークジャパン 食肉販売業 2922336 平成30年2月20日 平成35年9月30日

天満屋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 野口重明 ㈱天満屋ストア 食肉販売業 2922258 平成30年2月20日 平成35年11月30日

株式会社ひとはら 岡山市北区大和町一丁目１５番１１号 222-0033 代表取締役 耕田泰男 ㈱ひとはら 食肉販売業 2920712 平成29年7月4日 平成34年11月30日

からあげのぜんちゃん 岡山市北区建部町品田１８０５番地 722-2894 善木徳子 食肉販売業 2920085 平成29年5月9日 平成34年11月30日

とくし丸１９号 岡山市一円 西山孝 食肉販売業（移動販売形態） 2920061 平成29年4月11日 平成34年4月30日

三代目柴田商店とくし丸１７号 岡山市一円 柴田民子 食肉販売業（移動販売形態） 2920160 平成29年4月18日 平成34年11月30日

とくし丸２０号 岡山市一円 代表社員 梅川俊二 ＫＩＮＲＹＵ合同会社 食肉販売業（移動販売形態） 2920170 平成29年4月18日 平成34年11月30日

とくし丸２３号 岡山市一円 山本裕 食肉販売業（移動販売形態） 2921393 平成29年10月17日 平成34年11月30日

セブンイレブン岡山大安寺南町店 岡山市北区大安寺南町二丁目１番３７号 256-5110 松岡薫 食肉販売業（簡易形態） 2920612 平成29年6月20日 平成35年1月31日

セブンイレブン岡山西野山町店 岡山市北区西野山町１９７７番地１ 254-2552 代表社員 新庄友子 合同会社新庄商店 食肉販売業（簡易形態） 2921454 平成29年10月19日 平成35年1月31日

ローソン岡山野殿西町店 岡山市北区野殿西町４１５番地７ 255-7522 代表取締役 高見秀作 ㈱高見 食肉販売業（簡易形態） 2920636 平成29年6月20日 平成35年1月31日

生活彩家朝日医療大学校店 岡山市北区奉還町二丁目７番１号 250-0722 代表取締役 松本哲明 アサヒサービス㈱ 食肉販売業（簡易形態） 2822830 平成29年4月4日 平成35年1月31日

ら・む～マート岡山富町店 岡山市北区富町二丁目２番１０号 214-6410 代表取締役 大賀昭司 大黒天物産㈱ 食肉販売業（簡易形態） 2921242 平成29年10月5日 平成35年1月31日

ファミリーマート岡山辰巳西店 岡山市北区辰巳４１番地１０８ 805-0277 金島萌花 食肉販売業（簡易形態） 2920157 平成29年4月18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１０６ 805-1515 藤井海 食肉販売業（簡易形態） 2922033 平成30年1月25日 平成35年1月31日

ファミリーマート花尻ききょう町店 岡山市北区花尻ききょう町１番地１００ 898-1020 佐藤公昭 食肉販売業（簡易形態） 2920725 平成29年7月20日 平成35年1月31日

ローソン岡山撫川店 岡山市北区撫川８７３番地１ 293-7039 大河内諭 食肉販売業（簡易形態） 2921386 平成29年11月9日 平成35年1月31日

ファミリーマート岡山庭瀬店 岡山市北区庭瀬４８１番地２ 292-8466 代表取締役 西村多美子 ㈱ライジング・サン 食肉販売業（簡易形態） 2921604 平成29年11月14日 平成35年1月31日

焼肉にしき 岡山市北区庭瀬３１２番１号 293-0968 代表取締役 橋山昇 ㈲たろうふうず 食肉販売業（簡易形態） 2920750 平成29年7月4日 平成35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 代表取締役 高見秀作 ㈱高見 食肉販売業（簡易形態） 2920646 平成29年6月27日 平成35年1月31日

ローソン岡山庭瀬店 岡山市北区平野９３３番地３ 250-8180 代表取締役 太田一人 ㈱笑嬉 食肉販売業（簡易形態） 2920782 平成29年8月8日 平成35年1月31日

セブン－イレブン岡山錦町店 岡山市北区錦町１番２７号 225-5657 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） 2922275 平成30年2月20日 平成35年2月28日

ドン･キホーテ岡山駅前店 岡山市北区本町６番３０号第一セントラルビル２号館Ｂ１Ｆ 235-1811 代表取締役 大原孝治 ㈱ドン・キホーテ 食肉販売業（簡易形態） 2920679 平成29年10月3日 平成35年2月28日

セブン‐イレブン岡山南方５丁目店 岡山市北区南方五丁目１番４号 255-0260 笹田和由 食肉販売業（簡易形態） 2920467 平成29年6月6日 平成35年2月28日

久世福商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１Ｆ１０４４ 206-7030 代表取締役 柊崎庄二 ㈱イートスタイル 食肉販売業（簡易形態） 2920813 平成29年7月11日 平成35年2月28日

セブン－イレブンＪＲ高島駅西店 岡山市中区清水二丁目９８番７号 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） 2921922 平成29年12月28日 平成35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
ダイレックス東岡山店 岡山市中区神下１１２番地 201-0915 代表取締役 貞方宏司 ダイレックス㈱ 食肉販売業（簡易形態） 2922230 平成30年2月27日 平成35年3月31日

ローソン岡山高島新屋敷店 岡山市中区高島新屋敷７０２番地１ 275-7122 近藤宏子 食肉販売業（簡易形態） 2921382 平成29年10月31日 平成35年3月31日

ローソン岡山藤井店 岡山市東区藤井２３９番地１ 278-1383 三宅司 食肉販売業（簡易形態） 2921758 平成29年12月5日 平成35年4月30日

ファミリーマート西大寺中店 岡山市東区西大寺中二丁目２４番２２号 943-2711 西村義則 食肉販売業（簡易形態） 2921175 平成29年9月26日 平成35年4月30日

セブンイレブン岡山竹原店 岡山市東区竹原１６２９番地３ 297-3999 代表取締役 山中洋 ㈲コンビニエンスやまなか 食肉販売業（簡易形態） 2921839 平成29年12月7日 平成35年4月30日

ファミリーマート岡山平島店 岡山市東区東平島８９番地１ 297-0588 森本幸久 食肉販売業（簡易形態） 2922102 平成30年1月18日 平成35年4月30日

ローソン岡山瀬戸町店 岡山市東区瀬戸町江尻１０９１番地１ 952-5380 栢野秀徳 食肉販売業（簡易形態） 2920976 平成29年9月7日 平成35年4月30日

有限会社海老商中山 岡山市北区二日市町７２番地 226-1626 取締役 中山弘子 ㈲海老商中山 食肉販売業（簡易形態） 2921812 平成29年12月1日 平成35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 代表社員 齋藤秀之 グッドフィール合同会社 食肉販売業（簡易形態） 2921978 平成29年12月21日 平成35年5月31日

ローソン岡山野田西店 岡山市北区野田三丁目８番１７号 243-1267 代表取締役 高見秀作 ㈱高見 食肉販売業（簡易形態） 2920641 平成29年6月22日 平成35年5月31日

ファミリーマート岡山東古松店 岡山市北区東古松四丁目６番３５号 222-8936 代表取締役 石原光敏 ㈲ＮＥＸＴ　ＶＩＳＩＯＮ 食肉販売業（簡易形態） 2920444 平成29年5月30日 平成34年5月31日

ローソン岡山大供本町店 岡山市北区大供本町４８７番地 222-3963 藤原薫 食肉販売業（簡易形態） 2920306 平成29年5月11日 平成34年5月31日

株式会社ＭＫフーズ 岡山市北区青江一丁目７番６号岡山中央冷蔵株式会社内 225-3685 代表取締役 上ヶ内守 ㈱ＭＫフーズ 食肉販売業（簡易形態） 2920693 平成29年6月29日 平成35年5月31日

みよしミート 岡山市北区青江二丁目１５番１号パーチェ青江１Ｆ１０３号 237-1129 佐藤美華 食肉販売業（簡易形態） 2921011 平成29年8月22日 平成35年5月31日

ファミリーマート岡山南中央町店 岡山市北区南中央町８番２２号 224-5537 泉川敏明 食肉販売業（簡易形態） 2921749 平成29年11月28日 平成35年5月31日

唐人物産 岡山市北区新道２８番地１０ 206-3839 袁勝志 食肉販売業（簡易形態） 2920456 平成29年5月25日 平成34年5月31日

ローソン岡山十日市店 岡山市北区十日市中町６番２８号 234-7575 西山謙一 食肉販売業（簡易形態） 2922418 平成30年3月22日 平成35年5月31日

セブンイレブン岡山奥田店 岡山市北区奥田二丁目９番３０号 224-8006 代表社員 齋藤秀之 グッドフィール合同会社 食肉販売業（簡易形態） 2921974 平成29年12月21日 平成35年5月31日

ローソンＳ岡山磨屋町店 岡山市北区磨屋町１０番１２号交通オアシスビル１Ｆ 代表取締役 竹増貞信 ㈱ローソン 食肉販売業（簡易形態） 2921969 平成30年1月11日 平成35年6月30日

中川商店 岡山市北区表町三丁目１３番１号 231-6238 中川健 食肉販売業（簡易形態） 2920250 平成29年5月2日 平成34年7月31日

セブン－イレブン岡山津島京町店 岡山市北区津島京町一丁目１番１号 256-0711 田池耕一 食肉販売業（簡易形態） 2920509 平成29年6月27日 平成34年7月31日

ローソン岡山万成西町 岡山市北区万成西町１５番１７号 251-1200 岡田真二 食肉販売業（簡易形態） 2921543 平成29年12月12日 平成35年7月31日

ローソン岡山飽浦店 岡山市南区飽浦１４３６番地 267-1131 代表取締役 堀田雅裕 ㈲堀田憲一商店 食肉販売業（簡易形態） 2920907 平成29年7月27日 平成34年9月30日

竹原商店 岡山市南区小串２４１８番地 269-2019 竹原正宏 食肉販売業（簡易形態） 2921060 平成29年9月5日 平成34年9月30日

イサベルサリサリストアー 岡山市南区宮浦２８６２番地１ イサベル　レガラリオ　シアロン 食肉販売業（簡易形態） 2922156 平成30年2月1日 平成35年9月30日

ｎａｆｅｓ 岡山市南区大福１２４８番地２ 代表取締役 中山和則 ㈱ＮＫフーズ 食肉販売業（簡易形態） 2920432 平成29年6月27日 平成34年9月30日

旭食品株式会社岡山支店岡山低温第二中畦センター 岡山市南区中畦１３７番地１ 239-7373 代表取締役 竹内孝久 旭食品㈱ 食肉販売業（簡易形態） 2921306 平成29年10月10日 平成35年9月30日

ローソン岡山興除店 岡山市南区中畦３１０番地１ 298-9111 代表取締役 高見秀作 ㈱高見 食肉販売業（簡易形態） 2922501 平成30年3月29日 平成35年9月30日

セブンイレブン岡山西高崎店 岡山市南区西高崎６２番地３ 239-7115 代表取締役 藤田尚靖 ㈱藤田商店 食肉販売業（簡易形態） 2921612 平成29年11月30日 平成35年9月30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 日下廣志 食肉販売業（簡易形態） 2922144 平成30年2月8日 平成35年10月31日

サークルＫ岡山桑野 岡山市中区桑野７２１番地１ 724-0681 代表取締役社長 澤田貴司 ㈱ファミリーマート 食肉販売業（簡易形態） 2922224 平成30年2月27日 平成35年10月31日

晴れの国市場円山店 岡山市中区円山７８番地１ 277-0831 代表取締役 岡本健治 ㈱フィル 食肉販売業（簡易形態） 2920834 平成29年8月3日 平成34年10月31日

ザグザグ海吉店 岡山市中区海吉１７８５番地２ 200-1168 代表取締役 森信 ㈱ザグザグ 食肉販売業（簡易形態） 2922538 平成30年3月27日 平成35年10月31日

ファミリーマート岡山下足守店 岡山市北区下足守１９２１番地５ 295-9065 上野洋右 食肉販売業（簡易形態） 2922038 平成30年1月9日 平成35年11月30日

ローソン岡山北警察署前店 岡山市北区御津草生２１２８番地１ 724-9850 代表取締役 藤原康洋 ㈲ふじわら 食肉販売業（簡易形態） 2920006 平成29年4月4日 平成34年11月30日

ローソン岡山福富店 岡山市南区福富西一丁目１番１００号 265-1995 藤原薫 食肉販売業（簡易形態） 2920310 平成29年5月18日 平成34年12月31日

日本酒肉バル市場レストランうどん虎 岡山市南区市場一丁目１番地関連棟１８ 238-0068 松尾和真 食肉販売業（簡易形態） 2922129 平成30年1月23日 平成35年12月31日

大阿蘇ハム株式会社岡山営業所 岡山市南区海岸通二丁目６番１２号 261-7081 代表取締役社長 市橋徳次郎 大阿蘇ハム㈱ 食肉販売業（簡易形態） 2922084 平成30年1月25日 平成35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
スマイル食品 岡山市南区浦安南町２２５番地 細川道彦 食肉販売業（簡易形態） 2920235 平成29年4月27日 平成34年12月31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 食品の冷凍又は冷蔵業 冷凍食品製造業 2920212 平成29年5月9日 平成35年4月30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 食品の冷凍又は冷蔵業 冷凍食品製造業 2921231 平成29年9月26日 平成35年5月31日

フレッシュタルトのお店ＳＴＹＬＥ 岡山市北区岡町６番９号 221-5177 代表取締役社長 三宅昭士 ㈱スタイル 食品の冷凍又は冷蔵業 冷凍食品製造業 2921419 平成29年10月17日 平成35年5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 食品の冷凍又は冷蔵業 冷凍食品製造業 2920221 平成29年4月27日 平成34年10月31日

㈱アグリケイエル 岡山市南区築港栄町５番３８号 265-0404 代表取締役 大月知子 ㈱アグリケイエル 食品の冷凍又は冷蔵業 2922456 平成30年3月13日 平成35年12月31日

スマイル食品 岡山市南区浦安南町２２５番地 細川道彦 食品の冷凍又は冷蔵業 冷凍又は冷蔵業 2920237 平成29年4月27日 平成34年12月31日

有限会社オフコ御津工場 岡山市北区御津高津１４２３番地２ 724-1770 代表取締役 岡邊美紀 ㈲オフコ 清涼飲料水製造業 2921398 平成29年10月17日 平成34年11月30日

㈱手づくりジャム工房 岡山市中区高屋２１５番地１キャッツコーポ１Ｆ 代表取締役 井上晴江 ㈱手づくりジャム工房 乳製品製造業（乳飲料以外） 2921950 平成29年12月28日 平成35年3月31日

とくし丸１９号 岡山市一円 西山孝 乳類販売業（移動販売形態） 2920060 平成29年4月11日 平成34年4月30日

三代目柴田商店とくし丸１７号 岡山市一円 柴田民子 乳類販売業（移動販売形態） 2920159 平成29年4月18日 平成34年11月30日

とくし丸２０号 岡山市一円 代表社員 梅川俊二 ＫＩＮＲＹＵ合同会社 乳類販売業（移動販売形態） 2920169 平成29年4月18日 平成34年11月30日

とくし丸２３号 岡山市一円 山本裕 乳類販売業（移動販売形態） 2921392 平成29年10月17日 平成34年11月30日

セブンイレブン岡山大安寺南町店 岡山市北区大安寺南町二丁目１番３７号 256-5110 松岡薫 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2920611 平成29年6月20日 平成35年1月31日

セブンイレブン岡山西野山町店 岡山市北区西野山町１９７７番地１ 254-2552 代表社員 新庄友子 合同会社新庄商店 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2921453 平成29年10月19日 平成35年1月31日

ローソン岡山野殿西町店 岡山市北区野殿西町４１５番地７ 255-7522 代表取締役 高見秀作 ㈱高見 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2920635 平成29年6月20日 平成35年1月31日

生活彩家朝日医療大学校店 岡山市北区奉還町二丁目７番１号 250-0722 代表取締役 松本哲明 アサヒサービス㈱ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2822829 平成29年4月4日 平成35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ＪＲ岡山駅地下１Ｆ 201-0738 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） 2922315 平成30年2月20日 平成36年1月31日

ら・む～マート岡山富町店 岡山市北区富町二丁目２番１０号 214-6410 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） 2921241 平成29年10月5日 平成35年1月31日

ファミリーマート岡山辰巳西店 岡山市北区辰巳４１番地１０８ 805-0277 金島萌花 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2920156 平成29年4月18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１０６ 805-1515 藤井海 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2922032 平成30年1月25日 平成35年1月31日

ＫＩＭＵＲＡＹＡ　ＢＡＫＥＲＹ　＆　ＳＯＲＡ 岡山市北区中仙道二丁目９番１７号 245-5588 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） 2920815 平成29年7月27日 平成35年1月31日

ファミリーマート花尻ききょう町店 岡山市北区花尻ききょう町１番地１００ 898-1020 佐藤公昭 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2920724 平成29年7月20日 平成35年1月31日

ローソン岡山撫川店 岡山市北区撫川８７３番地１ 293-7039 大河内諭 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2921385 平成29年11月9日 平成35年1月31日

ファミリーマート岡山庭瀬店 岡山市北区庭瀬４８１番地２ 292-8466 代表取締役 西村多美子 ㈱ライジング・サン 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2921603 平成29年11月14日 平成35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 代表取締役 高見秀作 ㈱高見 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2920645 平成29年6月27日 平成35年1月31日

ローソン岡山庭瀬店 岡山市北区平野９３３番地３ 250-8180 代表取締役 太田一人 ㈱笑嬉 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2920781 平成29年8月8日 平成35年1月31日

セブン－イレブン岡山錦町店 岡山市北区錦町１番２７号 225-5657 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） 2922274 平成30年2月20日 平成35年2月28日

ドン･キホーテ岡山駅前店 岡山市北区本町６番３０号第一セントラルビル２号館Ｂ１Ｆ 235-1811 代表取締役 大原孝治 ㈱ドン・キホーテ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2920678 平成29年10月3日 平成35年2月28日

セブン‐イレブン岡山弓之町店 岡山市北区弓之町１７番１号 224-7578 代表取締役 羽原巧治 フェザーフィールド㈱ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2922290 平成30年2月13日 平成35年2月28日

セブン‐イレブン岡山南方５丁目店 岡山市北区南方五丁目１番４号 255-0260 笹田和由 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2920466 平成29年6月6日 平成35年2月28日

セブン－イレブンＪＲ高島駅西店 岡山市中区清水二丁目９８番７号 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） 2921921 平成29年12月28日 平成35年3月31日

ダイレックス東岡山店 岡山市中区神下１１２番地 201-0915 代表取締役 貞方宏司 ダイレックス㈱ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2922229 平成30年2月27日 平成35年3月31日

ローソン岡山高島新屋敷店 岡山市中区高島新屋敷７０２番地１ 275-7122 近藤宏子 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2921381 平成29年10月31日 平成35年3月31日

日本酪農協同㈱岡山営業所直売所 岡山市東区藤井１５７番地３ 278-0389 代表取締役 橋本光宏 日本酪農協同㈱ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2922149 平成30年1月25日 平成35年4月30日

ローソン岡山藤井店 岡山市東区藤井２３９番地１ 278-1383 三宅司 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2921757 平成29年12月5日 平成35年4月30日

ファミリーマート西大寺中店 岡山市東区西大寺中二丁目２４番２２号 943-2711 西村義則 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2921174 平成29年9月26日 平成35年4月30日

セブンイレブン岡山竹原店 岡山市東区竹原１６２９番地３ 297-3999 代表取締役 山中洋 ㈲コンビニエンスやまなか 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2921838 平成29年12月7日 平成35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
ファミリーマート岡山平島店 岡山市東区東平島８９番地１ 297-0588 森本幸久 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2922100 平成30年1月18日 平成35年4月30日

ローソン岡山瀬戸町店 岡山市東区瀬戸町江尻１０９１番地１ 952-5380 栢野秀徳 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2920975 平成29年9月7日 平成35年4月30日

ザグザグ下中野店 岡山市北区下中野１２１７番地２ 805-1339 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） 2921056 平成29年9月19日 平成35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 代表社員 齋藤秀之 グッドフィール合同会社 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2921977 平成29年12月21日 平成35年5月31日

ローソン岡山野田西店 岡山市北区野田三丁目８番１７号 243-1267 代表取締役 高見秀作 ㈱高見 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2920640 平成29年6月22日 平成35年5月31日

ローソン岡山大供本町店 岡山市北区大供本町４８７番地 222-3963 藤原薫 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2920305 平成29年5月11日 平成34年5月31日

売店マルシェ　ドゥ　ボンテ 岡山市北区鹿田町二丁目５番１号岡山大学病院内 226-6560 代表理事 小出典男 一般財団法人積善会 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2920162 平成29年4月18日 平成34年5月31日

ローソン岡山十日市店 岡山市北区十日市中町６番２８号 234-7575 西山謙一 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2922417 平成30年3月22日 平成35年5月31日

セブンイレブン岡山奥田店 岡山市北区奥田二丁目９番３０号 224-8006 代表社員 齋藤秀之 グッドフィール合同会社 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2921973 平成29年12月21日 平成35年5月31日

ローソンＳ岡山磨屋町店 岡山市北区磨屋町１０番１２号交通オアシスビル１Ｆ 代表取締役 竹増貞信 ㈱ローソン 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2921968 平成30年1月11日 平成35年6月30日

エスプリ・ド・コロンバージュ 岡山市北区表町二丁目１番５３号 227-3140 代表取締役 内田貴章 ㈱コロンバージュ製パン所 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2920474 平成29年5月30日 平成34年7月31日

医療法人万成病院購買部 岡山市北区谷万成一丁目６番５号 252-2261 理事長 小林建太郎 医療法人万成病院 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2922395 平成30年3月1日 平成35年7月31日

セブン－イレブン岡山津島京町店 岡山市北区津島京町一丁目１番１号 256-0711 田池耕一 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2920508 平成29年6月27日 平成34年7月31日

ローソン岡山万成西町 岡山市北区万成西町１５番１７号 251-1200 岡田真二 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2921542 平成29年12月12日 平成35年7月31日

ローソン岡山飽浦店 岡山市南区飽浦１４３６番地 267-1131 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） 2920906 平成29年7月27日 平成34年9月30日

竹原商店 岡山市南区小串２４１８番地 269-2019 竹原正宏 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2921059 平成29年9月5日 平成34年9月30日

旭食品株式会社岡山支店岡山低温第二中畦センター 岡山市南区中畦１３７番地１ 239-7373 代表取締役 竹内孝久 旭食品㈱ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2921307 平成29年10月10日 平成35年9月30日

ローソン岡山興除店 岡山市南区中畦３１０番地１ 298-9111 代表取締役 高見秀作 ㈱高見 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2922500 平成30年3月29日 平成35年9月30日

セブンイレブン岡山西高崎店 岡山市南区西高崎６２番地３ 239-7115 代表取締役 藤田尚靖 ㈱藤田商店 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2921611 平成29年11月30日 平成35年9月30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 日下廣志 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2922146 平成30年2月8日 平成35年10月31日

サークルＫ岡山桑野 岡山市中区桑野７２１番地１ 724-0681 代表取締役社長 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） 2922223 平成30年2月27日 平成35年10月31日

ドラッグストアマツモトキヨシ山崎店 岡山市中区山崎３３番地１ 274-8900 代表取締役 上村浩司 ㈱マツモトキヨシ中四国販売 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2920014 平成29年4月27日 平成34年10月31日

晴れの国市場円山店 岡山市中区円山７８番地１ 277-0831 代表取締役 岡本健治 ㈱フィル 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2920833 平成29年8月3日 平成34年10月31日

ザグザグ海吉店 岡山市中区海吉１７８５番地２ 200-1168 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） 2922537 平成30年3月27日 平成35年10月31日

サンプラス株式会社 岡山市北区牟佐９３６番地１ 229-2020 代表取締役 平田幸三 サンプラス㈱ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2921491 平成29年10月26日 平成34年11月30日

天満屋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 野口重明 ㈱天満屋ストア 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2922262 平成30年2月20日 平成35年11月30日

ザグザグ岡北店 岡山市北区中井町二丁目５番３５－３号 221-3339 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） 2922540 平成30年3月20日 平成35年11月30日

空とパンとハンモック 岡山市北区大和町二丁目９番１８号パレスコンフォート大和町１Ｆ－Ａ 234-3383 代表取締役 正部貴司 ㈱Ｍａｓａｂａｋｅｒｙ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2921409 平成29年10月19日 平成34年11月30日

ファミリーマート岡山下足守店 岡山市北区下足守１９２１番地５ 295-9065 上野洋右 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2922037 平成30年1月9日 平成35年11月30日

ローソン岡山北警察署前店 岡山市北区御津草生２１２８番地１ 724-9850 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） 2920005 平成29年4月4日 平成34年11月30日

くぼ農園直売所 岡山市北区御津紙工２７４７番地１ 726-0511 代表取締役 林賢治 ㈲吉備路オーガニックワーク 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2920983 平成29年8月10日 平成34年11月30日

ザグザグ建部店 岡山市北区建部町宮地６７番地１ 722-5039 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） 2921221 平成29年9月26日 平成34年11月30日

宅配クック１２３岡山店 岡山市南区福富中一丁目４番１５号 236-8020 代表取締役 小林高光 ㈲ウイング 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2921609 平成29年11月21日 平成34年12月31日

ローソン岡山福富店 岡山市南区福富西一丁目１番１００号 265-1995 藤原薫 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 2920309 平成29年5月18日 平成34年12月31日

関西高校 岡山市北区西崎本町１６番１号 252-5121 代表取締役社長 原幹弘 ＦＶジャパン㈱ 乳類販売業（自動販売形態） 2922622 平成30年3月29日 平成36年1月31日

ベネッセプリンター棟３Ｆ 岡山市北区高柳東町１０番１号 代表取締役 藤山雄一郎 ナショナル・ベンディング㈱ 乳類販売業（自動販売形態） 2922178 平成30年1月30日 平成35年1月31日

トマト銀行 岡山市北区番町二丁目３番４号 221-1063 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） 2921272 平成29年9月28日 平成35年2月28日

マルハン東岡山店 岡山市中区下４５４番地１ 代表取締役 坪井俊郎 岡山ヤクルト販売㈱ 乳類販売業（自動販売形態） 2920878 平成29年7月20日 平成35年3月31日
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マルハン東岡山店 岡山市中区下４５４番地１ 代表取締役社長 原幹弘 ＦＶジャパン㈱ 乳類販売業（自動販売形態） 2920886 平成29年7月25日 平成35年3月31日

岡山学芸館高校 岡山市東区西大寺上一丁目１９番１９号 代表取締役 及川剛 ㈱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） 2920799 平成29年7月11日 平成35年4月30日

ＧＥＴ　ＧＥＴ　１０００α 岡山市東区東平島６５番地 296-0005 代表取締役社長 原幹弘 ＦＶジャパン㈱ 乳類販売業（自動販売形態） 2921358 平成29年10月12日 平成35年4月30日

パナソニック㈱エコソリューションズ社岡山営業所 岡山市北区下中野３３７番地１０６ 241-1942 代表取締役 及川剛 ㈱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） 2920425 平成29年5月23日 平成34年5月31日

光生病院Ｎｏ．１ 岡山市北区厚生町三丁目８番３５号 222-6806 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） 2920713 平成29年7月4日 平成35年5月31日

光生病院Ｎｏ．２ 岡山市北区厚生町三丁目８番３５号 222-6806 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） 2920714 平成29年7月4日 平成35年5月31日

ＧＥＴ　ＧＥＴ青江店 岡山市北区青江五丁目２５番７号 801-4800 代表取締役社長 原幹弘 ＦＶジャパン㈱ 乳類販売業（自動販売形態） 2921359 平成29年10月12日 平成35年5月31日

ＮＴＴクレドビル７Ｆ喫煙室 岡山市北区中山下一丁目８番４５号 233-5566 代表取締役 及川剛 ㈱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） 2921062 平成29年9月5日 平成35年6月30日

ＮＴＴクレドビル７Ｆ休憩室 岡山市北区中山下一丁目８番４５号 233-5560 代表取締役 及川剛 ㈱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） 2921989 平成29年12月21日 平成35年6月30日

岡山中学校・高等学校 岡山市南区箕島１５００番地 282-6336 代表取締役社長 原幹弘 ＦＶジャパン㈱ 乳類販売業（自動販売形態） 2922624 平成30年3月29日 平成35年9月30日

名鉄運輸㈱岡山支店 岡山市南区中畦８７９番地１ 298-3883 代表取締役 及川剛 ㈱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） 2921246 平成29年9月26日 平成34年9月30日

ＧＥＴ　ＧＥＴ　１０００ 岡山市南区藤田６７３番地２２ 296-0005 代表取締役社長 原幹弘 ＦＶジャパン㈱ 乳類販売業（自動販売形態） 2921357 平成29年10月12日 平成35年9月30日

ＧＥＴＧＥＴ原店 岡山市北区原２４９番地１ 228-3441 代表取締役社長 原幹弘 ＦＶジャパン㈱ 乳類販売業（自動販売形態） 2921355 平成29年10月12日 平成34年11月30日

エブリィＯＫＡＮＡＫＡ津高 岡山市北区横井上８３番地３ 230-7710 代表取締役 及川剛 ㈱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） 2921988 平成29年12月21日 平成35年11月30日

ＧＥＴＧＥＴ　ＴＷＩＮ 岡山市南区浜野二丁目１０番４８号 264-3553 代表取締役社長 原幹弘 ＦＶジャパン㈱ 乳類販売業（自動販売形態） 2921356 平成29年10月12日 平成34年12月31日


