
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
Ｇｅｌａｔｅｒｉａ　Ｌａ　Ｎａｖｅ 岡山市北区駅前町一丁目８番１８号イコットニコット２Ｆ 224-2525 代表取締役 石橋尚 ㈱ＡＬＥＴＴＡ アイスクリーム類製造業   3022252 平成31年2月14日 平成36年2月29日

ｒｅｖｅ　ｌｅ　ｆｕｔｕｒ 岡山市北区門前３９０番地３   代表取締役 野上雄一 ㈱暁 そうざい製造業   3020652 平成30年6月26日 平成35年11月30日

田口商店 岡山市南区築港栄町５番３８号 265-0404     田口秀男 そうざい製造業   3020686 平成30年6月26日 平成35年12月31日

桃仙デリ 岡山市北区平野９２０番地わたなべ生鮮館庭瀬店内 941-1237 代表取締役 吴大可 ㈱ミサイ そうざい製造業   3021034 平成30年9月6日 平成36年1月31日

森のマルシェ柳川店 岡山市北区中山下一丁目１番１号グレースタワーⅢ１F 201-3400 代表取締役 松田久 両備ホールディングス㈱ そうざい製造業   3022139 平成31年2月21日 平成36年6月30日

かどや土田工場 岡山市中区土田２６７番地１   代表取締役 西岡弘貴 ㈱割烹かどや そうざい製造業   3022348 平成31年2月19日 平成36年3月31日

百々花 岡山市北区東古松二丁目１番５号シティコーポ東古松１Ｆ１０１号 232-4001 代表取締役 酒井正登志 ㈱百々花 そうざい製造業   3022365 平成31年2月19日 平成36年5月31日

合同会社ありがとう 岡山市南区藤田１１２３番地２０ 296-6486 代表社員 伊藤昭典 合同会社ありがとう そうざい製造業   3022452 平成31年3月7日 平成36年9月30日

桃太郎商店 岡山市北区表町三丁目７番２８号 289-0034     山神和弘 めん類製造業   3021345 平成30年10月30日 平成36年7月31日

山本製麺 岡山市北区芳賀５３０３番地岡山リサーチパークインキュベーションセンター１Ｆ１０１号   代表取締役 山本慎二 ㈱ニューバイオエンタープライズ めん類製造業   3021432 平成30年12月18日 平成36年11月30日

ＢＡＲ　Ｋ 岡山市北区中山下二丁目３番４９号中村第一ビル３Ｆ       三宅陽平 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2921770 平成30年7月17日 平成36年6月30日

Ｍｅｌｏｄｙ 岡山市北区柳町二丁目３番５号柳町エレガンスビル２Ｆ２０１号 234-4747     猶原美智子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922450 平成30年4月3日 平成36年2月29日

ＣＲＯＳＳOｂａｒ 岡山市北区磨屋町１番１９号是友ビル１Ｆ       大西良和 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922579 平成30年4月24日 平成35年6月30日

ブラッスリープティモンタニュ 岡山市北区蕃山町２番１２号ホーメストハイツ蕃山町１Ｆ１０３号 230-1969     小山賢治 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922586 平成30年4月3日 平成36年2月29日

32 岡山市北区中央町４番６号サントリープラザ１Ｆ１０１号       箕延いずみ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922609 平成30年4月5日 平成35年6月30日

ラ・ムー岡山中央店 岡山市北区中井町二丁目５番６１号 224-3950 代表取締役 大賀昭司 大黒天物産㈱ 飲食店営業（その他） そうざい調理店 2922614 平成30年4月3日 平成35年11月30日

ラ・ムー岡山中央店 岡山市北区中井町二丁目５番６１号 224-3950 代表取締役 大賀昭司 大黒天物産㈱ 飲食店営業（その他） その他 2922618 平成30年4月3日 平成35年11月30日

餃子屋とよじ 岡山市北区平和町５番２５号トミヤビル１Ｆ   代表取締役 竹内正一 ㈱関西エクセル 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2922619 平成30年4月17日 平成35年6月30日

ＣＡＲＤＡＮＯｃａｆｅ 岡山市北区錦町３番６－２号ＨＡＳＰＡＬＩ　ＢＬ　２Ｆ 264-3399 代表取締役 新谷訓久 ㈱アンリュール 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922652 平成30年4月3日 平成36年2月29日

Ｐｉｚｚａ＆ＣａｆｅＢａｒＫｕｉｍｅｒｏ 岡山市北区中央町４番２６号中央第４７ビル２Ｆ２０１号       鈴木徳彦 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 2922653 平成30年4月3日 平成35年6月30日

ＲＥＡＬＢＢＱ　ＧＡＲＤＥＮ　ＯＫＡＹＡＭＡ 岡山市北区表町二丁目１番１号株式会社天満屋岡山本店屋上 231-7111 代表取締役 井川裕介 ＲＥＡＬＢＢＱ㈱ 飲食店営業（その他） ビヤガーデン 2922654 平成30年4月5日 平成35年7月31日

ＩＳＯＧＡＭＩ餃子バルＴＯＭＡＫＯ 岡山市北区駅元町一番街地下３号 232-3633 代表取締役 江川貴則 ㈱ＵＭＩＨＩＴＯ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 2922657 平成30年4月24日 平成36年1月31日

たかみっちゃん 岡山市南区藤田１７９１番地８ 201-1250     鈴木富佐子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3020001 平成30年4月5日 平成35年9月30日

Ｄｅｐａｒｔｕｒｅｓ 岡山市北区中央町９番１６号岡山２３ビル３Ｆ３０２号       井浪史子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020008 平成30年4月10日 平成35年6月30日

磨屋町酒場炉端コニ式 岡山市北区磨屋町７番１号岡村ビル１Ｆ 230-2013 代表取締役 小西孝明 コニシ㈱ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3020015 平成30年4月5日 平成35年6月30日

つけ串おでん幸 岡山市北区田町二丁目１１番１号パラダイス田町１Ｆ１０３号       島村幸子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3020022 平成30年4月17日 平成35年6月30日

美　Ｌａ　Ｂｅａｕｔｅ 岡山市北区中央町６番２６号タイムビル２Ｆ２０５号 234-0058     三宅理加 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020025 平成30年4月12日 平成35年6月30日

Ｙｏｕｋｏ 岡山市北区中央町４番２７号パークサイドプラザ１階１０３号 206-5027     増田厚子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020027 平成30年4月17日 平成35年6月30日

Ｋｅｉ 岡山市北区中央町３番３３号社交ビル３Ｆ３０６号       山﨑恵子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020029 平成30年4月10日 平成35年6月30日

焼肉酒場ＤＯＫＯ？ 岡山市北区柳町二丁目１０番４号エバーグリーン柳町１Ｆ１０６号       川本竜也 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020030 平成30年4月10日 平成36年2月29日

Ｒａｃｃｏｏｎ 岡山市北区中央町３番３３号社交ビル４Ｆ４０３号 232-1432     宮本明桂 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020040 平成30年4月12日 平成35年6月30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 青山寛充 ㈱ディービジョン 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020041 平成30年4月10日 平成36年2月29日

スターシャ 岡山市北区中央町２番２号雪絵ビル４Ｆ 231-1818 代表取締役 千木良公子 ㈱ユキエ興産 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020089 平成30年4月17日 平成35年6月30日

ラ.モントゥル 岡山市北区中央町９番１０号TM２２ビル５F５０１号 227-0008 代表取締役 山川みどり ㈲時計 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020103 平成30年4月24日 平成35年6月30日

大連 岡山市北区中央町４番７号エミーナビル４Ｆ４０２号 221-2057     鄒本楠 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020107 平成30年4月26日 平成35年6月30日

ＰＵＢＬＩＣ　ＢＡＲ　ＪＯＪＯ 岡山市北区中央町７番２５号中央町タワービル４Ｆ４０１号       落合健二 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020109 平成30年4月19日 平成35年6月30日

美美 岡山市北区中央町２番１４号中央町２０ビル３F３０６号       上瀬良美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020114 平成30年4月26日 平成35年6月30日

スナック金魚 岡山市北区中山下二丁目３番４９号中村第一ビル３Ｆ南       近藤由美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020123 平成30年4月24日 平成35年6月30日

ＷＢ 岡山市北区錦町３番６－２号ハスパリビル１Ｆ 206-5959 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（居酒屋） 3020124 平成30年4月24日 平成36年2月29日

西龍軒 岡山市北区本町１番１５号ケイ・ワイ・エス岡山駅前ビル１Ｆ 801-7700 代表取締役 景山良康 ㈱ボクデン 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3020129 平成30年4月24日 平成36年2月29日

Ｍｏｏｎ 岡山市南区築港栄町１１番５号モリベビル２Ｆ２０１号       剣持和代 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020136 平成30年4月26日 平成35年12月31日

ファミリーマート岡山芳田店 岡山市南区西市１２０番地８ 805-0080     久齋淸禎 飲食店営業（その他） その他 3020146 平成30年5月15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
ナースコレクション 岡山市北区柳町一丁目９番４号柳町１ビル１Ｆ１０１号       若林亮 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020176 平成30年5月1日 平成36年2月29日

セブンイレブン岡山浦安本町店 岡山市南区浦安本町１３４番地１ 264-2011 代表取締役 仁科文宏 ㈲仁科商店 飲食店営業（その他） その他 3020180 平成30年5月24日 平成35年12月31日

ファミリーマート岡山金岡東町店 岡山市東区金岡東町二丁目１５番１号 944-2400     竹田和秀 飲食店営業（その他） その他 3020184 平成30年5月29日 平成36年4月30日

ＡＺＩＴＯ 岡山市北区中央町７番７号中央町ファミリービル６F６０１号       水谷友哉 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020199 平成30年5月1日 平成35年6月30日

ｆｒｅｓｈ ｂａｒ ｗｈｉｔｅ ｓｎｏｗ 岡山市北区駅前町一丁目３番５号本多第一ビル２階       赤池竜也 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020202 平成30年5月1日 平成36年2月29日

Ｋｉｒａｒi 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル４Ｆ４０１・４０２号 222-0410     山﨑広子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020203 平成30年5月1日 平成35年6月30日

にっぱち酒場大五郎 岡山市北区本町６番３６号第一セントラルビルＢ１Ｆ 230-5117     中本誠 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3020204 平成30年5月10日 平成36年2月29日

山吹 岡山市北区中央町１番１３号カレント壱番館３Ｆ３０１号 224-5558     真砂和可菜 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020213 平成30年5月8日 平成35年6月30日

とりえもん岡山大学前店 岡山市北区津島新野一丁目１番６号赤木ビル１Ｆ 239-8929 代表取締役 井上和明 ㈱Ｆｏｏｌｉｓｈ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（焼き鳥） 3020217 平成30年5月22日 平成35年7月31日

もくもくガレージ 岡山市北区京町１１番２０号       藤田圭一郎 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020231 平成30年5月8日 平成35年5月31日

ＤＲＥＡＭ 岡山市北区柳町一丁目９番２２号ＫＴビル１Ｆ 226-0189     高橋一幸 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020237 平成30年5月8日 平成36年2月29日

ＯＮＥ　２　ＯＮＥ 岡山市北区南中央町１番４号江口ビル４Ｆ４０１号       大下祐輔 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020257 平成30年5月15日 平成35年5月31日

集 岡山市北区中央町３番３７号中央第５ビル１Ｆ１０５号       美濃田隼 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3020259 平成30年5月10日 平成35年6月30日

スロウカーヴ 岡山市北区平和町７番１６号岡薬ビル１Ｆ西号室 230-3556     渡邉隆之 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020260 平成30年5月15日 平成35年6月30日

バーナツオ 岡山市北区中央町９番１０号ＴＭ－２２ビル５Ｆ５０５号 221-3988     夏山実 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020274 平成30年5月10日 平成35年6月30日

和みの店ふくろう 岡山市東区益野町３５番地１０山川ビル１Ｆ１０２号 944-7588     長江修 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3020276 平成30年7月26日 平成36年4月30日

花音 岡山市北区中央町９番１０号TM２２ビル５Ｆ５０２号 233-2111     遠藤加津子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020291 平成30年5月22日 平成35年6月30日

ｑｕａｒｔｅｔ 岡山市北区中央町３番３０号クリスタルビル５Ｆ５０１号       小林美穂 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020299 平成30年5月15日 平成35年6月30日

パルドン・シーズ・バー 岡山市北区内山下一丁目８番２１号エバーグリーン内山下１Ｆ１０８号 226-1100     黒川静恵 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020301 平成30年5月17日 平成35年7月31日

生活彩家重井附属病院店 岡山市南区山田２１１７番地 281-6881 代表取締役 北山佑二 金光薬品㈱ 飲食店営業（その他） その他 3020305 平成30年5月29日 平成35年9月30日

串焼串揚彰 岡山市北区幸町３番１１６号木村ビル２Ｆ       小﨑彰之 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3020327 平成30年5月15日 平成36年2月29日

バーＲＡＫＵＥＮ 岡山市北区表町二丁目４番３５号元町ビル１Ｆ１０６号 223-7654     虫明徹 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020342 平成30年5月22日 平成35年7月31日

炭火焼鳥備長 岡山市南区福富西三丁目７番１５号 264-9944     黒瀬雄一 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3020356 平成30年5月17日 平成35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     佐藤仁彦 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3020357 平成30年5月24日 平成35年12月31日

ローソン岡山海吉店 岡山市中区海吉１７８５番地２ 277-6880     高都祐果 飲食店営業（その他） その他 3020359 平成30年5月29日 平成35年10月31日

セブン‐イレブン岡山大元２丁目店 岡山市北区大元二丁目２番１０号 246-3037     上野勝己 飲食店営業（その他） その他 3020364 平成30年5月29日 平成35年5月31日

ファミリーマート岡山片岡店 岡山市南区片岡１２０番地１ 363-5611 代表取締役 森本幸久 Ｊ’ｓ　ｆａｍｉｌｙ　ｗｏｒｋｓ㈱ 飲食店営業（その他） その他 3020382 平成30年5月24日 平成35年9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 代表取締役 森本幸久 Ｊ’ｓ　ｆａｍｉｌｙ　ｗｏｒｋｓ㈱ 飲食店営業（その他） その他 3020386 平成30年5月24日 平成36年4月30日

芋焼酎と果実酒じゅげむ 岡山市北区柳町二丁目３番１５号第二高田ビル２ＦＡ号 201-2262     宮脇俊治 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3020391 平成30年5月24日 平成36年2月29日

穂の実 岡山市北区津島笹が瀬１番２４号第一コーポ１Ｆ 255-6166 代表取締役 安藤伸次 ㈱飛伸 飲食店営業（その他） そうざい調理店 3020392 平成30年5月29日 平成35年7月31日

ライブハウスバード 岡山市北区表町三丁目６番３号福原ビル２F       秋山育子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020420 平成30年5月24日 平成35年7月31日

ｓＮｅｅｄｓ 岡山市北区平和町７番２８号西川ファミリービル１Ｆ１０８号 224-5388     横山丞 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020424 平成30年5月29日 平成35年6月30日

クラブシャンティー 岡山市北区中央町６番１１９号中央コーポ１Ｆ奥 226-1180 代表取締役 上岡空 株式会社セフィロス 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020427 平成30年5月29日 平成35年6月30日

たこ～いち 岡山市北区久米４１６番地７ 243-0459     坪田光一 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3020432 平成30年5月31日 平成36年1月31日

夢マル 岡山市北区奉還町二丁目３番１２号１Ｆ       宮本葉子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3020433 平成30年6月5日 平成36年1月31日

ブリューパブ・アルマジロ 岡山市北区奉還町二丁目７番１６号２Ｆ 254-6556 代表取締役 筒井啓仁 ㈱アクシス 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020434 平成30年5月31日 平成36年1月31日

鉄板焼ＢＡＲふぁみりー 岡山市南区築港栄町１１番５号モリベビル１Ｆ西側 262-8228     吉田淳 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3020454 平成30年6月5日 平成35年12月31日

クラブ　アルカトラズ 岡山市北区柳町二丁目２番２号フロム３１ビル５Ｆ       水河健二郎 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020458 平成30年7月3日 平成36年2月29日

麻雀倶楽部ＨＵＮＴＥＲ 岡山市北区南中央町１番４号江口ビル５Ｆ５０１号       坂本哲也 飲食店営業（その他） その他 3020459 平成30年6月7日 平成36年5月31日

ＣＬＵＢ　ＷＨＩＴＥ 岡山市北区中央町８番１８号ナショビル５Ｆ５０１号       谷野誠 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020460 平成30年6月5日 平成35年6月30日

ＰｕＲ 岡山市北区田町二丁目１２番２２号アスパイア参番館６Ｆ６０６号       深澤純 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020462 平成30年6月7日 平成35年6月30日

旨処伍商店 岡山市南区豊成三丁目５番１２号 363-1551     石井真美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3020469 平成30年6月12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
ラウンジ昭 岡山市北区中央町３番３７号中央第５ビル１F   代表取締役 永山雅己 ㈲オー・エヌ観光 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020480 平成30年6月12日 平成35年6月30日

倉敷串カツのマー坊 岡山市北区幸町２番２４号幸町ＺＥＮビル２Ｆ 238-9494 代表取締役 金岡政基 ㈱ゴールド・ヒル 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3020481 平成30年6月28日 平成36年2月29日

ローソン岡山柳町一丁目店 岡山市北区柳町一丁目１２番１号   代表取締役 安定博子 ㈱マルイチ 飲食店営業（その他） その他 3020482 平成30年6月12日 平成36年2月29日

時遊台所らしさ 岡山市北区平和町５番１５号２F 227-1878 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） 3020488 平成30年6月26日 平成35年6月30日

サウダーヂな夜 岡山市北区天神町１０番１６号城下ビル２Ｆ 234-5306 代表取締役 梅野和幸 ㈱サウンド・スケッチ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020492 平成30年6月12日 平成36年2月29日

ｓｏｂａ ｂａｒ 水谷 岡山市北区田町一丁目１２番４号 206-6727 代表取締役 水谷光春 ㈲水谷 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3020493 平成30年6月26日 平成35年6月30日

サウダーヂハウス３０１ 岡山市北区天神町１０番１６号城下ビル３Ｆ南 234-5306 代表取締役 梅野和幸 ㈱サウンド・スケッチ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020494 平成30年6月12日 平成36年2月29日

Ｋｏｎｓｔｅｌｌａａｔｉｏ． 岡山市北区表町三丁目８番２５号       白神祥市 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020512 平成30年6月12日 平成35年7月31日

居酒屋ひめちゃん 岡山市北区牟佐１３７番地３       大智りえ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3020513 平成30年6月19日 平成35年11月30日

タマヤ 岡山市南区新福二丁目９５７番 236-6180 代表取締役 畑中泰 ㈱玉屋 飲食店営業（その他） そうざい調理店 3020517 平成30年6月19日 平成35年12月31日

Ａｃｉｄ 岡山市北区中央町４番２４号ケイアイビル２Ｆ２０１号       大倉佑斗 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020532 平成30年6月14日 平成35年6月30日

Bar　Secret 岡山市北区中山下二丁目３番４８号ホワイトビル３F 221-8119     栢原ルミ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020535 平成30年6月26日 平成35年6月30日

スナックエレガンスＥＮ＋ 岡山市北区中央町２番１９号グランデ岡山３Ｆ３０２号 231-1311     景山勝博 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020547 平成30年6月14日 平成35年6月30日

ファニィモモ 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル５Ｆ５０２号 212-3838 代表取締役 高田百江 ㈱ファニィモモ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020549 平成30年6月26日 平成35年6月30日

クラブ　シンフォニア 岡山市北区中央町１番２６号ウエストリバー西川MOSAIC４Ｆ   代表取締役 吉村樹 ㈱ソフィア 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020550 平成30年6月14日 平成35年6月30日

ＳＩＬＫ 岡山市北区中央町７番７号中央町ファミリービル５F５０２号 231-5560     下間美里 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020582 平成30年6月21日 平成35年6月30日

Ｌｏｕｎｇｅ后 岡山市北区中央町８番３号セントラルハイツ２Ｆ２０７号 234-6116     武鎗郁后 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020598 平成30年6月21日 平成35年6月30日

セブンイレブン岡山今２丁目店 岡山市北区今二丁目１６番１号 243-7611     小椋隆 飲食店営業（その他） その他 3020617 平成30年6月15日 平成36年1月31日

蓮 岡山市北区中央町４番２４号ケイアイビル４F４０２号       原愛優美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020631 平成30年6月21日 平成35年6月30日

ローソン岡山築港新町一丁目店 岡山市南区築港新町一丁目１３番２４号 261-2168 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 3020634 平成30年7月10日 平成35年12月31日

Ｄｉｏｓａ 岡山市北区柳町一丁目１４番１２号西川１００ビル３Ｆ３０３号       神谷美恵 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020658 平成30年6月26日 平成36年2月29日

古民家ＢＡＲ　才ノ嵶 岡山市東区瀬戸町宿奥２２０番地 952-1043     黒田尚 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3020659 平成30年6月28日 平成36年4月30日

麻雀スマイル 岡山市北区津島笹が瀬４番１号２Ｆ       松尾北斗 飲食店営業（その他） その他 3020681 平成30年6月26日 平成35年7月31日

鹿鳴館 岡山市北区錦町３番６－２号ハスパリビル３Ｆ 238-3770 代表取締役 谷口正直 ㈱ＳＮＧ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020682 平成30年8月21日 平成36年2月29日

ナナ物語 岡山市北区柳町二丁目４番１５号ソシアルイン柳町７Ｆ７０３号 803-4377     岡本映子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020693 平成30年7月3日 平成36年2月29日

に～はおんとこ 岡山市北区中央町４番２４号ケイアイビル３F３０１号 207-2909     森岡秀敏 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020695 平成30年7月3日 平成36年6月30日

薄利多賣半兵ヱ岡山店 岡山市北区本町５番１３号Ｆｏｏｌｉｓｈビル３Ｆ 280-9001 代表取締役 村上雅彦 ㈱ドリームリンク 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3020708 平成30年7月3日 平成36年2月29日

ＢＡＲエビスヤ 岡山市北区野田屋町一丁目６番２０号瀬戸内ビル２Ｆ   代表取締役 丹正功一 ㈱ＦＩＡＳＣＯ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020711 平成30年7月10日 平成36年2月29日

アンプラグドマイクスバー 岡山市北区表町二丁目５番２３号ニュー表町プラザ4F       田淵正司 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020723 平成30年7月3日 平成35年7月31日

セブン-イレブン岡山青江１丁目店 岡山市北区青江一丁目２番１号 225-6144 代表取締役 向井隆 ㈲明泉 飲食店営業（その他） その他 3020725 平成30年7月10日 平成36年5月31日

ＮＩＷＡ　Ｃａｆｅ 岡山市北区清輝橋一丁目７番２４号２F 289-5017     中嶋満 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3020739 平成30年7月12日 平成36年5月31日

鉄板工房チョイス 岡山市北区田町一丁目７番１３号大三田町ビル１F 221-3111     村上隆志 飲食店営業（その他） その他 3020740 平成30年7月2日 平成36年6月30日

炭屋我歩 岡山市北区丸の内一丁目７番１号三上ビル１F 230-2271 代表取締役 池本雅宏 ㈱一歩 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3020741 平成30年7月3日 平成35年7月31日

かか楽 岡山市南区並木町一丁目２番１５号 263-1303     下田奇恵 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3020755 平成30年7月5日 平成35年12月31日

平和町とき 岡山市北区平和町５番２４号アシモ西川ビル２Ｆ 230-3870 代表取締役 奥村元 ㈲オーディ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3020757 平成30年7月10日 平成36年6月30日

セブン－イレブン岡山下石井２丁目店 岡山市北区下石井二丁目１番１０号 225-0122 代表取締役 石井伸一 ㈲ダイシン 飲食店営業（その他） その他 3020767 平成30年7月31日 平成36年2月29日

泡と旬しゅはり 岡山市北区本町３番６号桃太郎プラザ１Ｆ       中空出雲 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3020772 平成30年7月10日 平成36年2月29日

カラオケスナックマリモ 岡山市東区西大寺中二丁目８番２号       溝口真理子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020778 平成30年7月5日 平成36年4月30日

ＰＩＮＥ&ＳＯＮＳ 岡山市北区磨屋町２番８号酒井ビル３Ｆ 224-8883     三枝充 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020784 平成30年7月19日 平成36年6月30日

ＡＬＬＵＲＥ 岡山市北区中央町３番３５号クリスタルハイツ２Ｆ２１２号       小坂隼輝 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020788 平成30年7月10日 平成36年6月30日

㈲太喜水産トライアル東岡山店 岡山市東区藤井２５４番地１ 208-3777 代表取締役 山田真治 ㈲太喜水産 飲食店営業（その他） そうざい調理店 3020793 平成30年7月10日 平成36年4月30日

おれんち 岡山市南区築港栄町１０番９号２F       原英明 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020796 平成30年7月12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
キャンディ 岡山市北区中央町４番７号サントリープラザ２F２０１号 231-3567     福田恵子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020797 平成30年9月6日 平成36年6月30日

ＢＡＲ　Ｄｏｎ’ｔ　Ｂｅ　Ｓｈｙ 岡山市北区磨屋町７番７号江口磨屋プラザビル２Ｆ２０２号   代表取締役 千種将也 ㈱Ｇｒａｔｉｓｆａｃｔｉｏｎ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020810 平成30年7月12日 平成36年6月30日

ＡＮＧＬＥ　ＳＰＯＲＴＳ　ＢＡＲ 岡山市北区幸町３番１０号第一友澤ビル３Ｆ３０２号   代表取締役 千種将也 ㈱Ｇｒａｔｉｓｆａｃｔｉｏｎ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020811 平成30年7月12日 平成36年2月29日

ＢＥＥＲ　ＢＡＲ　１１　Ｔｈｅ　Ｒｏｃｋ 岡山市北区本町１０番１６号幸武本町ビル３Ｆ３０３号   代表取締役 千種将也 ㈱Ｇｒａｔｉｓｆａｃｔｉｏｎ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020812 平成30年7月12日 平成36年2月29日

居酒屋感謝。 岡山市南区妹尾８７０番地１ 281-4615     辻浩之 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3020820 平成30年8月7日 平成35年9月30日

丸福酒店 岡山市北区平和町６番５号森安ビル１Ｆ西側 230-1029     福田大輔 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3020829 平成30年7月24日 平成36年6月30日

ＣＩＴＡ 岡山市北区中央町４番２４号ケイアイビル４Ｆ４０１号 224-3355     星とし子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020830 平成30年7月19日 平成36年6月30日

八剣伝今店 岡山市北区今六丁目８番８号ブランニュータウン１Ｆ 244-7754     仁科英子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3020840 平成30年7月24日 平成36年1月31日

セブン－イレブン岡山妹尾西店 岡山市南区妹尾８７９番地１ 281-7366     谷吉淳 飲食店営業（その他） その他 3020843 平成30年7月31日 平成35年9月30日

Ｇａｒｎｅｔ 岡山市北区中央町１番２６号ウエストリバー西川ＭＯＳＡＩＣ３Ｆ３０３号 233-1039     山中彩加 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020849 平成30年7月25日 平成36年6月30日

カフェラセーヌｎｉｋｋｏ久米店 岡山市北区久米１９５番地４ 259-3777 代表取締役 川井祐介 ㈱和 飲食店営業（その他） その他 3020850 平成30年7月24日 平成36年1月31日

Ｒ．ｓｈｅｒａ 岡山市北区中央町４番３号ニューインタービル７F７０２号 224-8008     葛原仁己 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020859 平成30年7月26日 平成36年6月30日

居酒屋みなみ 岡山市北区柳町二丁目６番６号 233-2028     河野由美子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3020860 平成30年7月26日 平成36年2月29日

Ｂｌｅｓｓ　ｙｏｕ 岡山市北区中央町４番２４号ケイアイビル３Ｆ302号       木村進作 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020861 平成30年7月24日 平成36年6月30日

ＴＯＲＮＡＤＯ－表町 岡山市北区表町一丁目４番５２号上之町オランダビル３Ｆ・４Ｆ 230-1722     佐藤郁也 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020870 平成30年7月24日 平成35年7月31日

肴と酒ｂａｒ姉妹 岡山市北区表町三丁目１５番８号プレイタウン２F２０５号       山口若葉 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020871 平成30年8月2日 平成36年7月31日

ＢＡＲ　駄菓子村 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル５Ｆ５０４号       景山朋裕 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020874 平成30年7月24日 平成36年6月30日

瑞と和 岡山市北区柳町一丁目８番２号 201-2069     小島瑞代 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3020875 平成30年7月26日 平成36年2月29日

ｂａｒｉｓａ 岡山市北区平和町７番２８号西川ファミリービル１Ｆ１０９号 221-5959 代表取締役 竹中貴芳 ㈱テイクスマイル 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020889 平成30年8月9日 平成36年6月30日

鶏と魚の旨い店次元 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 ㈱ＴＵＲＴＬＥ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3020896 平成30年8月7日 平成36年2月29日

ＣＬＵＢ　ＭＯＮ 岡山市北区中央町７番６－２号サンシスビル４Ｆ   代表取締役 佐藤洋彰 ㈱ＦＯＲＥＳ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020911 平成30年8月7日 平成36年6月30日

かどのみせトキ 岡山市南区妹尾２４２番地 282-1999     坂本寿 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3020915 平成30年8月28日 平成35年9月30日

英国屋 岡山市北区表町三丁目９番３９号畑山ビル１Ｆ 231-0404     畑山修哉 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020916 平成30年8月7日 平成36年7月31日

ＣＡＦＥ＆ＤＩＮＩＮＧ　ｃｉｅｌｏ 岡山市北区表町二丁目１番５３号 238-8498 代表取締役 唐木裕介 ㈱ＬＨＩ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020917 平成30年8月2日 平成36年7月31日

ファミリーマート岡山平井五丁目店 岡山市中区平井五丁目５番１５号 270-5858     秋山裕子 飲食店営業（その他） その他 3020919 平成30年9月4日 平成35年10月31日

ファミリーマート岡山倉益店 岡山市中区倉益１７３番地１ 200-3234     秋山巧 飲食店営業（その他） その他 3020923 平成30年8月16日 平成35年10月31日

セブン－イレブン岡山西市駅前店 岡山市南区西市１０４番地６ 244-0252     難波宏文 飲食店営業（その他） その他 3020927 平成30年8月28日 平成35年9月30日

Ｓａｌｏｎ　アルハル 岡山市北区表町二丁目４番３５号元町ビル２Ｆ２０３号 289-5054     内藤博 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020954 平成30年8月14日 平成36年7月31日

ふく欒（厨房） 岡山市北区表町二丁目１番１号天満屋岡山店Ｂ１Ｆ   代表取締役 福﨑守彦 ㈲三愛 飲食店営業（その他） そうざい調理店 3020957 平成30年9月6日 平成36年7月31日

ふく欒 岡山市北区表町二丁目１番１号天満屋岡山店Ｂ１Ｆ   代表取締役 福﨑守彦 ㈲三愛 飲食店営業（その他） そうざい調理店 3020958 平成30年9月6日 平成36年7月31日

ソシアルクラブアマテラス 岡山市北区中央町７番２７号ウルルｓｔ　ｂｕｉｌｄ１Ｆ 223-3322 代表取締役 山本伸也 ㈲幸栄観光 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020964 平成30年8月16日 平成36年6月30日

ＴＵ　ＴＩＱＵＡＮ 岡山市北区柳町二丁目２番２号フロム３１ビル４ＦＢ号室 201-0275 その他 プン・バイ・ハイ 合同会社　ＴＲＩＥＮ　ＶＯＮＧ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020965 平成30年8月16日 平成36年2月29日

ドミノ・ピザ岡山下中野店 岡山市北区下中野１２００番地２ 805-3456 代表取締役 妹尾直人 ＳＥＮＯＯ㈱ 飲食店営業（その他） その他 3020967 平成30年8月21日 平成36年5月31日

Ｍｉｓｓ愛里 岡山市北区内山下一丁目８番２１号エバグリーン内山下ビル２Ｆ２０２号       山本幸子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020968 平成30年8月16日 平成36年7月31日

舍廊 岡山市北区田町二丁目１０番２７号第三田町赤松ビル１Ｆ１０１号       金容伊 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3020969 平成30年8月16日 平成36年6月30日

ファミリーマート岡山瀬戸万富店 岡山市東区瀬戸町万富１８８番地１ 953-0101 代表取締役 小坂修一 ㈲カムコ 飲食店営業（その他） その他 3020971 平成30年8月23日 平成36年4月30日

スナックＫＵＰＵＫＵＰＵ 岡山市北区中央町４番１０号第二井元ビル２F２０３号 227-5899     横山正幸 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020976 平成30年8月30日 平成36年6月30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     永原錬太郎 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020979 平成30年8月21日 平成36年2月29日

Ｒｉｄｅ 岡山市北区中央町２番１９号グランデ岡山５Ｆ５０１号       内田将平 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020980 平成30年8月21日 平成36年6月30日

和み処昌平 岡山市北区京橋町９番２０号 223-0498     佐久間崇暢 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3020981 平成30年8月28日 平成36年7月31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       伊田祐介 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020983 平成30年8月30日 平成36年2月29日

ＣＬＵＢ　ＫＩＮＧ 岡山市北区中央町４番３号ニューインタービル１F１０２号 226-3123     長濱静香 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020987 平成30年8月23日 平成36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
ＬＯＵＮＧＥ　ＬＩＥＬ　リエル 岡山市北区中央町４番７号エミーナビル３F３０２号 801-6789     谷口志江 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020988 平成30年8月28日 平成36年6月30日

ＢＥＬＬＥ 岡山市北区中央町４番７号エミーナビル１F１０３号       竹内穂乃香 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020989 平成30年8月30日 平成36年6月30日

ファミリーマート岡山さい店 271-9839 代表取締役 同前毅 ㈱同前 飲食店営業（その他） その他 3020990 平成30年9月11日 平成36年3月31日

ナチュラルワイン食堂ｏｋｕｔｏ 岡山市北区中山下一丁目５番３３号中野ビル１Ｆ 289-5277     山根億斗 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3020995 平成30年10月9日 平成36年6月30日

ロダン 岡山市北区表町二丁目４番３９号       中平昌伸 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3020999 平成30年8月28日 平成36年7月31日

Ｂ．Ｔ 岡山市北区中央町６番１８号レインボープラザ１Ｆ１０号       延原時彦 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021002 平成30年9月4日 平成36年6月30日

ＧｅＭｉＮｉ　ＫａｒａｏＫｅ　Ｌｉｖｅ　Ｂａｒ 岡山市北区田町二丁目１４番１４号メッセかわかみビル２Ｆ西       野間ローズマリー 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021003 平成30年8月28日 平成36年6月30日

カラオケ喫茶トモコ 岡山市北区野田屋町二丁目５番３号１Ｆ南 232-5508     渡邊由美子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021005 平成30年8月28日 平成36年2月29日

セブン－イレブン岡山バイパス豊成店 岡山市南区豊成三丁目４番地１０３ 264-5633 代表社員 増田哲朗 合同会社エム・エス企画 飲食店営業（その他） その他 3021008 平成30年8月30日 平成35年12月31日

Ｍａｓｑｕｅｒａｄｅ 岡山市北区中央町４番７号エミーナビル６Ｆ６０１号 206-1414     内田宏美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021016 平成30年8月30日 平成36年6月30日

ファミリーマート岡山桑野店 岡山市中区桑野７２１番地１ 200-1718     竹田和秀 飲食店営業（その他） その他 3021017 平成30年9月4日 平成35年10月31日

ＣＯＵＴＵＲＥ　ＦＵＫＵＩＤＯ　ＴＯＫＹＯ 岡山市北区問屋町１５番地１０１問屋町テラス１Ｆ 236-9002 代表取締役 マクドナルド吉延洋子 ㈲福井堂 飲食店営業（その他） その他 3021023 平成30年9月20日 平成36年1月31日

牛窓・加藤水産直送いとう 岡山市北区本町８番１５号本町プラザ１Ｆ 206-6008 代表取締役 髙橋直也 ㈱アイ・スタート 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3021027 平成30年9月4日 平成36年2月29日

Ｒｅｖｅ 岡山市北区中央町６番１８号レインボープラザ１Ｆ       横山怜太 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021030 平成30年9月4日 平成36年6月30日

味の里じぞう 岡山市北区中央町９番１号 227-2155     田中睦夫 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3021039 平成30年9月6日 平成36年6月30日

美貴 岡山市北区中山下二丁目３番４９号中村第一ビル２Ｆ北 232-4975     正垣佳代 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021041 平成30年9月6日 平成36年6月30日

Ｓ 岡山市北区中央町６番１８号レインボープラザ１Ｆ１２号       山本由香 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021049 平成30年9月11日 平成36年6月30日

大ｉｎｇ成田家 岡山市北区津島南二丁目５番１号ホースビル津島南１Ｆ 253-3366     小塩大 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3021050 平成30年9月11日 平成36年7月31日

ＣＩＥＬＯ 岡山市北区中央町４番１０号イモトビル２F２０８・２０９号 233-7878     塚本敬子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021056 平成30年11月1日 平成36年6月30日

古銭 岡山市東区西大寺五明２３５番地 944-0080     内田凉子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3021086 平成30年9月11日 平成36年4月30日

ＪＥＮＮＡ　ＨＡＰＩＮＯＹ　ＳＴＯＲＥ 岡山市北区奉還町三丁目１５番８号奉還町第１ビル１０６       ＴＡＫＥＵＣＨＩ　ＪＥＮＮＡＬＹＮ　ＴＡＮＧＵＩＬＩＧ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021088 平成30年9月11日 平成36年7月31日

ＣＬＡＲＴＥ 岡山市北区平和町６番４号グリーンビル５Ｆ       山根歩夢 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021089 平成30年10月4日 平成36年6月30日

先人 岡山市北区表町一丁目７番５６号荒木ビル１Ｆ 221-8188     稲葉義人 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3021102 平成30年10月23日 平成36年7月31日

Ｃｌｕｂ　ＡＮＧＥＬ 岡山市北区中央町１番１３号カレント壱番館２F２０１号       櫻間裕也 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021103 平成30年9月13日 平成36年6月30日

キララ 岡山市北区中央町３番３３号社交ビル３Ｆ３０３号 221-1313     藤井敏子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021118 平成30年9月20日 平成36年6月30日

ラウンジジェニック 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル４Ｆ４０４号 206-3335     和田狩生 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021126 平成30年9月25日 平成36年6月30日

インターナショナルショークラブＶｏｌｔａｇｅ 岡山市北区柳町一丁目６番３号柳町ホワイトビル２Ｆ 801-5600 代表取締役 山田健司 ㈱Ｋ．Ｙ．エンタープライズ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021127 平成30年9月25日 平成36年2月29日

スナックＶｉｏｌｅｔ 岡山市北区中央町４番５号中央町プラザ２Ｆ２０５号       坪田賢治 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021128 平成30年9月25日 平成36年6月30日

Ｌｕｃｅｎｔ 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル３F３０９号 225-5375     近藤和恵 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021131 平成30年9月25日 平成36年6月30日

からあげやカリッジュ岡山本店 岡山市中区藤原西町一丁目６番４５号 230-3030 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） その他 3021132 平成30年10月4日 平成36年3月31日

ホトトギスファームカフェ 岡山市北区津島笹が瀬１番３６号マイヨール１Ｆ１０６号 050-3555-4398 代表取締役 吉原修蔵 ホトトギス㈱ 飲食店営業（その他） そうざい調理店 3021144 平成30年9月27日 平成36年7月31日

クオーレ磨屋町 岡山市北区磨屋町７番４号ＨＡＮＡビル３Ｆ 238-7883 代表取締役 土倉哲也 ㈱アトリエクオーレ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3021147 平成30年10月11日 平成36年6月30日

麻雀俱楽部Ｎ 岡山市北区奥田南町５番１８号川西ビル２Ｆ北側       池元直樹 飲食店営業（その他） その他 3021148 平成30年9月27日 平成36年5月31日

Ｂｅｌｉｎｄａ 岡山市北区平和町６番４号グリーンビル５Ｆ北 235-2820     森岡智子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021149 平成30年9月27日 平成36年6月30日

一聲おかだ 岡山市南区迫川２５１番地１ 362-4000     岡田創 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3021153 平成30年10月4日 平成36年9月30日

焼鳥れすとらん串どり 岡山市北区神田町二丁目５番２１号 230-4740 代表取締役 宮崎勝博 ㈲贔屓屋 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3021156 平成30年10月4日 平成36年5月31日

学校に行こう 岡山市北区柳町一丁目８番１５号 234-8299     阿部宏正 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021161 平成30年10月2日 平成36年2月29日

ヒトヨシロクメ堂岡山駅前店 岡山市北区本町１番１０号松原ビル２Ｆ       小川正浩 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3021162 平成30年10月2日 平成36年2月29日

味いそ料理庄や 岡山市北区幸町９番１０号メゾン富士１Ｆ 233-0874 代表社員 灘宏行 合同会社庄や 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3021163 平成30年10月9日 平成36年2月29日

個室居酒屋たき火 岡山市北区本町７番１３号本町ビル１Ｆ 225-0390     小林圭吾 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3021164 平成30年10月2日 平成36年2月29日

串揚げまんげつ 岡山市北区中山下二丁目１番５５号中山下ビル１Ｆ 231-8808     松平知之 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3021180 平成30年10月4日 平成36年6月30日

たてなが屋 岡山市北区磨屋町７番２８号       貝原進 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3021184 平成30年10月9日 平成36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
めし処酒の肴あませ 岡山市北区東中央町２番５号       熱田摩利子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3021188 平成30年10月16日 平成36年5月31日

ピザハット今店 岡山市北区今七丁目２２番２２号 246-4480 代表取締役 田部長右衛門 ㈱田部 飲食店営業（その他） その他 3021201 平成30年10月25日 平成36年1月31日

焼鳥かぶとや 岡山市北区磨屋町１０番２５号 230-3811     甲谷昌義 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（焼き鳥） 3021203 平成30年10月4日 平成36年6月30日

花魁 岡山市北区柳町一丁目１４番３号メディア柳町１F東側 227-9789     吉村将直 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021204 平成30年10月9日 平成36年2月29日

ＨＡＲＥＭ 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル９Ｆ９０４号       今川湧太 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021205 平成30年10月4日 平成36年6月30日

座敷わらし 岡山市北区清輝橋一丁目７番２４号１Ｆ 227-3456     水島愛 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3021216 平成30年10月11日 平成36年5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     増田哲朗 飲食店営業（その他） その他 3021236 平成30年10月9日 平成35年12月31日

ダイアナ 岡山市北区中央町３番３５号クリスタルハイツ２Ｆ２１７号 227-3750     李在英 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021244 平成30年10月11日 平成36年6月30日

パラオ 岡山市北区柳町一丁目９番７号       徐信博 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021246 平成30年10月18日 平成36年2月29日

Ｓｅ．BAR 岡山市北区奉還町二丁目１４番１０号宮本ビル１F北   代表取締役 井口陽平 ㈱風良里 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021250 平成30年10月16日 平成36年1月31日

ＢＡＲ　ＢＥＡＲＤ 岡山市北区表町三丁目８番４号千歳ビル２F奥 289-5576     川添康敬 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021258 平成30年10月16日 平成36年7月31日

肉とレモン 岡山市北区本町８番１５号本町プラザ１F１号 227-2229     高田夕輝 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3021264 平成30年10月16日 平成36年2月29日

鳥屋さき岡山店 岡山市北区幸町３番４号ｕｓｕｋｉパーキングビル２F       小野圭介 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3021265 平成30年10月16日 平成36年2月29日

ＳＴＹＬＩＳＨ　ＬＯＵＮＧＥ　ＯＣＥＡＮ 岡山市北区中央町３番３３号社交ビル３Ｆ３０５号       笹尾翔太 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021266 平成30年10月16日 平成36年6月30日

AAA 岡山市北区中央町４番２４号ケイアイビル２F２０１号 230-2699     牧田絵里奈 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021267 平成30年10月16日 平成36年6月30日

セブン‐イレブン岡山古都宿店 岡山市東区古都宿２４８番地１ 208-3111 代表取締役 服部俊也 服部興業㈱ 飲食店営業（その他） その他 3021269 平成30年11月15日 平成36年4月30日

イル・ダメリーノ 岡山市北区表町二丁目５番２３号ニュー表町プラザ１Ｆ       梅崎竜次 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3021280 平成30年11月1日 平成36年7月31日

sincerite 岡山市北区中央町４番７号エミーナビル２Ｆ２０２号       美納まど華 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021282 平成30年10月18日 平成36年6月30日

ｐｕｂｌｉｃ　ｂａｒ　ＢＡＭＢＯＯ 岡山市北区本町４番１８号コア本町１Ｆ 226-2236     竹垣誠 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021283 平成30年10月18日 平成36年2月29日

安 岡山市北区柳町二丁目６番６号３       小椋加代子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3021285 平成30年10月25日 平成36年2月29日

Ｌｉｐ 岡山市北区中央町７番１３号アカマツ１５ビル６Ｆ６０２・６０３号   代表社員 入船淳一 合同会社ｙｏｕｔｈ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021302 平成30年10月18日 平成36年6月30日

蕾 岡山市北区中央町７番７号中央町ファミリービル５F５０３号 238-4881     與田翔太 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021303 平成30年10月18日 平成36年6月30日

＠ほーむがーるず 岡山市北区磨屋町７番７号江口磨屋町プラザ３F 238-4477     Ｗａｌｌｉｓｏｎ　Ｙｏｓｈｉｄａ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021304 平成30年10月18日 平成36年6月30日

和ダン晴じゃ 岡山市北区錦町４番１１０号ＬＩＶＥ　ＭＡＸ　ＨＯＴＥＬ　１Ｆ 224-0080 代表取締役 髙橋直也 ㈱アイ・スタート 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3021310 平成30年11月22日 平成36年2月29日

ｓｈａｍｐｏｏ 岡山市北区中央町２番２号雪絵ビル３Ｆ３０２号       山岡正樹 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021323 平成30年10月30日 平成36年6月30日

Ｌｏｕｎｇｅ　Ｌｉｌｉａｎａ 岡山市北区中央町３番３７号中央第５ビル５Ｆ５０２号 206-2665     松田美伶 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021332 平成30年11月1日 平成36年6月30日

クレイジーガールズ 岡山市北区中央町９番２０号エミネント２２ビルＢ１Ｆ   代表取締役 武田資之 ㈱ＫＤＡ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021333 平成30年10月23日 平成36年6月30日

ラウンジケリー 岡山市北区中央町６番２６号タイムビル４Ｆ４０５号   代表取締役 武田資之 ㈱ＫＤＡ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021336 平成30年10月23日 平成36年6月30日

ゆめマート久米 岡山市北区久米１９２番地 242-0040 代表取締役 山西泰明 ㈱イズミ 飲食店営業（その他） その他 3021356 平成30年11月1日 平成36年1月31日

コムクレープ岡山問屋町店 岡山市北区問屋町１０番地１０１ 241-6981 代表取締役 赤木政一 ㈱カイタックトレーディング 飲食店営業（その他） その他 3021364 平成30年11月22日 平成36年1月31日

セブン‐イレブン岡山桑野店 岡山市中区桑野３３５番地１５ 276-8261     近藤佳奈子 飲食店営業（その他） その他 3021367 平成30年11月20日 平成36年10月31日

ＢＩＳＴＲＯ　ＫＥＹ 岡山市北区中央町７番２４号セントラルプラザ１Ｆ１０４号       喜井健司 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021384 平成30年11月8日 平成36年6月30日

旬撰馳走かず家 岡山市北区磨屋町５番１９号赤木ビル１Ｆ 232-5333     戸田計哉 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3021386 平成30年11月1日 平成36年6月30日

せんり 岡山市北区下石井二丁目９番６３号 230-1399     中垣将人 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3021388 平成30年11月1日 平成36年2月29日

日本酒ＢＡＲしずく 岡山市北区田町二丁目１１番７号田町五番館１Ｆ       木村朋未 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021389 平成30年10月31日 平成36年6月30日

泥ん娘 岡山市北区田町二丁目６番５号サンシャインプラザ４Ｆ４号 233-4100     立岡文惠 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021391 平成30年11月1日 平成36年6月30日

山陽マルナカ平井店 岡山市中区倉田６１１番地１ 276-1160 代表取締役 宮宇地剛 ㈱山陽マルナカ 飲食店営業（その他） そうざい調理店 3021393 平成30年11月22日 平成36年10月31日

ダンススナックＡｎｎａ 岡山市北区内山下一丁目８番２１号エバーグリーン内山下２０７号       小屋ジョセフィン 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021398 平成30年11月13日 平成36年7月31日

爺 岡山市北区中央町８番１６号銀の館２Ｆ２０５号       三浦嘉宏 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021400 平成30年11月8日 平成36年6月30日

良寛奄ひらい 岡山市南区妹尾８５６番地３ 281-5301 代表取締役 平井剛 ㈲菓子処ひらい 飲食店営業（その他） その他 3021406 平成30年11月6日 平成36年9月30日

Ｂｅｓｔｉｅ（ベスティー） 岡山市北区田町二丁目１２番２２号アスパイア参番館３F３０２号       時岡剛人 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021414 平成30年11月15日 平成36年6月30日

中井企画．コランダム 岡山市南区福富西二丁目２番３０号森國ビル１F 259-0730     中井章文 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3021417 平成30年11月13日 平成35年12月31日
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アメリカンダイナープライウッド 岡山市南区並木町一丁目１７番１７号 245-6872 代表取締役 衛藤唱二 ㈲プライウッド 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3021418 平成30年11月13日 平成35年12月31日

西の居 岡山市北区十日市中町７番８号 230-1744     西良治 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3021434 平成30年11月8日 平成36年5月31日

セブン‐イレブン岡山門田屋敷４丁目店 岡山市中区門田屋敷四丁目１番１５号 270-3611 代表取締役 岡﨑薫 ㈲プラスアルファ 飲食店営業（その他） その他 3021466 平成30年11月27日 平成36年10月31日

天満屋ハピーズ岡山駅前店 岡山市北区駅前町一丁目８番１８号イコットニコットＢ１Ｆ 230-0333 代表取締役 赤木信浩 ㈱でりかエッセン 飲食店営業（その他） そうざい調理店 3021471 平成30年11月21日 平成36年2月29日

天満屋ハピーズ岡山駅前店 岡山市北区駅前町一丁目８番１８号イコットニコットＢ１Ｆ 230-0333 代表取締役 赤木信浩 ㈱でりかエッセン 飲食店営業（その他） そうざい調理店 3021473 平成30年11月21日 平成36年2月29日

静けさの中で 岡山市北区田町二丁目６番１８号１F 212-0585     奥村司 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021493 平成30年11月20日 平成36年6月30日

鳥周御津店 岡山市北区御津草生８２４番地１みつの里駐車場内 724-3890 代表取締役 小谷貴紀 ㈲おかやまバレスモ 飲食店営業（その他） その他 3021506 平成30年11月29日 平成35年11月30日

セブン‐イレブン岡山西市店 岡山市南区西市９７番地９ 244-2286     宮本章次 飲食店営業（その他） その他 3021513 平成30年12月4日 平成36年9月30日

たかちゃん 岡山市北区中央町７番２４号セントラルプラザ１Ｆ１０９       田中孝子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021527 平成30年11月13日 平成36年6月30日

ローソン岡山楢津店 岡山市北区楢津７８０番地１ 284-4455     太田大介 飲食店営業（その他） その他 3021528 平成30年11月27日 平成35年11月30日

ｃａｆｅ＆ｂａｒ　Ｄｉａｎａ 岡山市北区本町８番１５号本町プラザ２Ｆ８－１号       尾﨑一馬 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021532 平成30年11月13日 平成36年2月29日

割烹たにだセカンドルーム 岡山市北区柳町一丁目４番８号みのるガーデン１Ｆ１０３号 233-5960 代表取締役 谷田晴一 ㈲たにだ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021600 平成30年11月20日 平成36年2月29日

Ｌｏｕｎｇｅ　Ａｉｒ 岡山市北区中央町７番７号ファミリービル７F７０１号 206-4433 代表取締役 西川浩司 ㈱ＲＡＩＳＥ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021624 平成30年11月20日 平成36年6月30日

やきとり家すみれ岡山駅前店 岡山市北区駅前町一丁目８番１８号イコットニコット１F 206-2855 代表取締役 松本健太 ＱｏｏＺカンパニー㈱ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（焼き鳥） 3021625 平成30年11月27日 平成36年2月29日

Ｇｏｒｉｌｌａ 岡山市北区田町二丁目１０番１３号ステム大同２F       角田誠 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3021632 平成30年11月20日 平成36年6月30日

からあげ専門店福沢 岡山市北区丸の内一丁目１３番９号 230-2844 代表取締役 新井春植 ㈱エビス商会 飲食店営業（その他） そうざい調理店 3021636 平成30年11月22日 平成36年7月31日

セブン-イレブン岡山田町店 岡山市北区田町一丁目３番６号 231-3766     岸田誠治 飲食店営業（その他） その他 3021638 平成30年11月27日 平成36年6月30日

かなりや食堂 岡山市北区中山下一丁目７番２２号 233-7775     中田嶺 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3021657 平成30年11月29日 平成36年6月30日

凛－Ｒｉｎ－ 岡山市北区中央町９番１６号岡山２３ビル３F３０２号 231-7676     高山真由美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021658 平成30年11月22日 平成36年6月30日

静けさの香り。 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル３F３０８号 233-6122     村上康子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021659 平成30年11月22日 平成36年6月30日

ＲＡＣＣＯＳ　ＢＡＲ　ＯＫＹＭ 岡山市北区野田屋町一丁目５番１号       岩田圭司 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3021660 平成30年11月22日 平成36年2月29日

セブン-イレブン東岡山店 岡山市中区神下１８０番地１ 278-0226     相賀博文 飲食店営業（その他） その他 3021665 平成30年11月27日 平成36年3月31日

ごんごん 岡山市北区田町二丁目６番５号サンシャインプラザ４F４０４号       岡崎淳一 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021672 平成30年11月27日 平成36年6月30日

ル・貴族院 岡山市北区田町二丁目６番５号サンシャインプラザ１Ｆ１０５号 227-2041     河埜輝子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021674 平成30年11月29日 平成36年6月30日

ホテルアベスト　グランデ岡山 岡山市北区駅前町一丁目８番５号イコットニコット６Ｆ 231-3311 代表取締役 松山みさお ㈱アベストコーポレーション 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021675 平成30年12月4日 平成36年2月29日

おうち家 岡山市北区富田町一丁目１０番１５号       三宅喜美子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3021677 平成30年12月4日 平成36年2月29日

ＢＡＲ　ＣＨＯＴＴＯ 岡山市北区中央町３番３３号社交ビル４Ｆ４０２号 227-0608     粂田翔 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021682 平成30年11月27日 平成36年6月30日

天満屋ハピーズ岡山駅前店 岡山市北区駅前町一丁目８番１８号イコットニコットＢ１Ｆ 230-0333 代表取締役 野口重明 ㈱天満屋ストア 飲食店営業（その他） その他 3021683 平成30年11月27日 平成36年2月29日

情熱ガンガン 岡山市北区柳町一丁目９番５号山陽ビル１Ｆ１０１号       森脇和夫 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021686 平成30年12月4日 平成36年2月29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     尾﨑雅仁 飲食店営業（その他） その他 3021689 平成30年11月29日 平成36年5月31日

瀬戸内贔屓や 岡山市北区下中野３４４番地１０１   代表取締役 長田秀樹 ㈱レーザーメディア 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3021702 平成30年12月4日 平成36年5月31日

コミックバスター岡山駅前店 岡山市北区本町２番１号KアンドKビル４Ｆ 212-0800 代表取締役 小谷元三 ハロ㈱ 飲食店営業（その他） その他 3021729 平成30年12月4日 平成36年2月29日

アイシー 岡山市北区中央町４番１０号第一井元ビル１－６       宮﨑愛 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3021730 平成30年12月4日 平成36年6月30日

炭焼き大山鶏とあご出汁おでんごろ兵衛 岡山市北区本町５番１号重広ビル１Ｆ１０２号   代表取締役 金山洋明 ㈱Ｓｔｙｌｅ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3021745 平成30年12月4日 平成36年2月29日

てんとう虫横丁屋台村C 岡山市北区吉備津２１９８番地 287-6700 代表取締役 田中啓子 ㈱三宝企画 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021746 平成30年12月4日 平成36年11月30日

和のごちそう屋菜つき 岡山市北区平和町７番２８号西川ファミリービル１F１０６号 221-1550 代表取締役 山本豪太 ㈱ｍａｉｄｏ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3021766 平成30年12月13日 平成36年6月30日

ＡＣＱＵＡ 岡山市北区中央町４番３号ニューインタービル４F４０２号   代表取締役 榎本光助 ㈱暁 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021768 平成30年12月11日 平成36年6月30日

Ｌｏｕｎｇｅ　ｂａｒ　ＳＯＲＡ 岡山市北区柳町一丁目１４番１８号ピア１ビル５Ｆ 238-2994     三宅脩介 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021807 平成30年12月11日 平成36年2月29日

あげ福 岡山市南区福富西一丁目１番２８号 250-6428     小野恵美 飲食店営業（その他） そうざい調理店 3021822 平成30年12月11日 平成35年12月31日

カラオケ喫茶であい 岡山市南区福吉町１８番３０号 265-0537     西尾絢子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021836 平成30年12月13日 平成35年12月31日

Ｆｅｌｉｃｅ　フェリーチェ 岡山市北区柳町一丁目１４番１２号西川１００ビル３Ｆ３０１号       藤井裕子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021861 平成30年12月20日 平成36年2月29日

66 岡山市北区野田屋町二丁目５番４号ワールドビレッジＬＩＫＵ１Ｆ１０２号       松本絹代 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021862 平成30年12月18日 平成36年2月29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
３００ＢＡＲ 岡山市北区磨屋町７番７号江口磨屋町プラザ４Ｆ４０１号   代表取締役 谷脇那菜 Ｌｅｍｉｌｉｅｕ㈱ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3021863 平成30年12月25日 平成36年6月30日

Ｔｈｅ　Ｐｕｂｌｉｃ　Ｓｔａｎｄ　岡山駅前店 岡山市北区本町２番４号若林ビル１Ｆ 238-9220 代表取締役 許田英道 ネセサリー㈱ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021864 平成30年12月18日 平成36年2月29日

Ｋ－ｓｔｙｌｅ 岡山市北区中央町７番２４号セントラルプラザビル２Ｆ２０２号       留安匠 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021872 平成30年12月20日 平成36年6月30日

ピザハット高島店 岡山市中区中井二丁目１番８号   代表取締役 中村昭一 日本ピザハット㈱ 飲食店営業（その他） その他 3021886 平成30年12月25日 平成36年3月31日

車屋 岡山市南区築港栄町１１番７号スナックビル車屋２Ｆ 263-8256     川上祐貴子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021902 平成30年12月20日 平成35年12月31日

囲炉裏 岡山市北区田町二丁目６番５号サンシャインプラザ３F５・６号       山﨑徹也 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3021907 平成30年12月25日 平成36年6月30日

やじろべぇ 岡山市北区平和町６番４号グリーンビル１Ｆ１０１号 234-8335     三浦剛 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3021917 平成30年12月27日 平成36年6月30日

やじろべぇ 岡山市北区平和町６番４号グリーンビル４Ｆ北側 232-3362     三浦剛 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021918 平成30年12月27日 平成36年6月30日

つづみ屋 岡山市南区並木町一丁目１７番１７号       酒井文佳 飲食店営業（その他） その他 3021920 平成30年12月27日 平成35年12月31日

うおや匠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 池田賢 ㈱マリンポリス 飲食店営業（その他） そうざい調理店 3021930 平成31年1月10日 平成36年9月30日

ＢＡＲ　ＧＯＬＤＥＮ　ＳＬＡＭ 岡山市北区磨屋町７番５号磨屋町ファミリービル２F２０２号 289-5174     山田剛史 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3021950 平成31年1月8日 平成36年6月30日

ローソン岡山横井上店 岡山市北区横井上２０２番地１ 294-6365     内藤浩二 飲食店営業（その他） その他 3021973 平成31年1月31日 平成36年11月30日

ｅｉｇｈｔ 岡山市北区中央町４番２７号パークサイドプラザビル３F３０２号 232-0008     荒木祐樹 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3022010 平成31年1月15日 平成36年6月30日

土屋研究所 岡山市北区中山下一丁目１０番１０号新田ビルB１F       土屋雄太 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3022011 平成31年1月15日 平成36年6月30日

酒場すずめ 岡山市北区中央町１番２号ＭＫビル２Ｆ２０１号 224-8486     実原敏則 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3022056 平成31年1月17日 平成36年6月30日

ＩＫＯＭＡ 岡山市北区庭瀬２４６番地１ 236-9411     林宏美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3022079 平成31年1月18日 平成36年1月31日

藤 岡山市中区乙多見２８１番地       八藤孝仁 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3022093 平成31年1月29日 平成36年3月31日

Ｍｅｒmａｉｄ　Ｂａｒ　Ｆｕｌｌ　Ｍｏｏｎ 岡山市北区平和町７番２８号西川ファミリービル１F１１１号 238-5344 代表取締役 堀田澤太輔 ㈱インプランツ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3022113 平成31年1月29日 平成36年6月30日

ローソン後楽園通店 岡山市北区富田町二丁目１２番２０号 224-4220     片岡正文 飲食店営業（その他） その他 3022123 平成31年1月29日 平成36年2月29日

おと吉 岡山市北区田町一丁目６番１５号田町ハイツ１FB号 222-2717 代表取締役 高瀬心輔 ㈱ＯＴＫＣ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3022130 平成31年1月31日 平成36年6月30日

森のマルシェ柳川店 岡山市北区中山下一丁目１番１号グレースタワーⅢ１F 201-3400 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 3022138 平成31年2月21日 平成36年6月30日

ｂａｒ　ＬｏｗＣａｌｓ 岡山市北区中央町１番５号中央町アカマツビル４Ｆ４０２号       武縄大介 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3022147 平成31年1月29日 平成36年6月30日

405 岡山市北区表町三丁目８番４号千歳ビル２Ｆ北側       村木曜子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3022148 平成31年2月7日 平成36年7月31日

肉酒場川西 岡山市南区福富西一丁目２０番４８号クボタビル１F１０２号 264-8100     川西基文 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3022159 平成31年2月14日 平成36年12月31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       笹尾翔太 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3022160 平成31年2月7日 平成36年2月29日

いもまる 岡山市北区田中１６４番地１０７ 241-0587 代表取締役 黒住雅典 黒住機工㈱ 飲食店営業（その他） その他 3022176 平成31年2月5日 平成37年1月31日

和のごちそう屋菜つき 岡山市北区平和町６番３号ベックオンボックス１F 221-1550 代表取締役 山本豪太 ㈱ｍａｉｄｏ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3022179 平成31年2月19日 平成36年6月30日

セブン－イレブン岡山賞田店 岡山市中区賞田２８８番地１ 275-3665     小林進 飲食店営業（その他） その他 3022180 平成31年2月26日 平成36年3月31日

日韓食堂　菜Ｓ 岡山市東区東平島１１９６番地２４ 230-2886     吉村幸治 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3022184 平成31年2月28日 平成36年4月30日

隠れ家食堂一歩 岡山市北区野田屋町二丁目２番４号甲斐ビル２F・３F・４F   代表取締役 池本雅宏 ㈱一歩 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3022193 平成31年2月12日 平成37年1月31日

宣智酒家成ると 岡山市北区表町一丁目２番３０号 224-6811     田中克幸 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3022194 平成31年2月7日 平成36年7月31日

ファミリーマート岡山彦崎店 岡山市南区彦崎３９２番地５ 363-5788 代表取締役 西村義則 ㈱まんきちエフォート 飲食店営業（その他） その他 3022197 平成31年2月14日 平成36年9月30日

ファミリーマート岡山内尾店 岡山市南区内尾３０１番地５ 282-9566 代表取締役 西村義則 ㈱まんきちエフォート 飲食店営業（その他） その他 3022201 平成31年2月14日 平成36年9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 代表取締役 西村義則 ㈱まんきちエフォート 飲食店営業（その他） その他 3022205 平成31年2月14日 平成36年4月30日

ファミリーマート岡山下中野本町店 岡山市北区下中野３３８番地１１９ 805-6155     高橋義治 飲食店営業（その他） その他 3022209 平成31年2月26日 平成36年5月31日

上海文芸復興 岡山市北区表町一丁目３番１号表町一号ビルＢ１Ｆ       北野昌史 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3022235 平成31年2月26日 平成36年7月31日

ウメ子の家岡山駅前店 岡山市北区本町３番２３号２Ｆ   代表取締役 保志忠郊 ㈱第一興商 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3022244 平成31年2月19日 平成36年2月29日

パドロック 岡山市北区錦町８番２３号野形ビル１F 222-4155     圓見一郎 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3022253 平成31年2月19日 平成36年2月29日

ｍｉｄｎｉｇｈｔ　ｄｉｎｅｒ灯 岡山市北区野田屋町一丁目５番２０号ハタヤマビル１F 801-6532     田中竜也 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3022290 平成31年2月12日 平成36年2月29日

おばんざい青山 岡山市北区柳町一丁目１４番１９号コトブキビル４F       青山年男 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3022291 平成31年2月19日 平成36年2月29日

Ｎｏｅｌ　ノエル 岡山市北区中央町１番１３号カレント壱番館４Ｆ４０４号 803-2282     景山祐紀 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3022292 平成31年2月19日 平成36年6月30日

ＴａｍａｒｉＢａ 岡山市北区高松原古才５９２番地５ 236-6710     白川千恵美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3022294 平成31年2月19日 平成36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
ＲＩＳＥ 岡山市北区中央町２番２号雪絵ビル５Ｆ５０３号       伊野田英二 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3022296 平成31年2月14日 平成36年6月30日

ｆＡＴｅ－フェイト－ 岡山市北区中央町３番３５号クリスタルハイツ１F１０８号 206-3133     久保田智生 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3022317 平成31年2月19日 平成36年6月30日

Ｂｉａｎｃａ　－ｃｏｌｏｒｉｎｇ－ 岡山市北区中央町７番２４号セントラルプラザ４Ｆ４０５号       山﨑樹 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3022318 平成31年2月19日 平成36年6月30日

酒喰およべ 岡山市北区本町１０番１６号幸武本町ビル１Ｆ 222-5222 代表取締役 及部謙太 ㈲およべ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3022319 平成31年2月28日 平成36年2月29日

Ｐｌｅａｓｅ 岡山市北区中央町７番７号中央町ファミリービル５Ｆ５０４号 206-5535     山下知文 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3022320 平成31年2月14日 平成36年6月30日

犬島ホッピーバー 岡山市東区犬島２８１番地   代表理事 石渡美奈 ＨＯＰＰＹ一般財団法人 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3022321 平成31年3月11日 平成36年4月30日

おかいち 岡山市北区柳町一丁目３番１０号 238-7122 代表取締役 近藤学 ㈱おかいち 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3022352 平成31年2月19日 平成36年2月29日

Ａｌｂａ 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル７Ｆ７０４号 225-2828     藤井俊男 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3022364 平成31年2月18日 平成36年6月30日

ひだや本町店 岡山市北区本町５番１３号Ｆｏｏｌｉｓｈ　ＢＬＤ　１Ｆ西 226-2941 代表取締役 緋田幸生 ㈱ひだや 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3022369 平成31年3月5日 平成37年2月28日

ＬＯＵＮＧＥ　ＬＩＥＬ 岡山市北区中央町４番７号エミーナビル３F３０２号 801-6789     牧村直樹 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3022372 平成31年2月26日 平成36年6月30日

Ｃｌａｉｒ 岡山市北区中央町４番７号エミーナビル５F５０３号       瀧屋慎太郎 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3022373 平成31年2月26日 平成36年6月30日

居酒屋たつ屋 岡山市北区駅前町二丁目６番２７号クレインブリッジ第二ビル 234-2002     川上竜也 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3022380 平成31年2月26日 平成36年2月29日

麻雀ナイン 岡山市北区南方五丁目６番５号今田ビル１F       矢野由卓 飲食店営業（その他） その他 3022382 平成31年2月22日 平成36年2月29日

羽蘭 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル３F３０４号       中本綾香 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3022385 平成31年3月12日 平成36年6月30日

ｙｏｕｔｈ 岡山市北区錦町３番６－２号ハスパリビル４F 221-0099 代表社員 入船淳一 合同会社ｙｏｕｔｈ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3022391 平成31年3月5日 平成37年2月28日

鉄板燈心 岡山市北区駅前町一丁目５番１４号クレインブリッジ第一ビル１F 289-6071 代表社員 吉森允彦 合同会社燈心 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3022392 平成31年2月26日 平成36年2月29日

ＶＥＳＴＩ　ＲＯＯＭ 岡山市北区本町１０番２６号本町Ｋビル５Ｆ 231-6251 代表取締役 竹内庸平 ㈱ＶＥＳＴＩ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3022403 平成31年2月28日 平成36年2月29日

はまぐり水族館 岡山市北区平和町５番１０６号 235-2066 代表取締役 魚住祐次 ㈱アンシャンテ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3022417 平成31年2月28日 平成36年6月30日

Ａｒｉｅｌ 岡山市北区中央町７番２５号中央町タワービル３Ｆ３０３号       樋口博子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3022419 平成31年2月28日 平成36年6月30日

新八 岡山市北区本町３番２号 224-3822 代表取締役 廣藤新二 ㈲あらた 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3022424 平成31年3月5日 平成37年2月28日

アミティエ 岡山市北区田町二丁目１２番２２号アスパイア参番館６Ｆ６０２・６０３号 232-8318     森愛子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3022426 平成31年3月5日 平成36年6月30日

生活彩家岡山中央病院店 岡山市北区伊島北町６番３号１Ｆ 252-3221 理事長 金重哲三 社会医療法人鴻仁会 飲食店営業（その他） その他 3022436 平成31年3月14日 平成36年7月31日

ごはん屋Ｖｅｎｔ　Ｖｅｒｔ 岡山市北区中央町４番１４号中央町第２ファミリービル１Ｆ       三宅孝典 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3022441 平成31年3月5日 平成36年6月30日

倉敷鶏屋まさるやん平和町店 岡山市北区平和町７番２８号西川ファミリービル１F１０６号 223-2323 代表取締役 虫明優 ㈱Ｕｐ　Ｔｈｅ　Ｒｉｇｈｔ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（焼き鳥） 3022448 平成31年3月5日 平成36年6月30日

チェゴ屋 岡山市北区中仙道５５番地１２４サンピオーネ１Ｆ１０１号       島田三由紀 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3022449 平成31年3月7日 平成37年1月31日

黒ひげ 岡山市北区磨屋町７番７号江口磨屋町プラザＢ１Ｆ   代表取締役 山部義治 ㈱Ｈ．Ｋ．Ｒ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3022474 平成31年3月19日 平成36年6月30日

清の台所 岡山市北区表町三丁目１２番１２号宗政ビル１F       平松孝行 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3022475 平成31年3月7日 平成36年7月31日

カラオケ拳 岡山市東区瀬戸町下５４７番地       岡上暁美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3022492 平成31年3月12日 平成36年4月30日

FU２３SA 岡山市北区中央町９番１６号岡山２３ビル６F６０２号       浅野房子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3022520 平成31年3月12日 平成36年6月30日

アジア市民会館 岡山市北区表町三丁目２２番１４号１Ｆ       守屋直記 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3022528 平成31年3月14日 平成36年7月31日

Ｊｕｓｔ　Ｉｎ　Ｔｉｍｅ 岡山市北区南中央町１番８号ボックスビル１F北 232-2310     玉野華子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3022581 平成31年3月19日 平成36年5月31日

しまうま 岡山市北区錦町３番４号山佐ビル１Ｆ１０２号 231-9243 代表取締役 芝村譲 ㈱ａｄｍｉｒｅ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3022582 平成31年3月26日 平成37年2月28日

大衆すしスタンドかね吉 岡山市北区田町一丁目２番６号ラリックビル２F 222-1102 代表取締役 高瀬心輔 ㈱ＯＴＫＣ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3022594 平成31年3月28日 平成36年6月30日

Ｒａｂｂｉｔｓ　ＯＫＡＹＡＭＡ 岡山市北区中央町７番９号第２パラダイスビル別館２F・３F 237-2004     角野泰生 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3022606 平成31年3月19日 平成36年6月30日

ダブルレインボ 岡山市北区田町二丁目１２番２２号アスパイア参番館３F３０４号 203-7716 代表社員 内田文彦 オカユー合同会社 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3022666 平成31年3月28日 平成36年6月30日

内山下アドレス 岡山市北区内山下二丁目１番１２号西村ビル１Ｆ 234-7366 代表取締役 東本泰行 ㈱ピーエックス 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 2922539 平成30年4月5日 平成35年7月31日

魚国総本社・岡山市２８６０２ 岡山市南区妹尾３３８０番地２中国銀行研修センター内   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（社食・寮食） 2922587 平成30年4月5日 平成35年9月30日

吉野家３０号線十日市店 岡山市北区奥田二丁目４番２８号 227-6616 代表取締役 勝田彰宏 ㈱西日本吉野家 飲食店営業（一般食堂） その他 2922602 平成30年4月3日 平成35年5月31日

岡山中学校・岡山高等学校教育寮みしま食堂 岡山市南区箕島１６８０番地 281-5600 代表取締役 髙山五三郎 ㈱のぞみ 飲食店営業（一般食堂） その他（社食・寮食） 2922623 平成30年4月5日 平成35年9月30日

関西高等学校食堂 岡山市北区西崎本町１６番１号 256-0020 代表取締役 髙山五三郎 ㈱のぞみ 飲食店営業（一般食堂） その他（社食・寮食） 2922625 平成30年4月3日 平成36年1月31日

ＴＨＥ　ＳＴＹＬＥ　Ｎｏ．２０ 岡山市北区中山下一丁目８番４５号ＮＴＴクレド岡山２０Ｆ   代表取締役 堀江武吉 ㈱スタイルズ 飲食店営業（一般食堂） その他 2922655 平成30年4月12日 平成35年6月30日

きたかど 岡山市南区浦安南町１３８番地１ 897-2487     北角義枚 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 2922656 平成30年4月3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
Ｃａｆｅひまわり 岡山市中区門田屋敷本町５番３－５号 272-3200     鎌田憲吾 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020002 平成30年4月5日 平成35年10月31日

中華そば幸や 岡山市東区東平島１６３番地ゆめタウン内 297-7599     石部香織 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3020007 平成30年4月10日 平成35年4月30日

岩手川 岡山市北区田町一丁目９番２０号 222-6366 代表取締役 惠谷龍二 ㈱ケイフードサービス 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 3020018 平成30年4月10日 平成35年6月30日

活魚廻転寿司いわ栄津高店 岡山市北区横井上１１３番地１ 898-2855 代表取締役 惠谷龍二 ㈱ケイフードサービス 飲食店営業（一般食堂） すし料理 3020020 平成30年4月12日 平成35年11月30日

鮨いわ栄 岡山市北区下石井一丁目２番１号イオンモール岡山７Ｆ７００５ 206-7070 代表取締役 惠谷龍二 ㈱ケイフードサービス 飲食店営業（一般食堂） すし料理 3020021 平成30年4月10日 平成36年2月29日

風風ラーメン岡山北店 岡山市北区今二丁目８番９号 236-6690 代表取締役 岡本慶大 リズム食品㈱ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3020026 平成30年4月19日 平成36年1月31日

掬 岡山市北区栢谷１７１８番地       梶並珠玖子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020028 平成30年4月19日 平成35年11月30日

歌笑 岡山市中区網浜７７８番地１０       笠井美枝 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020038 平成30年4月17日 平成35年10月31日

麺処ぐり虎 岡山市北区内山下一丁目１２番７号広瀬ビル１Ｆ 231-1838     磯貝翔 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3020039 平成30年4月17日 平成35年7月31日

千代 岡山市南区若葉町２１番３０号 262-8246 代表取締役 李長権 東洋美食㈱ 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 3020072 平成30年4月12日 平成35年12月31日

十兵衛 岡山市北区駅前町一丁目７番１８号１Ｆ・２Ｆ       土居典弘 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 3020073 平成30年4月12日 平成36年2月29日

てっぱん家青山 岡山市北区本町５番１３号本町食彩コーポラス１Ｆ 221-5595     青山知子 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 3020074 平成30年5月8日 平成36年2月29日

リンツショコラカフェ 岡山市北区駅元町一番街地下３号 201-7457 代表取締役 アンドレ・ツィメルマン ＬＩＮＤＴ＆ＳＰＲＵＮＧＬＩ　ＪＡＰＡＮ㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020075 平成30年4月26日 平成36年1月31日

ひだや柳町店 岡山市北区柳町一丁目１０番１５号 221-2911 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） 3020080 平成30年4月17日 平成36年2月29日

六花園 岡山市北区津島南二丁目５番１号       川井隆弘 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020082 平成30年4月26日 平成35年7月31日

ＴＡＪ－ＮＡＭＡＳＴＥ 岡山市北区本町６番３６号第一セントラルビルＢ１Ｆ 224-5121     ＨＡＲＩ　ＰＲＡＳＡＤ　ＫＡＮＤＥＬ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020091 平成30年4月24日 平成36年2月29日

讃岐うどんむらさき藤崎店 岡山市中区藤崎４８３番地２   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 3020102 平成30年4月19日 平成35年10月31日

みやけさんち 岡山市北区富町二丁目５番２４号       三宅学 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020104 平成30年4月19日 平成36年1月31日

喫茶しあわせ研究所 岡山市南区東畦７７番地４       亀山孝夫 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020110 平成30年4月19日 平成35年9月30日

スターバックスコーヒー岡山一番街店 岡山市北区駅元町一番街地下４号 236-0363 代表取締役 水口貴文 スターバックスコーヒージャパン㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020115 平成30年4月26日 平成36年1月31日

天満屋岡山店Ｂ１Ｆ晴れの国キッチン食品催事 岡山市北区表町二丁目１番１号株式会社天満屋岡山本店Ｂ１Ｆ晴れの国キッチン 231-7111 代表取締役社長 江國成基 ㈱天満屋 飲食店営業（一般食堂） その他 3020117 平成30年4月19日 平成35年7月31日

手打ちうどん　ふじもと 岡山市北区北方二丁目３番４１号 230-4137 代表取締役 山下将弘 ㈱ＯＫＩ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3020125 平成30年4月26日 平成35年11月30日

パルパスタ本店 岡山市北区下中野７０１番地１０６ 244-7222 代表取締役 崔瑛美 ㈱アテナインク 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020131 平成30年4月24日 平成35年5月31日

ＰＯＲＴＥ　ＣＯＦＦＥＥ 岡山市中区浜三丁目１１番７号カルチェｗｅ１Ｆ１０５号 238-3410     谷村希 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020135 平成30年5月10日 平成36年3月31日

和菜しょうでん 岡山市北区表町一丁目３番１号表町一号ビル１Ｆ 238-8127     小田雄介 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 3020137 平成30年5月8日 平成35年7月31日

Cａｆｆｅ＠Ｃｌｕｂ焙煎堂 岡山市南区浦安南町１３７番地１       竹本かおり 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020144 平成30年5月22日 平成35年12月31日

スタジオ・ラーラ 岡山市北区平野９７４番地１森安ビル２Ｆ東 230-6484     金城泰成 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020145 平成30年5月1日 平成36年1月31日

スープカレーわたなべ 岡山市南区市場一丁目１番地関連棟３８       渡部修平 飲食店営業（一般食堂） その他 3020156 平成30年4月26日 平成35年12月31日

マルゴカフェＯＨＫハウジング店 岡山市中区浜５９７番地７ 238-8321 代表取締役 平野裕治 ㈱マルゴデリ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020157 平成30年4月26日 平成36年3月31日

はまだや 岡山市東区神崎町１４６番地１ 953-4110     近藤信子 飲食店営業（一般食堂） その他 3020163 平成30年5月1日 平成35年4月30日

イル・ミリオーレ 岡山市北区田町二丁目１２番１９号       大月公子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020201 平成30年5月1日 平成35年6月30日

地鶏陶板焼　炙ａｂｕｒａ 岡山市北区問屋町２７番地１０７ 805-2941 代表取締役 竹内正一 株式会社関西エクセル 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 3020210 平成30年5月1日 平成36年1月31日

中華蕎麦かたやま 岡山市南区古新田１４５２番地１ 250-2520     片山純治 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3020214 平成30年5月15日 平成35年9月30日

らぁ麺はんにゃ 岡山市北区野田屋町一丁目３番３号１Ｆ１０４号       河中佑太 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3020219 平成30年5月1日 平成36年2月29日

Ｈ．エムキッチン岡山ケアホームおひさま 岡山市北区下中野２４３番地６       本間君代 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 3020232 平成30年5月8日 平成35年5月31日

隠れ家のカフェ蓄音機 岡山市南区浦安本町２０６番地１１ 265-5509 代表理事 藤井昭平 一般社団法人岡山県文化資料保存協会 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020236 平成30年5月8日 平成35年12月31日

悠おこのみやき 岡山市中区東山二丁目１番１５号       森重康恵 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 3020238 平成30年5月8日 平成36年3月31日

デリ＆カフェしろねこ 岡山市北区田中６２４番地１       岡部悦子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020275 平成30年5月10日 平成36年1月31日

ぷちカフェ　あ～ちゃんち 岡山市北区御津新庄２８６９番地１８８       藤井静香 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020293 平成30年5月15日 平成35年11月30日

ダイニングカフェマサギ 岡山市東区正儀５２０５番地 946-8989     岡澄恵 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020328 平成30年5月17日 平成36年4月30日

中華屋金柑 岡山市北区野田屋町一丁目８番２１号１Ｆ       村上善則 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 3020343 平成30年5月31日 平成36年2月29日

Ｇテラス 岡山市北区佐山７８１番地       吉村美和 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020381 平成30年5月29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
みや古 岡山市北区柳町一丁目２番５号柳町プラザ１Ｆ 222-0389 代表取締役 髙見伸一 ㈱ＩＣＨＩ 飲食店営業（一般食堂） すし料理 3020390 平成30年5月22日 平成36年2月29日

医療法人藤田病院 岡山市東区西大寺上三丁目８番６３号 943-6555 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） 3020393 平成30年5月29日 平成36年4月30日

ケアハウス　ロータス桑野 岡山市中区桑野４８６番地１２ 276-9801 代表取締役 古井達哉 ㈱メイク・ニュープロダクト 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 3020417 平成30年5月29日 平成35年10月31日

ＦＵＣＫＩＮ’ＤＥＬＩＣＩＯＵＳ　ＢＵＲＧＥＲ＆ＦＲＵＩＴＳ 岡山市北区丸の内一丁目１４番５号       平井康晴 飲食店営業（一般食堂） その他 3020425 平成30年5月29日 平成35年7月31日

Ｃ’ｓ　Ｋｉｔｃｈｅｎ 岡山市北区表町三丁目５番１５号ＣＯ．ＯＭＯＴＥＣＨＯ１Ｆ 201-2373 代表理事 浅山直希 一般社団法人西日本経営支援協会 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020426 平成30年5月29日 平成35年7月31日

ＭｏｇｕＢｏｘ 岡山市南区新保６７７番地２２       定家寛次 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020428 平成30年5月31日 平成35年9月30日

菓子屋てとて 岡山市北区田中６２４番地１       楢村誠 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020435 平成30年5月31日 平成36年1月31日

らー麺処⑩ＴＥＮ 岡山市北区磨屋町７番７号江口磨屋町プラザ１Ｆ１０２号 233-2110 代表取締役 井上公平 ㈲ＨＩＴＴ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3020456 平成30年6月5日 平成35年6月30日

カモスカごはん 岡山市北区岡町１番１９号大村ビル１Ｆ 223-7033     中村慎司 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020457 平成30年6月5日 平成36年5月31日

足守まちなみ休憩処 岡山市北区足守８７２番地 295-2900     垪和陽子 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3020467 平成30年6月12日 平成35年11月30日

お食事処洪庵茶屋 岡山市北区足守９７９番地 295-2728     垪和陽子 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3020468 平成30年6月12日 平成35年11月30日

ラ・ナシカくにとみ内第一食品 岡山市中区国富四丁目５番１２号   代表取締役 小宮秀範 ㈱第一食品 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 3020470 平成30年6月14日 平成36年3月31日

Caｆeともとき 岡山市東区瀬戸町宿奥４９３番地１健康市内       堀芳一 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020495 平成30年6月26日 平成36年4月30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（一般食堂） 軽食喫茶 3020496 平成30年6月21日 平成35年7月31日

COCO 岡山市南区妹尾８９７番地５       坪井桃奈 飲食店営業（一般食堂） その他 3020499 平成30年6月21日 平成35年9月30日

ニコニコ堂 岡山市北区石関町２番１１４－２号１Ｆ 235-1003 理事長 片山修二 特定非営利活動法人あおぞら会 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020515 平成30年6月28日 平成36年2月29日

Ｒｉｃｈ　Ｆｒｕｉｔｓ 岡山市北区富吉２１５７番地 294-5247     里見貞代 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020534 平成30年6月19日 平成35年11月30日

コリアンダイナー陽（ヤン） 岡山市南区豊成一丁目５番５号 206-6929     金井顕台 飲食店営業（一般食堂） その他 3020546 平成30年6月14日 平成35年12月31日

ふくちゃ 岡山市北区高松原古才３１５番地１０ 250-5355 代表取締役 尾﨑弘孝 ㈱リーフエッジ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020551 平成30年6月14日 平成35年11月30日

竹久 岡山市北区下伊福本町１５番１３号       竹久成子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020579 平成30年6月14日 平成36年1月31日

讃岐の男うどん　岡山駅前店 岡山市北区駅前町一丁目１０番３号１F   代表取締役 窪田健一 ㈱ＫＵＢＯＴＡホールディングス 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3020597 平成30年6月19日 平成36年2月29日

珈琲所コメダ珈琲店東岡山店 岡山市中区神下１３７番地１ハリウッド東岡山店駐車場内 208-6464 代表取締役 土倉征治 トクラ運輸㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020611 平成30年7月10日 平成36年3月31日

四季彩鉄板くさの 岡山市北区田町二丁目１３番１号ＳＷＩＳＳ西川２Ｆ 212-1661 代表取締役 草野友之 ㈱くさの 飲食店営業（一般食堂） その他 3020626 平成30年6月19日 平成35年6月30日

アニメイトカフェグラッテ岡山 岡山市北区本町６番３０号第一セントラルビル２号館４F 227-6888 代表取締役 阪下實 ㈱アニメイト 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020633 平成30年6月26日 平成36年2月29日

ヒバリ照ラス 岡山市北区表町二丁目７番１５号 230-2833 代表取締役 石井貴朗 ヒバリハウス㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020644 平成30年7月3日 平成35年7月31日

てんとう虫横丁屋台村Ａ 岡山市北区吉備津２１９８番地 287-6700 代表取締役 田中啓子 ㈱三宝企画 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020645 平成30年7月3日 平成35年11月30日

Ｗ　ＧＲＡＮＤ　ＬＡＣＥＲＥ　１F・２Ｆ 岡山市北区柳町一丁目４番１号１F・２F 212-0888 代表取締役 上田利道 ユウベル㈱ 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 3020646 平成30年7月5日 平成36年2月29日

Ｗ　ＧＲＡＮＤ　ＬＡＣＥＲＥ　３Ｆ 岡山市北区柳町一丁目４番１号３F 212-0888 代表取締役 上田利道 ユウベル㈱ 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 3020647 平成30年7月5日 平成36年2月29日

Ｗ　ＧＲＡＮＤ　ＬＡＣＥＲＥ　７Ｆ 岡山市北区柳町一丁目４番１号７F 212-0888 代表取締役 上田利道 ユウベル㈱ 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 3020648 平成30年7月5日 平成36年2月29日

彩ダイニング岡山大安寺東町公園店 岡山市北区大安寺東町１５番１号アヴィラージュ大安寺東町公園１Ｆ   代表取締役 鈴木良治 ㈱Ｄｅａｒ　Ｐｌｕｓ　Ｏｎｅ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 3020683 平成30年7月12日 平成36年1月31日

キューピット食堂岡山福吉店 岡山市南区福吉町１３番１２号あいらの杜福吉１Ｆ   代表取締役 鈴木良治 ㈱Ｄｅａｒ　Ｐｌｕｓ　Ｏｎｅ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 3020684 平成30年7月12日 平成35年12月31日

株式会社岡山髙島屋ミキヤコーヒー 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） 軽食喫茶 3020685 平成30年6月26日 平成36年2月29日

揚げ処春夏秋冬 岡山市南区市場一丁目１番地関連棟４１ 261-1161     河﨑由紀子 飲食店営業（一般食堂） その他 3020689 平成30年6月26日 平成35年12月31日

稲荷山健康センター 岡山市北区高松稲荷５７０番地 287-3900 代表取締役 金丸政計 ㈲ファーストエイド 飲食店営業（一般食堂） その他 3020698 平成30年7月3日 平成35年11月30日

稲荷山健康センター 岡山市北区高松稲荷５７０番地 287-3900 代表取締役 金丸政計 ㈲ファーストエイド 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020699 平成30年7月3日 平成35年11月30日

中華そば　冨士屋　ホテルグランヴィア岡山店 岡山市北区駅元町１番５号グランヴィアコート１Ｆ 238-9759 代表取締役 末本典子 ㈲冨士屋 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3020702 平成30年6月28日 平成36年1月31日

Ｌａ　Ｖｉｅ　Ｃｌａｉｒｅ 岡山市南区泉田二丁目１番５０号 230-5263     秋友直子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020712 平成30年7月3日 平成35年12月31日

桃山亭岡山平井店 岡山市中区平井六丁目１２番４号 230-4078 代表取締役 香川重義 ㈲デリ・ファクトリー 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3020729 平成30年7月5日 平成35年10月31日

喜上昇商大店 岡山市北区津島京町二丁目１１番１５号   代表取締役 丁寧 喜上昇㈱ 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 3020748 平成30年7月5日 平成35年7月31日

めんらく 岡山市北区表町二丁目２番６号アウルスタイル表町１Ｆ 224-7888 代表取締役 藤本勝 ｋｅｅｐ　ｕｐ㈱ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3020749 平成30年7月10日 平成35年7月31日

ｏｕｒ　ｈｏｕｓｅ 岡山市北区学南町二丁目２番２号 255-7088     日下部直樹 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020771 平成30年7月17日 平成35年11月30日

アンジェリカ 岡山市北区今四丁目９番３６号 241-8815     北尾健一 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020773 平成30年7月17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
ダイニング藍 岡山市北区出石町一丁目８番１７号       片山惠子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020783 平成30年7月31日 平成36年2月29日

てんとう虫横丁屋台村Ｂ 岡山市北区吉備津２１９８番地 287-6700 代表取締役 田中啓子 ㈱三宝企画 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020795 平成30年7月12日 平成35年11月30日

カフェ・ド・クリエプラス天満屋バスセンター店 岡山市北区中山下二丁目４番１号天満屋バスステーション１Ｆ 225-8560 代表取締役 川崎洋次郎 オーシャンポイント㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020841 平成30年7月26日 平成36年6月30日

岩藤クリニック 岡山市東区瀬戸町沖３４３番地   代表取締役社長 米谷伸行 ㈱日米クック 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 3020842 平成30年7月19日 平成36年4月30日

ラーメンつけ麺今を粋ろ岡山店 岡山市北区富田町一丁目９番１７号富田町共同ビル１F 221-0633 代表取締役 渡辺貞治 ㈱今を粋ろ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3020856 平成30年7月19日 平成36年2月29日

一冨士フードサービス㈱２８０２９ 岡山市北区番町二丁目３番４号トマト銀行本社内   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） 3020857 平成30年7月24日 平成36年2月29日

洋食レストランクオリア 岡山市北区厚生町二丁目２番１４号サンハイム厚生町１Ｆ１０４ 238-8277     櫻井裕太 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020858 平成30年8月2日 平成36年5月31日

せとうち 岡山市北区中井町二丁目５番１号 225-7111 理事長 榊原敬 社会医療法人　社団十全会 飲食店営業（一般食堂） その他 3020872 平成30年7月24日 平成35年11月30日

焼肉千祥。 岡山市北区柳町一丁目２番１１１号ＶＣビル１Ｆ   代表取締役 松谷雄太 ㈱スターダムマネージメント 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 3020881 平成30年8月9日 平成36年2月29日

ＤＥＳＩＧＮ＆ＣＯＦＦＥＥ 岡山市北区奉還町一丁目４番１４号 363-1420 代表社員 須田亮平 合同会社ＤＥＳＩＧＮ＆ＣＯＦＦＥＥ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020888 平成30年7月31日 平成36年1月31日

餐休高柳本店 岡山市北区高柳西町１１番２２号   代表取締役 福田飛鳥 ㈲Ａｂｒｉｃｋ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3020890 平成30年7月31日 平成36年1月31日

＆.Ｔ 岡山市北区野田屋町一丁目２番１８号   代表取締役 川端美帆 ㈱クリックリンク 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020897 平成30年7月31日 平成36年2月29日

ＯＫＣｕｒｒｙ 岡山市北区表町二丁目４番５８号       高原太郎 飲食店営業（一般食堂） その他 3020938 平成30年8月7日 平成36年7月31日

Ｃａｆｅふらり 岡山市北区建部町建部上２８１番地２ 722-1855     河野登美子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020945 平成30年8月9日 平成35年11月30日

ＬＡＡ岡山 岡山市南区箕島３４４３番地１   代表取締役 曽我部厚 ライトフーズ㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他 3020949 平成30年8月23日 平成35年9月30日

ｕｐｅｌｋｕｃｈｅｎ 岡山市中区沢田５３６番地１       内座由紀子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020950 平成30年8月21日 平成36年3月31日

Ｃａｆｅブレン 岡山市南区泉田五丁目２番５号泉田マンション１Ｆ   代表取締役 横山和弘 ＦＲＥＥＤＯＭ㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020956 平成30年8月28日 平成35年12月31日

ＮＡＮ　ＨＯＵＳＥ 岡山市北区中井町一丁目１番３号 230-3550     ＫＨＡＤＫＡ　ＳＡＮＴＯＳＨ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020970 平成30年8月16日 平成35年11月30日

わがや 岡山市南区並木町二丁目１４番１５号岡南ビルD号 737-4231     掛谷美和 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020977 平成30年8月21日 平成35年12月31日

岡山済生会外来センター病院 岡山市北区伊福町一丁目１７番１８号B1F 252-2211 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） 3020978 平成30年8月28日 平成36年7月31日

たけべの里調理場 岡山市北区建部町建部上５５７番地２ 722-1551 代表取締役 高田仁 ㈱山陽フードサービス 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 3020996 平成30年9月25日 平成35年11月30日

八方 岡山市北区弓之町１２番６号レジデンス弓之町１Ｆ 226-8484 代表取締役 永渕里香 ㈱本家八方 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 3020997 平成30年8月30日 平成36年2月29日

八十八商店バンビーナ 岡山市北区問屋町１５番地１０１－２Ｆ 250-6999 代表取締役 寺田憲司 ㈲Ｊａｃｋ－ｉｎ－ｔｈｅ－ｂｏｘ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3020998 平成30年9月18日 平成36年1月31日

赤から岡山大福店 岡山市南区大福３９番地１１ 209-0014 代表取締役 村田吉一 ㈱八重川 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 3021000 平成30年9月18日 平成35年9月30日

カフェ・定食ぽん太 岡山市北区国体町１番１１号－１Ｆ       岸本都志子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3021001 平成30年9月4日 平成36年2月29日

のんな 岡山市中区海吉１４３３番地２ 230-3510     垣内志織 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3021004 平成30年8月28日 平成35年10月31日

ＫＡＩＬＵＡ　ＨＯＵＳＥ　ＣＡＦＥ 岡山市北区問屋町１５番地１０１問屋町テラス１Ｆ１０６区画 236-9000 代表取締役 佐藤公泰 佐藤建設㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3021013 平成30年9月25日 平成36年1月31日

オカジョブカフェ 岡山市北区駅元町３０番３号カサ・セグーラ１Ｆ 250-5180 代表取締役 平川清高 ㈱シーズ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3021028 平成30年9月11日 平成36年1月31日

ポパイ 岡山市南区泉田三丁目５番１号 261-6113     元岡香子 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 3021033 平成30年9月13日 平成35年12月31日

一冨士フードサービス㈱２８０３３ 岡山市中区海吉１８４８番地１   代表取締役 山岡直方 一冨士フードサービス株式会社 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 3021040 平成30年9月13日 平成35年10月31日

玉壺 岡山市東区西大寺中二丁目２３番９号 942-2466 代表社員 見満仁 合同会社玉壺 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3021047 平成30年9月18日 平成36年4月30日

九州筑豊ラーメン山小屋備中高松店 岡山市北区小山４９４番地７ 287-9282     金子弘之 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3021048 平成30年9月27日 平成35年11月30日

よくろぼふくみ家 岡山市北区御津草生８２５番地２ 724-3322     江田忠昭 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3021057 平成30年9月11日 平成35年11月30日

アルテピアせと 岡山市東区瀬戸町江尻７１１番地   代表取締役社長 米谷伸行 ㈱日米クック 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 3021085 平成30年9月25日 平成36年4月30日

Ｌｅｍｏｎ　Ｔｒｅｅ　Ｏｋａｙａｍａ 岡山市北区田益５８２番地       ボニッツォーニ　マテオ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3021087 平成30年9月13日 平成35年11月30日

花板料理うつみ 岡山市北区柳町二丁目１番７号ラポールビル５Ｆ５０１号 230-2262     内海久典 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 3021090 平成30年10月4日 平成36年2月29日

加藤商店 岡山市北区下石井二丁目９番７２号 238-8891     加藤貴士 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3021091 平成30年9月13日 平成36年2月29日

ＧＯＷＤＹ 岡山市南区千鳥町２６番１０号 261-6077 代表取締役 河原久建 岡三フーズサプライ㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3021095 平成30年10月25日 平成35年12月31日

讃岐の男うどん問屋町テラス店 岡山市北区問屋町１５番地１０１ 250-7900 代表取締役 窪田健一 ㈱ＫＵＢＯＴＡホールディングス 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3021115 平成30年9月27日 平成36年1月31日

中華料理千代 岡山市南区若葉町２１番３０号 262-8246     劉艶玉 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 3021119 平成30年9月25日 平成35年12月31日

かに道楽岡山店 岡山市北区本町４番１号 226-1456 代表取締役 今津博之 ㈱大阪かに道楽 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 3021121 平成30年10月2日 平成36年2月29日

しっとら岡山店 岡山市北区問屋町２６番地１０１ 259-2356 代表取締役 馬場眞樹 ㈱ｂｉｒｄ　ｖａｌｌｅｙ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3021134 平成30年9月25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
麺場田所商店岡山庭瀬店 岡山市北区庭瀬５２２番地１ 292-1118 代表取締役 田所史之 ㈱トライ・インターナショナル 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3021146 平成30年10月16日 平成36年1月31日

中華料理客満堂 岡山市北区柳町一丁目２番１１号柳町マンション１Ｆ１０２号 222-7148 代表取締役 叶剣波 ㈱華商事 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 3021155 平成30年9月27日 平成36年2月29日

長浜ラーメン秀やす 岡山市中区平井三丁目１０７８番地６ 274-4700     松本研児 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3021158 平成30年9月27日 平成35年10月31日

ＮＩＳＨＩＹＡＭＡ　ＦＡＲＭ　ＦＲＵＩＴ　ＨＯＵＳＥ 岡山市北区問屋町１５番地１０１－１Ｆ１０４区画 242-2480 代表取締役 西山美千代 ㈱西山ファーム 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3021165 平成30年10月2日 平成36年1月31日

カレーハウスCoCo壱番屋岡山岡南店 岡山市北区岡南町二丁目６番５２号 225-5575 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 3021171 平成30年10月9日 平成36年5月31日

大衆食堂矢沢 岡山市北区中央町６番１８号レインボープラザ１Ｆ 222-8301     山本力 飲食店営業（一般食堂） その他 3021185 平成30年10月4日 平成36年6月30日

コメスタィ 岡山市東区九蟠９０９番地 948-3580     鶴海聡子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3021186 平成30年10月4日 平成36年4月30日

寿司・和食吉備の國 岡山市北区駅元町１番１号ＪＲ岡山駅構内１Ｆ   代表取締役 難波周平 ㈱吾妻寿司 飲食店営業（一般食堂） すし料理 3021187 平成30年10月11日 平成36年1月31日

Nタコ® 岡山市北区中央町８番１３号       小林利絵 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 3021200 平成30年10月4日 平成36年6月30日

山がさ 岡山市北区大供二丁目７番４号大供ファーストビル１F 232-2526     守安一明 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3021202 平成30年10月16日 平成36年5月31日

カレーハウスあんず 岡山市北区鹿田町一丁目８番１０号第５三信ビル１Ｆ１０３号 238-6260 理事 貞広洋祐 特定非営利活動法人菜の花の郷 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3021219 平成30年10月4日 平成36年5月31日

ＤＲＥＡＭ 岡山市北区中井町一丁目１番３号   代表取締役 橋本敏弘 ㈱あすなろ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3021225 平成30年10月9日 平成35年11月30日

南方カフェｍａｍｉｐａｎｓｔｏｒｅ 岡山市北区南方一丁目５番１０号水田ビル１F 226-5086     直井麻実 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3021252 平成30年10月16日 平成36年2月29日

ラーメン一八 岡山市中区下５０９番地３ 278-6550     山中康豊 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3021259 平成30年10月16日 平成36年3月31日

三昧庵 岡山市北区足守７１５番地   理事長 景山勝已 特定非営利活動法人日本モトショク 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3021260 平成30年10月25日 平成35年11月30日

お好み焼れとろ 岡山市南区三浜町一丁目８番３号       岡村博子 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 3021279 平成30年10月15日 平成35年12月31日

ＶＩＧＯＲＥ 岡山市中区倉富４６１番地１０ 230-4400     西岡純平 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 3021286 平成30年11月8日 平成36年10月31日

カフェ根本商店今店 岡山市北区今七丁目５番８号 259-1266 代表取締役 根本健一 ㈱根本商店 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3021298 平成30年10月30日 平成36年1月31日

チャンホルモン 岡山市北区表町三丁目４番２９号表町ビル１Ｆ 230-2929     ホジェイ 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 3021311 平成30年11月20日 平成36年7月31日

すし拓 岡山市北区表町一丁目８番９号共和ビル１Ｆ 221-7340     片山拓也 飲食店営業（一般食堂） すし料理 3021322 平成30年11月1日 平成36年7月31日

本町コモンズ 岡山市北区本町１０番２２号本町ビル１ＦＡ号   代表取締役 中川啓 スターズインク㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3021334 平成30年10月30日 平成36年2月29日

スペインバル　Ｋｕｒａ　Ｋｕｒａ 岡山市北区岩田町２番５号順正学園岡山駅前キャンパス１F 221-7055 代表取締役 坂井浩 ㈱ＪＫ 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 3021342 平成30年10月25日 平成36年2月29日

喫茶お好み焼おぞの 岡山市北区厚生町二丁目１５番１３号 232-4680     小園由利子 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 3021343 平成30年10月25日 平成36年5月31日

桃太郎商店 岡山市北区表町三丁目７番２８号 289-0034     山神和弘 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3021344 平成30年10月30日 平成36年7月31日

台湾甜商店岡山一番街店 岡山市北区駅元町一番街地下４号 230-1601 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 3021346 平成30年11月1日 平成36年1月31日

長浜ラーメン博多一番 岡山市北区津島新野二丁目２番６号 254-0319 代表社員 布施靖子 合同会社ヒデヤス 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3021354 平成30年10月30日 平成36年7月31日

すきやきしゃぶしゃぶ一人鍋上原 岡山市北区中山下二丁目１番５３号岡崎ビル２Ｆ北号室 201-6636     上原潤 飲食店営業（一般食堂） その他 3021371 平成30年11月1日 平成36年6月30日

中華料理サンサンチャイナ 岡山市中区平井五丁目６番３９号 230-3977     浮田隆志 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 3021376 平成30年11月22日 平成36年10月31日

すし懐石花由 岡山市中区浜一丁目１３番３９号 201-8744 代表取締役 門野富二夫 ㈱花由 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 3021392 平成30年11月8日 平成36年3月31日

特別養護老人ホーム愛光苑 岡山市南区浦安本町８１番地２ 265-0877 理事長 筒井恵子 社会福祉法人鴻仁福祉会 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 3021415 平成30年11月8日 平成35年12月31日

巳～Ｃａｆｅ 岡山市東区瀬戸町下９番地２       栗原洋子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3021416 平成30年11月15日 平成36年4月30日

ＴＯＷＥＲ　COFFEE 岡山市北区横井上２０番地３ 259-1050 代表取締役 渋谷竜司 ㈱イールドインテリアプロダクツ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3021464 平成30年11月20日 平成35年11月30日

よしだや岡山本店 岡山市南区妹尾１１４０番地１ 259-1888 代表取締役 李清志 ㈱リー・グローブ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3021465 平成30年11月20日 平成36年9月30日

Ｈ．Ｉ．Ｓ岡山駅前営業所 岡山市北区駅前町一丁目８番１８号イコットニコット２F   代表取締役社長 澤田秀雄 ㈱エイチ・アイ・エス 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3021494 平成30年11月21日 平成36年2月29日

中華園岡山本店 岡山市北区西崎一丁目８番３０号 201-6040 代表取締役 渡邉律夫 ㈱レストランノート 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 3021508 平成30年11月13日 平成36年1月31日

Ｒ　Ｂａｋｅｒ岡山駅前店 岡山市北区駅前町一丁目８番１８号イコットニコット２Ｆ 238-1122 代表取締役 石橋尚 ㈱フェイスコーポレーション 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3021511 平成30年11月21日 平成36年2月29日

旬彩ひいらぎ 岡山市北区磨屋町７番２５号 230-1168     桐谷洋二 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 3021533 平成30年11月20日 平成36年6月30日

カウベルカフェ 岡山市中区赤田８５番地１小倉ビル１Ｆ       森安利恵 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3021534 平成30年12月4日 平成36年3月31日

インドレストランゴダワリ 岡山市中区藤原７２番地２ 273-4040     ＫＡＮＤＥＬ　ＤＨＡＮ　ＰＲＡＳＡＤ 飲食店営業（一般食堂） その他 3021535 平成30年11月13日 平成36年3月31日

岡山御津カントリークラブアウト６番茶店 岡山市北区御津矢知８６５番地７ 724-1121 代表取締役 福岡愼二 ㈱岡山御津カントリークラブ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3021553 平成30年11月15日 平成35年11月30日

岡山御津カントリークラブイン１５番茶店 岡山市北区御津矢知８６５番地７ 724-1121 代表取締役 福岡愼二 ㈱岡山御津カントリークラブ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3021554 平成30年11月15日 平成35年11月30日

岡山御津カントリークラブクラブハウス内レストラン 岡山市北区御津矢知８６５番地７ 724-1121 代表取締役 福岡愼二 ㈱岡山御津カントリークラブ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3021555 平成30年11月15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
ｃｏｍｉｃ　ｓａｌｏｎ　ＧＩＦＴ 岡山市北区田町一丁目１２番５号伊藤ビル２Ｆ       森本高司 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3021559 平成30年11月15日 平成36年6月30日

牛角岡山駅前店 岡山市北区錦町６番１７号アウルスタイル錦町Ⅱ３Ｆ 233-8929 代表取締役 金本珠美 ㈲万歩書店 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 3021590 平成30年12月4日 平成36年2月29日

梅ごころ 岡山市東区瀬戸町瀬戸４２７番地６ 952-5539     谷和正 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3021591 平成30年11月22日 平成36年4月30日

Ｇｅｌａｔｅｒｉａ　Ｌａ　Ｎａｖｅ 岡山市北区駅前町一丁目８番１８号イコットニコット２Ｆ 224-2525 代表取締役 石橋尚 ㈱ＡＬＥＴＴＡ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3021592 平成30年11月21日 平成36年2月29日

カレー屋食堂 岡山市北区内山下一丁目８番２１号エバーグリーン内山下１Ｆ１０１号 230-1410     西原孝志 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3021623 平成30年12月4日 平成36年7月31日

食堂ごん 岡山市中区平井五丁目４番２５号       植田美樹 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3021629 平成30年11月20日 平成36年10月31日

中華料理蔦福 岡山市北区柳町二丁目１番７号ラポールビル２F２０２号       福田晃久 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 3021630 平成30年11月20日 平成36年2月29日

ジョリーパスタ岡山平島店 岡山市東区東平島１４２４番地１３ 238-5750 代表取締役社長 堤秀一 ㈱ジョリーパスタ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3021637 平成30年11月22日 平成36年4月30日

ＡＯＢＡ 岡山市北区内山下一丁目１５番１０号 206-4740 代表取締役 乙倉慎司 ㈱１０００ｎ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3021642 平成30年12月20日 平成36年7月31日

セレブロ 岡山市北区表町三丁目５番１５号１Ｆ 231-1887     池口康之 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3021662 平成30年11月27日 平成36年7月31日

ごはん処かつ庵岡山平島店 岡山市東区東平島１４２１番地１ 230-0905 代表取締役 中村重貴 ㈱中四国すき家 飲食店営業（一般食堂） その他 3021663 平成30年11月22日 平成36年4月30日

ＭＥＲＣＩ　ＭＯＮＣＨＥＲ 岡山市北区駅前町一丁目８番１８号イコットニコット１Ｆ 201-0130 代表取締役 金美花 ㈱Ｍｏｎｃｈｅｒ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3021680 平成30年11月27日 平成36年2月29日

１５１８珈琲小橋町店 岡山市中区小橋町一丁目７番２号 271-1807     佐藤幸男 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3021687 平成30年12月4日 平成36年3月31日

浜堂岡山 岡山市北区丸の内一丁目１４番１０号 221-3800 代表取締役 吉武大三郎 ㈲三創工業 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3021694 平成31年1月8日 平成36年7月31日

塩胡椒 岡山市北区神田町二丁目４番３２号       掛川大輔 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3021703 平成30年11月29日 平成36年5月31日

４００℃　ＦＡ　ＮＩＥＮＴＥ 岡山市北区富田町二丁目２番１６号２F       河本昌樹 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3021710 平成30年11月29日 平成36年2月29日

焼肉ぐりぐり家青江店 岡山市北区青江一丁目１３番８号 206-1429 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） 3021725 平成30年12月6日 平成36年5月31日

ＲＩＳＥＹＡ 岡山市北区中央町８番７号エスプリ大雲寺１Ｆ 230-3877 代表取締役 頼正修子 ㈱ＳＲインターナショナル 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3021727 平成30年12月6日 平成36年6月30日

ｃａｆｅ　ｍｏｎｉ 岡山市北区本町１０番２２号本町ビル１Ｆ－Ｂ 231-5455     福原和直 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3021749 平成30年12月6日 平成36年2月29日

Ｏｓｔｅｒｉａ　ｌａ　Ｒｉｃｅｔｔａ 岡山市北区田町二丁目１番３号ＢＯＳＣＯ２F 206-6220     田中駿 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 3021767 平成30年12月13日 平成36年6月30日

Ｃａｆｅ ｄｅ ｊｏｕ ｊｏｕ 岡山市北区表町二丁目７番７号 223-1019     藤村勇夫 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3021769 平成30年12月6日 平成36年7月31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 代表取締役 同前敦史 ㈱どう前 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 3021835 平成30年12月18日 平成36年6月30日

どんどん亭大元店 岡山市北区西古松２５２番地１０５ 243-4129 代表取締役 三宅勤 ㈱ナショナルフーズ 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 3021847 平成30年12月20日 平成36年5月31日

てんとう虫横丁屋台村Ｄ 岡山市北区吉備津２１９８番地   代表取締役 田中啓子 ㈱三宝企画 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3021885 平成30年12月20日 平成36年11月30日

魚国総本社・岡山市２８７４９ 岡山市北区中央町６番２号アルファリビング岡山西川緑道公園２Ｆ   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） 3021888 平成31年3月14日 平成36年6月30日

表町桃太郎ジム 岡山市北区表町二丁目６番６４号雷電館３Ｆ 237-2111 代表取締役 古市大蔵 ㈱前津屋 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3021903 平成30年12月25日 平成36年7月31日

奥市食堂 岡山市中区奥市３番３３号       鈴木一成 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 3021905 平成30年12月25日 平成36年3月31日

やよい軒岡山新保店 岡山市南区新保１１２４番地１ 223-6639 代表取締役 塩井辰男 ㈱プレナス 飲食店営業（一般食堂） その他 3021908 平成31年2月7日 平成36年9月30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号今８丁目７０ビル１Ｆ 805-1088 代表取締役 青山茂 センターミール㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 3021919 平成30年12月25日 平成36年1月31日

焼肉カナリヤ 岡山市南区下中野６３番地３ 222-9350 代表取締役 山口博史 ㈱カナリヤ 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 3021937 平成31年1月8日 平成36年9月30日

ドチェチェ 岡山市北区駅元町２７番１５－２号 254-0629     二宮保志 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3021940 平成31年1月10日 平成36年1月31日

米粉パン専門店大元工房 岡山市北区野田二丁目１０番１５号 238-1180 代表取締役 田中満 ㈱エムワン 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3021941 平成31年1月10日 平成36年5月31日

Ｃｒｏｓｓ　Ｔａｌｋ　英会話カフェ＆バー 岡山市北区丸の内一丁目１３番１２号小野ビル２F       安西智哉 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3021949 平成31年1月10日 平成36年7月31日

あたらしや 岡山市南区妹尾３４２番地２   代表取締役 永山辰巳 ㈱亜度 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3021959 平成31年1月15日 平成36年9月30日

きたや 岡山市北区葵町１番２８号       小西君代 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 3021960 平成31年1月10日 平成36年1月31日

ミルクト 岡山市東区東平島１２６４番地１ 297-7736     金子英正 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3021979 平成31年1月10日 平成36年4月30日

鰆 岡山市北区京町３番３号１F   代表取締役 劉華霖 紅葉国際貿易㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他 3021993 平成31年1月31日 平成36年5月31日

古民家Ｄｉｎｉｎｇ薩摩きりさめ屋 岡山市東区浦間８９６番地２ 297-7221     和田剛 飲食店営業（一般食堂） その他 3022012 平成31年1月15日 平成36年4月30日

焼肉たまや岡南店 岡山市南区千鳥町２８番５号 263-3100 代表取締役 畑中泰 ㈱玉屋 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 3022013 平成31年1月17日 平成36年12月31日

ちゅんちゅん 岡山市北区表町一丁目７番５５号       岡村春美 飲食店営業（一般食堂） その他 3022025 平成31年1月17日 平成36年7月31日

かつ庵岡山平島店 岡山市東区東平島１４２１番地１ 230-0905 代表取締役 清川信一郎 ㈱かつ庵 飲食店営業（一般食堂） その他 3022027 平成31年1月22日 平成36年4月30日

学生会館Ｆｌｅｕｒ　ｄｅ　ｃｅｒｉｓｉｅｒ（フルール・ド・スリジェ） 岡山市北区柳町二丁目５番９号   代表取締役 大西光国 ㈱ジェイ・エス・ビー・フードサービス 飲食店営業（一般食堂） その他（社食・寮食） 3022028 平成31年3月26日 平成37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
加藤商店 岡山市北区富田町一丁目９番１７号富田町共同ビル１F       中山幸治 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3022092 平成31年1月24日 平成36年2月29日

木造ホーム㈱小川建美岡山店 岡山市中区平井一丁目１３番４５号   代表取締役 小川賢一 木造ホーム㈱小川建美 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3022106 平成31年2月21日 平成36年10月31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 代表取締役 高瀬心輔 ㈱ＯＴＫＣ 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 3022131 平成31年1月31日 平成36年6月30日

安花里 岡山市北区東花尻４７番地５       安原佑哲 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 3022132 平成31年1月31日 平成36年1月31日

白桃館 岡山市北区表町二丁目３番５５号カーサあくら通り１Ｆ１０１号   代表取締役 吉冨一徳 いっとく屋㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3022149 平成31年2月12日 平成36年7月31日

やきそばはらだ 岡山市北区鹿田町一丁目３番２号       原田茂昌 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3022155 平成31年2月4日 平成36年5月31日

大建工業株式会社社員食堂 岡山市南区海岸通二丁目５番８号岡山営業所棟１Ｆ 262-1143 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） 3022156 平成31年2月26日 平成36年12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 代表社員 梁健 合同会社ＬＪ友家 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 3022157 平成31年1月31日 平成36年1月31日

鮨　馬戸 岡山市北区柳町一丁目７番３号ＳＰ岡山柳町ビル１Ｆ１０１号 233-7858 代表社員 馬戸正貴 合同会社鮨馬戸 飲食店営業（一般食堂） すし料理 3022166 平成31年2月5日 平成36年2月29日

鉄板あらた 岡山市北区田町二丁目１３番１０号岡田ビル１F１０２号 230-2515     丸本孝一郎 飲食店営業（一般食堂） その他 3022178 平成31年2月14日 平成36年6月30日

カラオケスタジオマイナー 岡山市北区幸町２番２２号 223-1996     國富照正 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3022196 平成31年2月7日 平成36年2月29日

１０３ＨＯＵＳＥ 岡山市東区城東台南一丁目５番６号       富田勉司郎 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3022223 平成31年2月19日 平成36年4月30日

鉄板前川 岡山市北区錦町８番２３号野形ビル１Ｆ１０２号 201-8899 代表取締役 前川洋輔 ㈱ＹＭＣ 飲食店営業（一般食堂） その他 3022234 平成31年2月12日 平成36年2月29日

ｍｏｒｅ　ｆｒｕｉｔｓ 岡山市北区奉還町三丁目７番１６号       橘将太 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3022241 平成31年2月7日 平成36年7月31日

ビッグエコー岡山本町店 岡山市北区本町３番２３号１Ｆ   代表取締役 保志忠郊 ㈱第一興商 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3022245 平成31年2月19日 平成36年2月29日

深夜宮殿 岡山市北区石関町５番１６号 226-0029 代表取締役 新免弥治 ㈱ＵＣ英雄本色 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 3022295 平成31年2月14日 平成36年2月29日

町田商店岡山平井店 岡山市中区平井七丁目１番２号   代表取締役 田川翔 ㈱ギフト 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3022297 平成31年2月26日 平成36年10月31日

にぎり処貫太のすし 岡山市北区柳町一丁目６番１号 230-5969 代表取締役 池田賢 ㈱マリンポリス 飲食店営業（一般食堂） すし料理 3022350 平成31年2月28日 平成36年2月29日

かじ　Ｃｕｒｒｙ 岡山市北区表町一丁目６番５６号オレンジビル１F１０１号       梶原大資 飲食店営業（一般食堂） その他 3022351 平成31年3月7日 平成36年7月31日

讃岐の男うどん能勢鹿田店 岡山市北区鹿田町一丁目１番１６号 289-5254     能勢優美 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3022353 平成31年2月26日 平成36年5月31日

ＷＥＳＴＧＡＴＥ　ＣＯＦＦＥＥ風をあつめて 岡山市北区奉還町一丁目２番１５号   代表取締役 友次雅紀 ㈱ＲＹＵＧＡ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3022355 平成31年2月26日 平成37年1月31日

ａｎｓｏｒｏｚｙ 岡山市南区築港新町二丁目４番５号       小山詩子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3022375 平成31年2月26日 平成36年12月31日

ピザハット津島店 岡山市北区津島南一丁目１番２１号   代表取締役 田部長右衛門 ㈱田部 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3022384 平成31年2月28日 平成36年7月31日

スターバックスコーヒー岡山中仙道店 岡山市北区中仙道一丁目４番１３号 363-1271 代表取締役 水口貴文 スターバックスコーヒージャパン㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3022386 平成31年2月26日 平成37年1月31日

古民家カフェ桃源郷 岡山市北区表町二丁目７番１５号 201-1128 代表取締役 成廣義武 ㈱桃源郷 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3022394 平成31年3月12日 平成36年7月31日

炭火焼肉壱番 岡山市中区長利２５６番地１ 897-6443 代表取締役 綾田詠次 ㈱Ａｙａｔａ　ｆｏｏｄ　ａｓｓｉｓｔ 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 3022395 平成31年2月28日 平成36年3月31日

カフェ・ド・アラローム 岡山市東区西大寺中二丁目８番１２号2F 943-6268     根木友道 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3022396 平成31年2月26日 平成36年4月30日

岡山市立野谷小学校 岡山市北区栢谷２５９番地１ 294-3609 代表取締役 野々村充教 ウオクニ㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 3022402 平成31年3月28日 平成36年11月30日

日本料理いし田 岡山市中区門田屋敷一丁目１０番１８号㈱セレマ門田屋敷シティホール２F・３F 201-4442 代表取締役 石田敏子 ㈱いし田 飲食店営業（一般食堂） その他 3022409 平成31年2月26日 平成36年3月31日

又来軒岡山ロッツ店 岡山市北区中山下一丁目１１番５４号岡山ロッツ２Ｆ 222-1288 代表取締役 高橋民雄 ㈲ゆうらい公司 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 3022418 平成31年2月28日 平成36年6月30日

岡山リハビリテーション病院シダックス事業所 岡山市中区倉田５０３番地１   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） 3022423 平成31年3月26日 平成36年10月31日

ももたろう食堂 岡山市北区津高６３４番地１０ 363-1553 代表理事 柴田久美子 一般社団法人なごみの里 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3022425 平成31年3月5日 平成36年11月30日

岡山中央病院職員食堂 岡山市北区伊島北町６番３号 252-3221 理事長 金重哲三 社会医療法人鴻仁会 飲食店営業（一般食堂） その他（社食・寮食） 3022435 平成31年3月14日 平成36年7月31日

サンマルクカフェ原尾島店 岡山市中区東川原２３９番地１ 272-5309 代表取締役社長 藤井大祐 ㈱サンマルクカフェ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3022446 平成31年3月19日 平成36年3月31日

Ｍｉｌｌｉｏｎ 岡山市北区田町二丁目１０番１２号１Ｆ       柏野義人 飲食店営業（一般食堂） その他 3022459 平成31年3月7日 平成36年6月30日

ＭＥＲＨＡＢＡ 岡山市北区中山下一丁目７番２７号       ハルマンイジサーカン 飲食店営業（一般食堂） その他 3022473 平成31年3月7日 平成36年6月30日

手打そば柚子彦 岡山市北区京橋町１番１０号 223-1560     入江泰幸 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3022489 平成31年3月12日 平成36年7月31日

社会福祉法人恩賜財団済生会支部岡山県済生会吉備病院 岡山市北区高松原古才５８４番地１ 287-8655 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） 3022490 平成31年3月14日 平成36年11月30日

株式会社アール・ケアデイサービスセンターアルフィック東川原厨房 岡山市中区東川原１６０番地１ 206-1550 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） 3022491 平成31年3月12日 平成36年3月31日

岡山ラーメンマッピングランド 岡山市北区駅前町一丁目８番１８号イコットニコット１Ｆ 226-1433 代表取締役社長 古賀健一 ㈱大和研装社 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3022494 平成31年3月12日 平成37年2月28日

マスカットファクトリー 岡山市北区駅前町一丁目８番１８号イコットニコット１Ｆ 226-1433 代表取締役社長 古賀健一 ㈱大和研装社 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3022495 平成31年3月12日 平成37年2月28日

ミートカレッジ 岡山市北区駅前町一丁目８番１８号イコットニコット１Ｆ 226-1433 代表取締役 千原行喜 ㈲新広島企画 飲食店営業（一般食堂） その他 3022496 平成31年3月12日 平成37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
岡山中央病院サテライトキッチン 岡山市北区伊島北町６番３号Ｂ１Ｆ 252-3221 理事長 金重哲三 社会医療法人鴻仁会 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 3022503 平成31年3月14日 平成36年7月31日

デイサービス笠井の里 岡山市北区畑鮎１１７番地 228-0725 代表取締役 片山順夫 統合医療ビジネス㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3022505 平成31年3月12日 平成36年11月30日

アートスペースキューレーション 岡山市東区可知二丁目３番２４号 943-5705     尾関瞳 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3022506 平成31年3月12日 平成36年4月30日

カラオケ喫茶　わ 岡山市北区御津中山１３３番地４       大橋民子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3022518 平成31年3月26日 平成36年11月30日

Ｓｅｒｅｎｏ　ｄｉ　ｐｒｉｍａｖｅｒａ 岡山市東区西大寺中二丁目８番１２号１F 942-2602     根木康晴 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 3022529 平成31年3月14日 平成36年4月30日

中国家庭料理大蓮香 岡山市北区奥田本町１６番２８号 236-1320     刘穎 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 3022530 平成31年3月14日 平成36年5月31日

ピッツェリア　マル屋 岡山市北区建部町福渡８２０番地７ 722-0273     ジェノニ　マルコ 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 3022531 平成31年3月19日 平成36年11月30日

㈱山茂宮浦荘事業所 岡山市南区宮浦２０９番地１ 267-1000 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） 3022532 平成31年3月19日 平成36年9月30日

ケアホームきずな 岡山市南区平福二丁目１番３５号 239-8600 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） 3022551 平成31年3月28日 平成36年12月31日

株式会社ジュテーム 岡山市北区絵図町１番４０号 251-1194 代表取締役 下西誠 ㈱ジュテーム 飲食店営業（一般食堂） その他 3022552 平成31年3月19日 平成36年7月31日

魚国総本社・岡山市２８９８２ 岡山市北区野田三丁目８番８号アルファリビング岡山野田１F 246-0600 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） 3022553 平成31年3月19日 平成36年5月31日

魚国総本社・岡山市２８９８１ 岡山市北区昭和町１１番２１号アルファリビング岡山駅西１F 254-2626 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） 3022554 平成31年3月19日 平成37年1月31日

魚国総本社・岡山市28980 岡山市中区浜一丁目１１番４号アルファリビング岡山後楽園１F 272-9933 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） 3022555 平成31年3月28日 平成36年3月31日

中国学園大学光風寮 岡山市北区庭瀬１２１番地３   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） 3022564 平成31年3月19日 平成37年1月31日

中国学園大学カフェテラス 岡山市北区庭瀬８３番地   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） 3022565 平成31年3月19日 平成37年1月31日

中国学園大学第一食堂 岡山市北区庭瀬８３番地   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） 3022566 平成31年3月19日 平成37年1月31日

学園食堂 岡山市北区理大町１番１号   代表取締役 原田広子 ㈲聖原田 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3022568 平成31年3月26日 平成36年11月30日

ＴＨＥ　ＣＯＦＦＥＥ　ＢＡＲ　大供本町店 岡山市北区大供本町７０８番地８   代表取締役 木下尚之 ㈱キノシタショウテン 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3022595 平成31年3月26日 平成36年5月31日

ＴＨＥ　ＣＯＦＦＥＥ　ＢＡＲ　リットシティ店 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 木下尚之 ㈱キノシタショウテン 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3022596 平成31年3月26日 平成37年1月31日

小腹別腹工房 岡山市東区瀬戸町観音寺６１５番地       木下直美 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3022597 平成31年3月19日 平成36年4月30日

焼肉やまと 岡山市東区西大寺上二丁目９番７号 238-5129 代表取締役 川﨑宣孝 ㈱ＩＰＰＯ 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 3022610 平成31年3月26日 平成36年4月30日

岡山市立第一藤田小学校㈱レパスト事業所 岡山市南区藤田３４９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） 3022611 平成31年3月28日 平成36年9月30日

Ｃｕｒｒｙ　ＮａＮａ 岡山市北区奥田一丁目９番２４号 234-1177     平林大 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3022636 平成31年3月22日 平成36年5月31日

おはな食堂 岡山市北区関西町３番５号 897-5540 理事 中山遼 ＮＰＯ法人あかね 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3022637 平成31年3月22日 平成37年1月31日

公益財団法人岡山市ふれあい公社南ふれあいデイサービスセンター 岡山市南区福田６９０番地１南ふれあいセンター内 261-0047 理事長 岡崎イツヨ 社会福祉法人泉学園 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 3022651 平成31年3月28日 平成36年12月31日

岡山原尾島食堂 岡山市中区原尾島三丁目１６番８号 272-1854 代表取締役 鶴原和行 ㈱ＮＢＦ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3022655 平成31年3月28日 平成36年3月31日

独立行政法人労働者健康安全機構岡山労災病院 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） 3022657 平成31年3月26日 平成36年12月31日

社会福祉法人恩賜財団済生会支部岡山県済生会養護老人ホーム玉松園 岡山市北区御津金川１２３番地 724-0058 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） 3022658 平成31年3月26日 平成36年11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       岸本奈緒美 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3022660 平成31年3月28日 平成36年10月31日

岡山県立烏城高等学校食堂 岡山市北区伊島町三丁目１番１号   代表取締役 山浦芳樹 ㈱ホーユー 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 3022667 平成31年3月28日 平成36年7月31日

岡山県福祉相談センター食堂 岡山市北区南方二丁目１３番１号 235-4844 代表取締役 山浦芳樹 ㈱ホーユー 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 3022668 平成31年3月28日 平成37年2月28日

ラ・ムー岡山中央店 岡山市北区中井町二丁目５番６１号 224-3950 代表取締役 大賀昭司 大黒天物産㈱ 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 2922613 平成30年4月3日 平成35年11月30日

ラ・ムー岡山中央店 岡山市北区中井町二丁目５番６１号 224-3950 代表取締役 大賀昭司 大黒天物産㈱ 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 2922616 平成30年4月3日 平成35年11月30日

大漁寿し西大寺店 岡山市東区西大寺中野本町９番２３号 230-5277 代表取締役 小郷文男 ㈲大漁 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 3020004 平成30年4月12日 平成35年4月30日

味の吉祥 岡山市北区東古松５０８番地３ 225-6677 代表取締役 髙見尚永 ㈱髙味 飲食店営業（仕出し屋） 仕出し料理 3020010 平成30年4月4日 平成35年5月31日

株式会社ケイフードサービス 岡山市北区尾上１７６４番地８ 259-3855 代表取締役 惠谷龍二 ㈱ケイフードサービス 飲食店営業（仕出し屋） 給食弁当 3020017 平成30年4月12日 平成35年11月30日

ほっかほっか亭高島店 岡山市中区高島新屋敷７０２番地２ 238-2005 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 3020108 平成30年4月24日 平成36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㈱ 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 3020162 平成30年5月1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 代表取締役 田葉井浩人 ㈱ＴＡＢＡＩ 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 3020302 平成30年5月17日 平成35年5月31日

丼丸四つ葉可知店 岡山市東区可知二丁目２番１号 944-1343     金森多恵子 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 3020355 平成30年5月17日 平成36年4月30日

はまや酒舗 岡山市東区西大寺浜１３７番地２８       佐々木一朗 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 3020394 平成30年5月29日 平成36年4月30日

ローソン岡山桜橋三丁目店 岡山市中区桜橋三丁目１番１０号 207-2411     佐々木元太 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 3020472 平成30年7月24日 平成35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
つむぎコッペ 岡山市北区下中野８１１番地 245-7331 代表取締役 石戸紀代美 ㈱笑福屋 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 3020580 平成30年6月14日 平成36年5月31日

ｒｅｖｅ　ｌｅ　ｆｕｔｕｒ 岡山市北区門前３９０番地３   代表取締役 野上雄一 ㈱暁 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 3020651 平成30年6月26日 平成35年11月30日

サンオリーブ 岡山市南区市場一丁目１番関連棟７３番 289-6681 代表社員 乙倉直子 サンオリーブ合同会社 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 3020986 平成30年8月28日 平成35年12月31日

Ｂｉｓｔｒｏ　ｎａ菜 岡山市中区江並７８番地１ 289-6824     池淵学 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 3021189 平成30年10月9日 平成35年10月31日

とれたて岡山産直マルシェ 岡山市東区西大寺門前５４５番地 237-3900 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 3021257 平成30年10月16日 平成36年4月30日

ほっともっと高屋店 岡山市中区高屋２１９番地１ 901-1003 代表取締役社長 塩井辰男 ㈱プレナス 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 3021305 平成30年10月18日 平成36年3月31日

ゆめマート久米 岡山市北区久米１９２番地 242-0040 代表取締役 山西泰明 ㈱イズミ 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 3021355 平成30年11月1日 平成36年1月31日

ほっかほっか亭泉田店 岡山市南区泉田五丁目４番２号 245-5188 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 3021385 平成30年11月1日 平成35年12月31日

焼きたてパン工房岡山西店 岡山市北区久米３１０番地１ 236-7434 代表取締役 青松載録 ㈲スペース今新 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 3021489 平成30年11月15日 平成36年1月31日

ＭＩＭＯＳＡ 岡山市中区徳吉町二丁目１１番１７号       岸真貴 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 3021704 平成30年12月4日 平成36年3月31日

吾妻寿司 岡山市中区原尾島二丁目７番６号 231-0158 代表取締役 難波正治 ㈲吉備の國Ａｚｕｍａ 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 3021922 平成31年1月10日 平成36年3月31日

ほっかほっか亭高柳店 岡山市北区高柳東町１４６番地６ 252-5413 代表取締役 藤原雄士 ㈲マーク 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 3022112 平成31年1月24日 平成36年1月31日

ローソン岡山西大寺中野店 岡山市東区西大寺中野５００番地６ 944-1333     河原信英 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 3022114 平成31年2月19日 平成36年4月30日

ローソン岡山中原店 岡山市北区中原５３９番地 275-9366     近藤宏子 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 3022236 平成31年2月28日 平成36年11月30日

ぼっけぇの 岡山市南区新福一丁目３番４号瀬崎ハイツ１F１０２号 362-7658 代表取締役 歴舎守 ＫＳＲ．Ｃｏｍｐａｎｙ㈱ 飲食店営業（仕出し屋） 仕出し料理 3022374 平成31年2月26日 平成36年12月31日

日本料理いし田 岡山市北区清輝橋三丁目９番１５号㈱セレマ清輝橋シティホール２F 233-4944 代表取締役 石田敏子 ㈱いし田 飲食店営業（仕出し屋） 仕出し料理 3022401 平成31年2月26日 平成36年5月31日

㈱第一食品岡山工場 岡山市南区藤田２６１番地８   代表取締役 小宮秀範 ㈱第一食品 飲食店営業（仕出し屋） 給食弁当 3022440 平成31年3月7日 平成36年9月30日

大漁寿し奉還町店 岡山市北区奉還町四丁目１１番１９号 254-8889     小山剛央 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 3022504 平成31年3月26日 平成36年7月31日

ほっかほっか亭松崎店 岡山市東区富士見町一丁目２０９番地２ 944-7366     堀家暢晃 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 3022598 平成31年3月22日 平成36年4月30日

山陽セフティ 岡山市北区西長瀬１２０６番地７ 231-7448 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 3020239 平成30年5月8日 平成36年1月31日

Ｗａｓｈ＆Ｓｈｉｎｅ高島店 岡山市中区高島新屋敷７０２番地２ 238-2005 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 3020240 平成30年5月8日 平成36年3月31日

株式会社荒木組 岡山市北区天瀬４番３３号 222-6843 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 3020439 平成30年5月31日 平成35年5月31日

ピュアリティまきび 岡山市北区下石井二丁目６番４１号 232-0511 代表取締役 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 3020955 平成30年8月14日 平成36年2月29日

両備ヘルシーケア 岡山市北区丸の内二丁目１番１０号 235-0800 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 3021312 平成30年10月23日 平成36年7月31日

ピュアリティまきび（２Ｆ） 岡山市北区下石井二丁目６番４１号２Ｆ 232-0511 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 3021685 平成30年11月27日 平成36年2月29日

株式会社ケイフードサービス 岡山市一円   代表取締役 惠谷龍二 ㈱ケイフードサービス 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3020019 平成30年4月12日 平成35年11月30日

Ｗｅｌｃｏｍｅ　Ｋｅｂａｂ 岡山市一円       オルハン　カディル 飲食店営業（特殊形態） 自動車 3020116 平成30年4月17日 平成35年11月30日

イオンモール岡山未来スクエア 岡山市北区下石井一丁目２番１号   代表取締役社長 吉田大助 ㈱ビザビ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3020158 平成30年4月26日 平成36年2月29日

２．１４ＦＡＣＴＯＲＹ 岡山市一円       栢野博江 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3020208 平成30年4月27日 平成35年11月30日

ｍｅｒｃｉ 岡山市一円       森本由美 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3020220 平成30年5月1日 平成35年11月30日

若狭街道郷 岡山市一円       豊島泰純 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3020258 平成30年5月10日 平成35年11月30日

石窯ぱんやｎｉｃｏ 岡山市一円       坂本清秀 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3020429 平成30年5月29日 平成35年11月30日

ＰＡＳＴＥＬＡＲＩＡ 岡山市一円       後藤ルイスミノル 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3020436 平成30年5月31日 平成35年11月30日

咲州武蔵屋 岡山市一円       春名雅宏 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3020461 平成30年6月5日 平成36年1月31日

こだわり讃岐製麺所 岡山市一円       難波安輝子 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3020463 平成30年6月5日 平成36年1月31日

ＢＵＢＢＬＥ　ＳＴＡＲ 岡山市一円       川下憲亮 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3020511 平成30年6月12日 平成36年5月31日

あじさいフーズ 岡山市一円       佐藤望 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3020531 平成30年6月12日 平成35年11月30日

ラ・トゥールーゼーヌ 岡山市一円       ゾッカヤニック 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3020558 平成30年6月14日 平成35年11月30日

お好み焼きレストラン　ベル 岡山市一円   代表取締役 西田和正 ㈱ベル 飲食店営業（特殊形態） 自動車 3020581 平成30年6月14日 平成35年9月30日

三門祭 岡山市一円       内田博文 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3020599 平成30年6月14日 平成36年1月31日

焼き鳥鶴瓶　テント店 岡山市一円       三宅祐一 飲食店営業（特殊形態）   3020612 平成30年6月19日 平成35年11月30日

Ｃａｆｅ&Ｂａｒ　ＤＡＴＣＨ 岡山市一円   代表取締役 友實愛 ㈱ａｍｕｓｅｒ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3020756 平成30年7月5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
Ｃａｆｅ＆ｂａｒ　ｄｏｕｚｅ宝伝海の家 岡山市東区宝伝田坪宝伝海水浴場       柿内慶教 飲食店営業（特殊形態） 季節営業 3020813 平成30年7月12日 平成36年4月30日

ＪＯＭＯＮ　ＦＡＣＴ 岡山市一円       中島優 飲食店営業（特殊形態）   3020839 平成30年7月17日 平成35年7月31日

らすかふぇ２号車 岡山市一円       井上知明 飲食店営業（特殊形態） 自動車 3020865 平成30年7月19日 平成36年4月30日

鮮ＤＯ！エブリイ岡南築港店 岡山市南区築港栄町１２番２０号 250-6799 代表取締役 岡﨑浩樹 ㈱エブリイ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3020868 平成30年7月19日 平成35年12月31日

キッチンカーＰＡＰＹ 岡山市一円   代表取締役 京兼弥生 ㈱京瀬 飲食店営業（特殊形態） 自動車 3020869 平成30年7月19日 平成35年11月30日

韓国料理７７ 岡山市一円       徐薫 飲食店営業（特殊形態） 自動車 3020876 平成30年7月24日 平成36年4月30日

あじまカフェ 岡山市一円       財津二三枝 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3020880 平成30年7月24日 平成35年12月31日

フェアレーン岡山 岡山市一円   代表取締役 李大成 ㈱ＥＷＡＬＵ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3020882 平成30年7月26日 平成36年5月31日

㈲パックマンフーズ 岡山市一円   代表取締役 原田憲典 ㈲パックマンフーズ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3020937 平成30年8月23日 平成35年12月31日

まるかつ堂 岡山市一円       鈴木勝敏 飲食店営業（特殊形態） 自動車 3020975 平成30年8月21日 平成35年11月30日

アドイッスイ 岡山市一円       山﨑昌彦 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3021021 平成30年8月30日 平成35年11月30日

株式会社マリンポリス 岡山市一円   代表取締役 池田賢 ㈱マリンポリス 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3021114 平成30年9月18日 平成36年5月31日

加茂川有害獣利用促進協議会 岡山市一円       二枝茂広 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3021122 平成30年9月20日 平成35年11月30日

やきとり竜鳳１６１９ 岡山市一円   代表取締役 鈴木明治 ㈱全国チェーン竜鳳 飲食店営業（特殊形態） 自動車 3021130 平成30年9月25日 平成35年11月30日

ａｍｉ・ａｍｉｅ 岡山市一円       宮野竜也 飲食店営業（特殊形態） 自動車 3021133 平成30年9月25日 平成36年2月29日

  岡山市一円       松畑光彦 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3021154 平成30年9月27日 平成35年11月30日

花ざかり 岡山市一円   代表取締役 三上伸司 ㈱ブルーム 飲食店営業（特殊形態）   3021218 平成30年10月9日 平成36年5月31日

ベースビーチ 岡山市一円   代表取締役 木本康大 ㈱ファーストディレクションＴＡＫＥＫＩＣＨＩ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3021245 平成30年10月11日 平成35年11月30日

LOLO 岡山市一円       奥平里紗 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3021251 平成30年10月11日 平成35年11月30日

たこ焼きカルチョ 岡山市一円       吉信大介 飲食店営業（特殊形態）   3021268 平成30年10月12日 平成36年9月30日

勅使河原食育農園 岡山市一円       勅使河原克利 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3021306 平成30年10月18日 平成35年11月30日

小腹別腹工房 岡山市一円       木下直美 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3021491 平成30年11月13日 平成36年4月30日

新庄村みふねや 岡山市一円       三船敏一 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3021492 平成30年11月13日 平成35年11月30日

ＰＡＦＦＬＥ４０５ 岡山市一円       早瀬崇仁 飲食店営業（特殊形態） 自動車 3021507 平成30年11月13日 平成35年11月30日

株式会社ビーエムディー 岡山市一円   代表取締役 近藤和子 ㈱ビーエムディー 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3021589 平成30年11月15日 平成35年11月30日

和み 岡山市一円       角田和洋 飲食店営業（特殊形態） 自動車 3021601 平成30年11月20日 平成35年11月30日

やきとり竜鳳（宇都宮８８０あ７４５） 岡山市一円   代表取締役 鈴木明治 ㈱全国チェーン竜鳳 飲食店営業（特殊形態） 自動車 3021631 平成30年11月20日 平成35年11月30日

やきとりなっちゃん 岡山市一円       夏山勝憲 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3021656 平成30年11月22日 平成35年11月30日

吉備レストラン（揚げ物） 岡山市北区今岡４７６番地吉備サービスエリア下り線   代表取締役 福島悌二 岡山ルートサービス㈱ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3021673 平成30年12月4日 平成36年11月30日

坪井商店 岡山市一円 295-0611     坪井美由紀 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3021705 平成30年11月29日 平成35年11月30日

平岡秀慶園有限会社 岡山市一円   代表取締役 平岡秀樹 平岡秀慶園㈲ 飲食店営業（特殊形態）   3021709 平成30年11月29日 平成35年11月30日

  岡山市一円       竹田正樹 飲食店営業（特殊形態）   3021726 平成30年11月29日 平成35年11月30日

美月家 岡山市一円       月城雄哉 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3021731 平成30年12月4日 平成36年11月30日

Ｋｅｎａｖｏ 岡山市一円       シアルデラさおり 飲食店営業（特殊形態） 自動車 3021742 平成30年12月4日 平成36年2月29日

三共水産 岡山市一円   代表取締役 中田隆志 三共水産㈱ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3021806 平成30年12月11日 平成36年11月30日

りんく堂 岡山市一円       横川利恵 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3021821 平成30年12月11日 平成36年2月29日

幸徳堂 岡山市一円       杉原五郎 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3021837 平成30年12月13日 平成36年11月30日

泰庵 岡山市一円       村田泰久 飲食店営業（特殊形態） 自動車 3021880 平成30年12月18日 平成36年1月31日

ＴＯＰ　ＭＯＳＴ　Ｂｉｋｅｒ’ｓ　Ｃａｆｅ 岡山市一円       黒葛登志子 飲食店営業（特殊形態） 自動車 3022026 平成31年1月17日 平成36年11月30日

ＴＡＰＩ 岡山市一円       中西良和 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3022091 平成31年1月22日 平成36年4月30日

ＢＡＳＥ－ＯＮ 岡山市一円 201-0002 代表理事 渡良辨 一般社団法人ＢＡＳＥ－ＯＮ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3022111 平成31年1月24日 平成36年10月31日

ＣＯＲＥ 岡山市一円   代表取締役 星島伸 ㈱ＣＯＲＥ 飲食店営業（特殊形態） 自動車 3022152 平成31年1月31日 平成36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
ＡＯＢＡ 岡山市一円   代表取締役 乙倉慎司 ㈱１０００ｎ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3022158 平成31年1月31日 平成36年7月31日

倉敷うどんぶっかけふるいち 岡山市一円   代表取締役社長 古市了一 ㈱ふるいち 飲食店営業（特殊形態） 自動車 3022173 平成31年2月5日 平成36年11月30日

岡山食材研究所 岡山市一円   代表取締役 原健 ㈲ハラファブリック 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3022174 平成31年2月5日 平成36年11月30日

ナッシュキッチン 岡山市一円       森藤太輔 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3022195 平成31年2月7日 平成36年11月30日

Ｋｉｎ　Ｎｏ　Ｈａｎｅ　金の羽 岡山市一円       羽原宏紀 飲食店営業（特殊形態） 自動車 3022340 平成31年2月14日 平成36年11月30日

無天茶坊 岡山市一円   理事長 青井一展 特定非営利活動法人ここ・からワークスおかやま 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3022354 平成31年2月19日 平成36年11月30日

ソニアエムズスイーツワゴン 岡山市一円       月城征弥 飲食店営業（特殊形態） 自動車 3022376 平成31年2月21日 平成36年11月30日

とののベーコン。 岡山市一円   代表理事 小林侑生 一般社団法人Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ　ｒａｐｐｏｒｔ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3022408 平成31年2月28日 平成36年4月30日

ＳＴＡＲ　ＤＲＥＡＭ 岡山市一円   代表取締役 大西孝和 ＯＳ㈱ 飲食店営業（特殊形態） 自動車 3022458 平成31年3月7日 平成36年11月30日

２５ｃａｆｅ 岡山市一円       野上景子 飲食店営業（特殊形態） 自動車 3022460 平成31年3月5日 平成37年1月31日

倉敷うどんぶっかけふるいち 岡山市一円   代表取締役社長 古市了一 ㈱ふるいち 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3022507 平成31年3月12日 平成36年11月30日

ありがとうファーム 岡山市一円   代表取締役 木庭寛樹 ㈱ありがとうファーム 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3022521 平成31年3月12日 平成36年7月31日

きいろい台所 岡山市一円       柏㟢元子 飲食店営業（特殊形態） 自動車 3022549 平成31年3月14日 平成36年11月30日

パシオン 岡山市一円       佐藤哲治 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3022567 平成31年3月19日 平成36年11月30日

縁カフェ 岡山市一円   代表理事 藤本真理子 特定非営利活動法人まちづかい塾 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3022599 平成31年3月19日 平成36年10月31日

Ｌａｎａｉ　Ｈｕｌａ　Ｓｕｐｐｌｙ　＆　Ｃａｆｅ 岡山市一円       青木貴子 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3022659 平成31年3月26日 平成36年7月31日

おかやま地産地消応援隊 岡山市一円   代表取締役 小野田浩洋 ㈲小野田商店 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3022664 平成31年3月26日 平成36年11月30日

ＣＡＦＥ　ＮＩＣＯ 岡山市北区中山下一丁目８番４５号ＮＴＴクレドビル３F       福原宣子 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3022671 平成31年3月28日 平成36年6月30日

モーニングファーム 岡山市北区下石井一丁目３番１２号アパホテル岡山駅前１Ｆ 236-3111 代表取締役 飯田真一郎 モーニングエース㈱ 飲食店営業（旅館） ホテル 3020891 平成30年8月2日 平成36年2月29日

ハイパーイン岡山 岡山市北区青江一丁目７番３０号－７Ｆ 221-0818 代表取締役 津司道人 ㈱ハイパーアシスト 飲食店営業（旅館） ホテル 3021051 平成30年9月20日 平成36年5月31日

ホテルアベスト　グランデ岡山 岡山市北区駅前町一丁目８番５号イコットニコット７Ｆ 221-3311 代表取締役 松山みさお ㈱アベストコーポレーション 飲食店営業（旅館） ホテル 3021676 平成30年12月4日 平成36年2月29日

ラ・ムー岡山中央店 岡山市北区中井町二丁目５番６１号 224-3950 代表取締役 大賀昭司 大黒天物産㈱ 菓子製造業 その他 2922615 平成30年4月3日 平成35年11月30日

ラ・ムー岡山中央店 岡山市北区中井町二丁目５番６１号 224-3950 代表取締役 大賀昭司 大黒天物産㈱ 菓子製造業 パン 2922617 平成30年4月3日 平成35年11月30日

山陽マルナカ雄町店 岡山市中区雄町１５３番地５ 279-8111 代表取締役 宮宇地剛 ㈱山陽マルナカ 菓子製造業 パン 2922639 平成30年4月3日 平成36年3月31日

パラム 岡山市南区立川町５番２１号       曺ゆき 菓子製造業 洋菓子 2922641 平成30年4月26日 平成35年12月31日

カヌレ専門店ガトーミュール 岡山市北区西古松西町８番２１号１Ｆ 805-1101 代表社員 右手武臣 合同会社カヌレ研究所 菓子製造業 洋菓子 3020090 平成30年4月19日 平成35年5月31日

おかやまベーカリーpｌａｇｅ 岡山市中区倉田６７７番地７ 276-6171     濵岡勝之 菓子製造業 パン 3020111 平成30年4月19日 平成35年10月31日

天満屋岡山店Ｂ１Ｆ晴れの国キッチン食品催事 岡山市北区表町二丁目１番１号株式会社天満屋岡山本店Ｂ１Ｆ晴れの国キッチン 231-7111 代表取締役社長 江國成基 ㈱天満屋 菓子製造業 その他 3020118 平成30年4月19日 平成35年7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㈱ 菓子製造業 パン 3020161 平成30年5月1日 平成35年4月30日

ギャラリー＆カフェ 岡山市北区表町二丁目６番４３号   代表取締役 木庭ひろき ㈱ありがとうファーム 菓子製造業 その他 3020277 平成30年5月10日 平成35年7月31日

さぬきの男うどん揚げうどん工場 岡山市北区野田屋町二丁目１８番１６－１号       能勢憲治 菓子製造業 その他 3020300 平成30年5月17日 平成36年2月29日

ローソン岡山海吉店 岡山市中区海吉１７８５番地２ 277-6880     高都祐果 菓子製造業 その他 3020360 平成30年5月29日 平成35年10月31日

ローソン岡山桜橋三丁目店 岡山市中区桜橋三丁目１番１０号 207-2411     佐々木元太 菓子製造業 その他 3020476 平成30年7月24日 平成35年10月31日

ローソン岡山柳町一丁目店 岡山市北区柳町一丁目１２番１号   代表取締役 安定博子 ㈱マルイチ 菓子製造業   3020483 平成30年6月12日 平成36年2月29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 菓子製造業 洋菓子 3020497 平成30年6月21日 平成35年7月31日

COCO 岡山市南区妹尾８９７番地５       坪井桃奈 菓子製造業 洋菓子 3020500 平成30年6月21日 平成35年9月30日

ニコニコ堂 岡山市北区石関町２番１１４－２号１Ｆ 235-1003 理事長 片山修二 特定非営利活動法人あおぞら会 菓子製造業 洋菓子 3020516 平成30年6月28日 平成36年2月29日

ふくちゃ 岡山市北区高松原古才３１５番地１０ 250-5355 代表取締役 尾﨑弘孝 ㈱リーフエッジ 菓子製造業 洋菓子 3020552 平成30年6月14日 平成35年11月30日

日ノ出Ｆａｃｔｏｒｙ 岡山市中区西川原一丁目３番３８号   代表取締役 梅野和幸 ㈱サウンド・スケッチ 菓子製造業 洋菓子 3020613 平成30年6月21日 平成36年3月31日

ローソン岡山築港新町一丁目店 岡山市南区築港新町一丁目１３番２４号 261-2168 代表取締役 堀田雅裕 ㈲堀田憲一商店 菓子製造業 その他 3020638 平成30年7月10日 平成35年12月31日

Ｌａ　Ｖｉｅ　Ｃｌａｉｒｅ 岡山市南区泉田二丁目１番５０号 230-5263     秋友直子 菓子製造業 その他 3020713 平成30年7月3日 平成35年12月31日

シェ・ミウラ 岡山市南区福富中一丁目５番３５号 263-1107 代表取締役 三浦聡 ㈱シェ・ミウラ 菓子製造業 洋菓子 3020724 平成30年7月5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
アンジェリカ 岡山市北区今四丁目９番３６号 241-8815     北尾健一 菓子製造業 和菓子 3020774 平成30年7月17日 平成36年1月31日

ＰＩＮＥ&ＳＯＮＳ 岡山市北区磨屋町２番８号酒井ビル３Ｆ 224-8883     三枝充 菓子製造業 洋菓子 3020785 平成30年7月19日 平成36年6月30日

セブン－イレブン岡山西市駅前店 岡山市南区西市１０４番地６ 244-0252     難波宏文 菓子製造業 その他 3020928 平成30年8月28日 平成35年9月30日

自然薯パンプキン 岡山市中区江崎５２４番地       片山哲也 菓子製造業 洋菓子 3020934 平成30年8月9日 平成35年10月31日

ｕｐｅｌｋｕｃｈｅｎ 岡山市中区沢田５３６番地１       内座由紀子 菓子製造業 洋菓子 3020951 平成30年8月21日 平成36年3月31日

菓子工房おやつのむし 岡山市北区下伊福上町４番３号ＯＫＡＤＡ４Ｆ４０５号       鈴木由子 菓子製造業 その他 3020966 平成30年8月16日 平成36年1月31日

清月 岡山市東区西大寺中二丁目１４番３１号 942-2305     石原尚忠 菓子製造業 洋菓子 3020982 平成30年8月21日 平成36年4月30日

セブン－イレブン岡山バイパス豊成店 岡山市南区豊成三丁目４番地１０３ 264-5633 代表社員 増田哲朗 合同会社エム・エス企画 菓子製造業 その他 3021009 平成30年8月30日 平成35年12月31日

ｓｗｅｅｔｓ　ｃｏｎｎｅｃｔ　Ｔ－ｃｌｉｐ 岡山市北区下中野３２３番地１０１ 239-9651     髙橋雄二 菓子製造業 洋菓子 3021055 平成30年9月20日 平成36年5月31日

スーパーセンタートライアル東岡山店 岡山市東区藤井２５４番地１ 208-3777 代表取締役 石橋亮太 ㈱トライアルカンパニー 菓子製造業 パン 3021060 平成30年9月11日 平成36年4月30日

Ｍｅｌｏｎ　ｄｅ　ｍｅｌｏｎ　岡山青江店 岡山市北区青江一丁目２３番１５号 222-9220 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 3021092 平成30年9月18日 平成36年5月31日

シャトレーゼ岡山久米店 岡山市北区久米２２８番地 245-1666 代表取締役 須賀豊 ツルカメＯ＆Ｅ㈱ 菓子製造業 洋菓子 3021093 平成30年9月18日 平成36年1月31日

ＧＯＷＤＹ 岡山市南区千鳥町２６番１０号 261-6077 代表取締役 河原久建 岡三フーズサプライ㈱ 菓子製造業 洋菓子 3021096 平成30年10月25日 平成35年12月31日

プレヴナン 岡山市北区本町８番１５号本町プラザ１Ｆ 226-8341 代表取締役 山本和志 ㈱プレヴナン 菓子製造業 洋菓子 3021097 平成30年9月18日 平成36年2月29日

菓子工房しろいねこ 岡山市東区西隆寺１０１０番地 943-2323     北理杏 菓子製造業 洋菓子 3021098 平成30年9月13日 平成36年4月30日

せーちゃんのお菓子所一期一縁 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 菓子製造業 洋菓子 3021120 平成30年9月27日 平成36年7月31日

ホトトギスファームカフェ 岡山市北区津島笹が瀬１番３６号マイヨール１Ｆ１０６号 050-3555-4398 代表取締役 吉原修蔵 ホトトギス㈱ 菓子製造業 洋菓子 3021145 平成30年9月27日 平成36年7月31日

米粉Ｓｗｅｅｔｓ　ＢｒｏｗＮ 岡山市北区今七丁目６番１３号 239-5544     飯間陽平 菓子製造業 回転焼 3021227 平成30年10月25日 平成36年1月31日

パティスリーディアモンテ 岡山市北区奥田本町１２番１３号１Ｆ１０３号       猪原啓太 菓子製造業 洋菓子 3021240 平成30年10月9日 平成36年5月31日

ｓｕｎｎｙ 岡山市北区下石井二丁目２番８号       山下哲史 菓子製造業 パン 3021247 平成30年10月11日 平成36年2月29日

本町コモンズ 岡山市北区本町１０番２２号本町ビル１ＦＡ号   代表取締役 中川啓 スターズインク㈱ 菓子製造業 洋菓子 3021335 平成30年10月30日 平成36年2月29日

ゆめマート久米 岡山市北区久米１９２番地 242-0040 代表取締役 山西泰明 ㈱イズミ 菓子製造業 パン 3021357 平成30年11月1日 平成36年1月31日

コムクレープ岡山問屋町店 岡山市北区問屋町１０番地１０１ 241-6981 代表取締役 赤木政一 ㈱カイタックトレーディング 菓子製造業 その他 3021363 平成30年11月22日 平成36年1月31日

乃が美はなれ岡山本店 岡山市北区中山下一丁目２番１２号桃太郎大通りビル１F 238-6500 代表取締役 中田久雄 ㈱レーベンサクセス 菓子製造業 パン 3021405 平成30年11月6日 平成36年6月30日

良寛奄ひらい 岡山市南区妹尾８５６番地３ 281-5301 代表取締役 平井剛 ㈲菓子処ひらい 菓子製造業 和菓子 3021407 平成30年11月6日 平成36年9月30日

ファミリーマート学南町店 岡山市北区学南町一丁目２番２号 214-3022     重森芳枝 菓子製造業 その他 3021422 平成30年11月6日 平成35年11月30日

ファミリーマート高松稲荷店 岡山市北区高松原古才２５０番地１ 905-0028 代表取締役社長 礒本祐輔 ㈱メリー商店 菓子製造業 その他 3021423 平成30年11月8日 平成35年11月30日

ｍｉｋｏｙｕｒｅ 岡山市北区平野４１４番地２       秋山真弓 菓子製造業 洋菓子 3021435 平成30年11月8日 平成36年1月31日

てんとう虫横丁屋台村Ｂ 岡山市北区吉備津２１９８番地 287-6700 代表取締役 田中啓子 ㈱三宝企画 菓子製造業 その他 3021436 平成30年11月13日 平成35年11月30日

天満屋ハピーズ岡山駅前店 岡山市北区駅前町一丁目８番１８号イコットニコットＢ１Ｆ 230-0333 代表取締役 赤木信浩 ㈱でりかエッセン 菓子製造業 パン 3021470 平成30年11月21日 平成36年2月29日

天満屋ハピーズ岡山駅前店 岡山市北区駅前町一丁目８番１８号イコットニコットＢ１Ｆ 230-0333 代表取締役 野口重明 ㈱天満屋ストア 菓子製造業 洋菓子 3021474 平成30年11月21日 平成36年2月29日

焼きたてパン工房岡山西店 岡山市北区久米３１０番地１ 236-7434 代表取締役 青松載録 ㈲スペース今新 菓子製造業 パン 3021490 平成30年11月15日 平成36年1月31日

Ｒ　Ｂａｋｅｒ岡山駅前店 岡山市北区駅前町一丁目８番１８号イコットニコット２Ｆ 238-1122 代表取締役 石橋尚 ㈱フェイスコーポレーション 菓子製造業 パン 3021512 平成30年11月21日 平成36年2月29日

ＭＥＲＣＩ　ＭＯＮＣＨＥＲ 岡山市北区駅前町一丁目８番１８号イコットニコット１Ｆ 201-0130 代表取締役 金美花 ㈱Ｍｏｎｃｈｅｒ 菓子製造業 洋菓子 3021681 平成30年11月27日 平成36年2月29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     尾﨑雅仁 菓子製造業 その他 3021690 平成30年11月29日 平成36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 226-3200     泉川敏明 菓子製造業 その他 3021763 平成30年12月6日 平成36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 803-2626     泉川敏明 菓子製造業 その他 3021764 平成30年12月6日 平成36年6月30日

ピザハット高島店 岡山市中区中井二丁目１番８号   代表取締役 中村昭一 日本ピザハット㈱ 菓子製造業 洋菓子 3021887 平成30年12月25日 平成36年3月31日

米粉パン専門店大元工房 岡山市北区野田二丁目１０番１５号 238-1180 代表取締役 田中満 ㈱エムワン 菓子製造業 パン 3021942 平成31年1月10日 平成36年5月31日

ローソン岡山楢津店 岡山市北区楢津７８０番地１ 284-4455     太田大介 菓子製造業 その他 3021947 平成31年1月8日 平成36年11月30日

ベーカリーにこ 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 菓子製造業 パン 3021951 平成31年1月8日 平成36年5月31日

ローソン岡山横井上店 岡山市北区横井上２０２番地１ 294-6365     内藤浩二 菓子製造業 その他 3021977 平成31年1月31日 平成36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
Ｂａｋｅ　ｆｏｏｄ 岡山市北区野田屋町一丁目９番１号丸一ビル１Ｆ 206-1462     岩井正美 菓子製造業 その他 3021978 平成31年1月10日 平成36年2月29日

ローソン岡山西大寺中野店 岡山市東区西大寺中野５００番地６ 944-1333     河原信英 菓子製造業 その他 3022115 平成31年2月19日 平成36年4月30日

ローソン後楽園通店 岡山市北区富田町二丁目１２番２０号 224-4220     片岡正文 菓子製造業 その他 3022124 平成31年1月29日 平成36年2月29日

スマイルベーカリーショップ　ニコニコ堂 岡山市北区奉還町二丁目４番１３号 252-7555 理事長 片山修二 特定非営利活動法人あおぞら会 菓子製造業 パン 3022134 平成31年3月12日 平成37年1月31日

森のマルシェ柳川店 岡山市北区中山下一丁目１番１号グレースタワーⅢ１F 201-3400 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 3022137 平成31年2月21日 平成36年6月30日

ローソン岡山中原店 岡山市北区中原５３９番地 275-9366     近藤宏子 菓子製造業 その他 3022237 平成31年2月28日 平成36年11月30日

岡山東支援学校製菓班 岡山市東区宍甘１０１８番地 279-3020 校長 藤井真理子 岡山県立岡山東支援学校 菓子製造業 洋菓子 3022243 平成31年2月7日 平成36年4月30日

岡山モノリス 岡山市北区今三丁目７番２０号 246-7015 代表取締役 荻野洋基 ㈱ノバレーゼ 菓子製造業 その他 3022293 平成31年2月26日 平成37年1月31日

有限会社岡山県農商 岡山市北区中原４５番地１ 275-1115 代表取締役 板橋良樹 ㈲岡山県農商 菓子製造業 その他 3022316 平成31年2月26日 平成36年11月30日

サンマルクカフェ原尾島店 岡山市中区東川原２３９番地１ 272-5309 代表取締役社長 藤井大祐 ㈱サンマルクカフェ 菓子製造業 洋菓子 3022447 平成31年3月19日 平成36年3月31日

もち吉岡山浜店 岡山市中区浜３５６番地１ 271-6311 代表取締役 森田長吉 ㈱もち吉 菓子製造業 和菓子 3022569 平成31年3月26日 平成36年3月31日

もち吉岡山南店 岡山市南区福浜町１６番４２号 261-8005 代表取締役 森田長吉 ㈱もち吉 菓子製造業 和菓子 3022570 平成31年3月26日 平成36年12月31日

パン焼小屋 岡山市北区奥田本町２５番１２号       栗原美由紀 菓子製造業 洋菓子,パン 3022634 平成31年3月20日 平成36年5月31日

株式会社岡山一果 岡山市北区牟佐９３６番地１ 229-1110 代表取締役 平田幸三 ㈱岡山一果 菓子製造業 洋菓子 3022648 平成31年3月26日 平成36年11月30日

一本堂岡山大元店 岡山市北区西古松３２５番地１１２グランツ西古松Ⅰ１F１０１号 242-3154     田原浩平 菓子製造業 パン 3022650 平成31年3月28日 平成36年5月31日

綾錦バームクーヘン 岡山市一円       榎本吉也 菓子製造業（特殊形態）   3020105 平成30年4月16日 平成35年11月30日

フェリヌ．ｄｅ．ｒｉｚ 岡山市一円   代表取締役 河田明記 ＰＵ－ＡＮ企画㈱ 菓子製造業（特殊形態）   3020151 平成30年4月24日 平成35年11月30日

イオンモール岡山未来スクエア 岡山市北区下石井一丁目２番１号   代表取締役社長 吉田大助 ㈱ビザビ 菓子製造業（特殊形態）   3020159 平成30年4月26日 平成36年2月29日

２．１４ＦＡＣＴＯＲＹ 岡山市一円       栢野博江 菓子製造業（特殊形態）   3020209 平成30年4月27日 平成35年11月30日

ラ・トゥールーゼーヌ 岡山市一円       ゾッカヤニック 菓子製造業（特殊形態）   3020369 平成30年5月22日 平成35年11月30日

らすかふぇ２号車 岡山市一円       井上知明 菓子製造業（特殊形態）   3020866 平成30年7月19日 平成36年4月30日

勅使河原食育農園 岡山市一円       勅使河原克利 菓子製造業（特殊形態）   3021024 平成30年9月4日 平成35年11月30日

自然薯パンプキン 岡山市一円       片山哲也 菓子製造業（特殊形態）   3021143 平成30年9月25日 平成35年10月31日

３６’ｓ　Ｃｒｅｐｅ 岡山市一円   代表取締役 小野浩 ㈱オノ 菓子製造業（特殊形態）   3021654 平成30年11月22日 平成35年11月30日

坪井商店 岡山市一円 295-0611     坪井美由紀 菓子製造業（特殊形態）   3021706 平成30年11月29日 平成35年11月30日

美月家 岡山市一円       月城雄哉 菓子製造業（特殊形態）   3021732 平成30年12月4日 平成36年11月30日

Ｄeｕｃｅ　ｃａｆｅ 岡山市一円       岡崎祐希 菓子製造業（特殊形態）   3021916 平成30年12月25日 平成36年11月30日

ＣＯＲＥ 岡山市一円   代表取締役 星島伸 ㈱ＣＯＲＥ 菓子製造業（特殊形態）   3022153 平成31年1月31日 平成36年10月31日

ソニアエムズスイーツワゴン 岡山市一円       月城征弥 菓子製造業（特殊形態）   3022377 平成31年2月21日 平成36年11月30日

ありがとうファーム 岡山市一円   代表取締役 木庭寛樹 ㈱ありがとうファーム 菓子製造業（特殊形態）   3022422 平成31年3月5日 平成36年7月31日

２５ｃａｆｅ 岡山市一円       野上景子 菓子製造業（特殊形態）   3022445 平成31年3月5日 平成37年1月31日

ここな商事 岡山市一円       多賀博子 菓子製造業（特殊形態）   3022548 平成31年3月14日 平成36年11月30日

きいろい台所 岡山市一円       柏㟢元子 菓子製造業（特殊形態）   3022550 平成31年3月14日 平成36年11月30日

さとちゃんちのジャム工場 岡山市南区豊成三丁目２３番１３号 238-0099     佐藤仁彦 缶詰又は瓶詰食品製造業   3020642 平成30年6月21日 平成35年12月31日

株式会社おおもり農園 岡山市中区兼基１０７番地２ 279-8391 代表取締役 大森一弘 ㈱おおもり農園 缶詰又は瓶詰食品製造業   3020798 平成30年7月26日 平成36年3月31日

くぼ農園加工場 岡山市北区御津紙工２６８９番地 726-0511 代表取締役 林賢治 ㈲吉備路オーガニックワーク 缶詰又は瓶詰食品製造業   3021081 平成30年9月13日 平成35年11月30日

有限会社板野酒造場 岡山市北区一宮３５番地 284-1161 代表取締役 板野雄一郎 ㈲板野酒造場 缶詰又は瓶詰食品製造業   3021117 平成30年9月20日 平成35年11月30日

ナップコーポレーション 岡山市南区藤田２５３８番地 296-0808     頭司裕一 缶詰又は瓶詰食品製造業   3021190 平成30年10月4日 平成36年9月30日

地産・地楽たけべ薬師寺 岡山市北区建部町土師方２１３０番地 722-9025     薬師寺林枝 缶詰又は瓶詰食品製造業   3021525 平成30年12月4日 平成36年11月30日

ＭＥＲＣＩ　ＭＯＮＣＨＥＲ 岡山市北区駅前町一丁目８番１８号イコットニコット１Ｆ 201-0130 代表取締役 金美花 ㈱Ｍｏｎｃｈｅｒ 缶詰又は瓶詰食品製造業   3022443 平成31年3月5日 平成37年2月28日

スプラウト浜野店 岡山市南区浜野二丁目１０番４８号   代表取締役 平本真悟 ㈱スプラウト 喫茶店営業 純喫茶 3020071 平成30年4月12日 平成35年12月31日

ｎａｔｕｒｅ 岡山市北区西古松１７６番地３ 259-4678 代表取締役 片山直樹 ㈱ユメル 喫茶店営業 純喫茶 3020230 平成30年5月29日 平成35年5月31日
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五穀蔵岡山 岡山市南区妹尾３４３５番地 281-6601 代表取締役 永原琢朗 キミセ醤油㈱ 喫茶店営業 その他 3020395 平成30年5月24日 平成35年9月30日

セブンイレブン天満屋ＤＰ岡山済生会病院外来センター 岡山市北区伊福町一丁目１７番１８号岡山済生会総合病院附属外来センター１Ｆ   代表取締役社長 江國成基 ㈱天満屋 喫茶店営業 その他 3020943 平成30年8月23日 平成36年7月31日

シェ・ミウラ 岡山市南区福富中一丁目５番３５号 263-1107 代表取締役 三浦聡 ㈱シェ・ミウラ 喫茶店営業 純喫茶 3020984 平成30年8月23日 平成35年12月31日

ａｎｄ　ｋｏｉｋｅｓａｎ－ｎｏ　ｙｏｒｕｃｏｆｆｅｅ 岡山市北区表町二丁目３番９号       小池裕司 喫茶店営業 その他 3021035 平成30年9月6日 平成36年7月31日

敷島堂平井店 岡山市中区平井五丁目６番３２号 276-5800 代表取締役 眞殿昌宏 竹久夢二本舗敷島堂㈱ 喫茶店営業 その他 3021042 平成30年9月6日 平成35年10月31日

敷島堂原尾島店 岡山市中区原尾島三丁目８番２７号 270-0059 代表取締役 眞殿昌宏 竹久夢二本舗敷島堂㈱ 喫茶店営業 その他 3021043 平成30年9月6日 平成36年3月31日

敷島堂西大寺店 岡山市東区西大寺中野３７７番地１ 943-5151 代表取締役 眞殿昌宏 竹久夢二本舗敷島堂㈱ 喫茶店営業 その他 3021044 平成30年9月6日 平成36年4月30日

敷島堂庭瀬店 岡山市北区庭瀬２４１番地１ 239-7455 代表取締役 眞殿昌宏 竹久夢二本舗敷島堂㈱ 喫茶店営業 その他 3021045 平成30年9月6日 平成36年1月31日

敷島堂大元店 岡山市北区西古松西町８番１０１号 245-1059 代表取締役 眞殿昌宏 竹久夢二本舗敷島堂㈱ 喫茶店営業 その他 3021046 平成30年9月6日 平成36年5月31日

米粉Ｓｗｅｅｔｓ　ＢｒｏｗＮ 岡山市北区今七丁目６番１３号 239-5544     飯間陽平 喫茶店営業 その他 3021226 平成30年10月25日 平成36年1月31日

スマイルベーカリーショップ　ニコニコ堂 岡山市北区奉還町二丁目４番１３号 252-7555 理事長 片山修二 特定非営利活動法人あおぞら会 喫茶店営業 純喫茶 3022133 平成31年3月12日 平成37年1月31日

岡山労災病院１ＦＥＶ前 岡山市南区築港緑町一丁目１０番２５号 262-0131 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 3020132 平成30年4月24日 平成35年12月31日

岡山労災病院１Ｆ外来通路 岡山市南区築港緑町一丁目１０番２５号 262-0131 代表取締役 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 3020133 平成30年4月24日 平成35年12月31日

岡山労災病院１Ｆイートイン 岡山市南区築港緑町一丁目１０番２５号 262-0131 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 3020134 平成30年4月24日 平成35年12月31日

オイルワールド岡山東店 岡山市東区沼１３８１番地 223-8231 代表取締役 今泉玄 ネオス㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3020150 平成30年4月24日 平成35年4月30日

安田岡山磨屋町ビル６Ｆ 岡山市北区磨屋町２番５号安田岡山磨屋町ビル６Ｆ   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 3020164 平成30年4月26日 平成35年6月30日

ロイヤルデリカ㈱岡山工場食堂 岡山市東区瀬戸町肩脊１３２０番地３ 908-0014 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3020188 平成30年5月1日 平成35年4月30日

税理士法人石井会計本社1階 岡山市北区今八丁目１１番１０号 201-1211 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 3020190 平成30年5月1日 平成36年1月31日

ビートスイミングクラブ岡山プールロビー 岡山市北区大元一丁目１０番１８号 243-7785 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3020191 平成30年5月1日 平成35年5月31日

天満屋ハピータウン西大寺店従食 岡山市東区西大寺南一丁目２番５号   代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3020192 平成30年5月1日 平成35年4月30日

マルナカ福富店休憩室 岡山市南区福富西二丁目４７４番８号 262-1202 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3020193 平成30年5月1日 平成35年12月31日

オムロンスイッチアンドデバイス㈱１号館１階 岡山市中区海吉２０７５番地 277-6111 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3020194 平成30年5月1日 平成35年10月31日

パナソニック東平島１Ｆ休憩所 岡山市東区東平島１３６０番地 297-3001 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3020195 平成30年5月1日 平成35年4月30日

岡山空港国際線３Ｆ送迎デッキ 岡山市北区日応寺１２７７番地 294-5574 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3020196 平成30年5月1日 平成35年11月30日

協立土建㈱２Ｆ休憩所 岡山市北区幸町６番９号 225-3936 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3020197 平成30年5月1日 平成36年2月29日

北星産業㈱岡山流通センター休憩コーナー 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 3020198 平成30年5月1日 平成35年4月30日

ニューメトロ横井店 岡山市北区横井上２２１番地１ 294-5577 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 3020241 平成30年5月8日 平成35年11月30日

本山学園 岡山市北区大供三丁目２番１８号 223-8872 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 3020242 平成30年5月8日 平成35年5月31日

ホットヨガスタジオロイブ岡山店 岡山市北区神田町二丁目５番２１号   代表取締役 下河原征道 ㈱朋コーポレーション 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 3020243 平成30年5月24日 平成35年5月31日

一般財団法人積善会(エスパスリーブル) 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 3020289 平成30年5月10日 平成35年5月31日

くすりのレデイ西大寺店 岡山市東区金岡西町１０１番地１ 201-1356 代表取締役 三橋信也 ㈱レデイ薬局 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 3020310 平成30年5月22日 平成36年4月30日

くすりのレデイＯｋａｎａｋａ津高店 岡山市北区横井上８３番地３エブリイＯｋａｎａｋａ津高１Ｆ 230-7525 代表取締役 三橋信也 ㈱レデイ薬局 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 3020311 平成30年5月22日 平成35年11月30日

新鮮市場きむら福成店 岡山市南区福成三丁目３番２１号 265-7000 代表取締役 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 3020370 平成30年5月22日 平成35年12月31日

きむら岡山大供店 岡山市北区大供本町７０５番地２ 226-6000 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 3020371 平成30年5月22日 平成35年5月31日

宇野自動車株式会社従業員喫煙室 岡山市北区表町二丁目３番１８号 225-3311 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 3020372 平成30年5月22日 平成35年7月31日

㈱滝澤鉄工所第一工場休憩所 岡山市北区撫川９８３番地 293-6111 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3020440 平成30年5月31日 平成36年1月31日

佐山ゴルフガーデン 岡山市北区佐山７８１番地 284-7707 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3020441 平成30年5月31日 平成35年11月30日

㈱はやし東岡山店 岡山市中区兼基１６７番地１ 208-3700 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3020442 平成30年5月31日 平成36年3月31日

㈱カーセンターカワサキ 岡山市北区白石東新町２番地１０３ 251-4554 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3020443 平成30年5月31日 平成36年1月31日

一般財団法人積善会（基礎講義実習棟１F） 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 3020452 平成30年6月5日 平成36年5月31日

スポーツクラブジョイフィット岡山奥田 岡山市北区奥田二丁目１番１０号 221-5811 代表取締役 渡邊俊文 ㈱スポーツアンドジョイ 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 3020471 平成30年6月7日 平成36年5月31日

スポーツクラブジョイフィット岡山高屋 岡山市中区高屋３０８番地１ 271-7790 代表取締役 渡邊俊文 ㈱スポーツアンドジョイ 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 3020477 平成30年6月7日 平成36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
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 3020559 平成30年6月14日 平成36年3月31日

カーブスマルナカ平井 岡山市中区倉田６１１番地１ 276-5888 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） 3020615 平成30年6月19日 平成35年10月31日

岡山市立幸町図書館 岡山市北区幸町１０番１６号 234-5188 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 3020649 平成30年6月21日 平成36年2月29日

岡山刑務所庁舎１F職員用 岡山市北区牟佐７６５番地 229-2531 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 3020650 平成30年6月21日 平成35年11月30日

㈱ハローズ庭瀬店 岡山市北区平野１１００番地１ 292-3888 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3020669 平成30年6月26日 平成36年1月31日

㈱ハローズ東岡山店 岡山市中区長岡４５５番地１ 279-9086 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3020670 平成30年6月26日 平成36年3月31日

㈱ハローズ妹尾店イートイン 岡山市南区妹尾１３８７番地１ 281-8786 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3020671 平成30年6月26日 平成35年9月30日

㈱オカネツ工業㈱NO．１ 岡山市東区九蟠１１１９番地１ 948-3981 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3020672 平成30年6月26日 平成36年4月30日

オカネツ工業㈱食堂階段下 岡山市東区九蟠１１１９番地１ 948-3981 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3020673 平成30年6月26日 平成36年4月30日

オカネツ工業㈱本工場入口 岡山市東区九蟠１１１９番地１ 948-3981 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3020674 平成30年6月26日 平成36年4月30日

㈱両備システムズ本社４棟２F 岡山市南区豊成二丁目７番１６号 264-0111 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 3020675 平成30年6月26日 平成35年12月31日

両備フェリー待合NO．２ 岡山市中区新築港９番１号 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 3020676 平成30年6月26日 平成35年10月31日

淵本重工業㈱岡山工場 岡山市北区今保７６番地 241-5126 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3020677 平成30年6月26日 平成36年1月31日

佐川急便㈱岡山営業所 岡山市南区郡３００６番地 267-3883 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3020678 平成30年6月26日 平成35年9月30日

重井医学研究所付属病院１F待合自販機コーナー 岡山市南区山田２１１７番地 282-5311 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3020679 平成30年6月26日 平成35年9月30日

㈱ニシキ金属 岡山市南区藤田６９３番地 296-6128 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 3020692 平成30年6月26日 平成35年9月30日

ダイヤクリーニング㈱浜店 岡山市中区浜６２０番地２   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 3020703 平成30年6月28日 平成36年3月31日

㈱オアシスＭＳＣ岡山労災病院店 岡山市南区築港緑町一丁目１０番２５号 263-0233 代表取締役社長 大石明 ㈱オアシスＭＳＣ 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3020832 平成30年7月24日 平成35年12月31日

くすりのレデイ海吉店 岡山市中区海吉１８１８番地 206-7550 代表取締役 三橋信也 ㈱レデイ薬局 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 3020895 平成30年8月7日 平成35年10月31日

両備プラッツ藤田店従食 岡山市南区藤田５６０番地２０９ 296-9151 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3020899 平成30年7月31日 平成35年9月30日

パチンコバージン東岡山店スロット 岡山市中区下４９２番地１ 278-9777 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3020900 平成30年7月31日 平成36年3月31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 3020901 平成30年7月31日 平成35年9月30日

両備プラッツ西大寺店 岡山市東区西大寺上一丁目１番４６号 943-3611 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3020902 平成30年7月31日 平成36年4月30日

コープ岡山本部２Ｆ食堂 岡山市南区藤田５６４番地１７８ 296-6211 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3020903 平成30年7月31日 平成35年9月30日

コープ岡山西大寺店 岡山市東区西大寺上三丁目８番４１号 942-1533 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3020904 平成30年7月31日 平成36年4月30日

ホームセンタータイム西市店　店内 岡山市南区西市５５２番地１ 241-0953 代表取締役 今泉玄 ネオス㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3020948 平成30年8月9日 平成35年9月30日

ヤンマー農機製造㈱工場内 岡山市中区江並４２８番地 276-8115 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 3020961 平成30年8月14日 平成35年10月31日

ヤンマー農機製造㈱第一開発部 岡山市中区江並４２８番地 276-8115 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 3020962 平成30年8月14日 平成35年10月31日

わたなべ生鮮館高松店 岡山市北区門前３７２番地１ 905-0023 代表取締役社長 牧野久 ㈱わたなべ生鮮館 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 3020985 平成30年8月21日 平成35年11月30日

佐川急便株式会社岡山店自販機コーナー 岡山市南区郡３００６番地 267-3883 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3021006 平成30年8月30日 平成35年9月30日

カスタマー建材工業株式会社本社自販機コーナー 岡山市東区東平島１２番地１   代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3021007 平成30年8月30日 平成36年4月30日

エニタイムフィットネス岡山野田店 岡山市北区野田三丁目１番７号 241-1505 代表取締役 日笠光生 ㈱桜梅桃里 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 3021036 平成30年9月6日 平成36年5月31日

エニタイムフィットネス岡山原尾島店 岡山市中区原尾島三丁目２番１１号 230-3320 代表取締役 日笠光生 ㈱桜梅桃里 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 3021037 平成30年9月6日 平成36年3月31日

エニタイムフィットネス岡山福富店 岡山市南区福富西二丁目１８番２３号 236-7090 代表取締役 日笠光生 ㈱桜梅桃里 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 3021038 平成30年9月6日 平成35年12月31日

エネフリ早島インター下り店 岡山市南区妹尾３０９３番地１ 281-2371 代表取締役 茂木司 エネクスフリート㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 3021053 平成30年9月6日 平成35年9月30日

明誠学院高等学校昇降口 岡山市北区津島西坂三丁目５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 3021099 平成30年9月13日 平成36年7月31日

㈱ハピッシュ金川店イートイン 岡山市北区御津宇垣１４８３番地   代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3021100 平成30年9月13日 平成35年11月30日

株式会社ハピッシュ国府市場店 岡山市中区国府市場６０番地４   代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態）   3021101 平成30年9月13日 平成36年3月31日

㈱エステートセイワ 岡山市北区花尻みどり町３番地１０８ 255-0708 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 3021169 平成30年10月2日 平成36年1月31日

コーナンＰＲＯ岡山豊成店 岡山市南区豊成二丁目１１番８号 902-5711 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 3021170 平成30年10月2日 平成35年12月31日

オムロン㈱５号館３階事務所 岡山市中区海吉２０７５番地 277-6111 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3021206 平成30年10月9日 平成35年10月31日

オムロン㈱１号館２Ｆ 岡山市中区海吉２０７５番地 277-6111 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3021207 平成30年10月9日 平成35年10月31日
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㈱グロップ桑野流通センター２Ｆ休憩室 岡山市中区桑野１１６番地１   代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3021208 平成30年10月9日 平成35年10月31日

㈱カーズクラブ 岡山市北区富原３７１２番地１ 255-3445 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3021209 平成30年10月9日 平成35年11月30日

岡山県赤十字血液センターいずみ町１Ｆ待合室 岡山市北区いずみ町３番３６号   代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3021210 平成30年10月9日 平成36年7月31日

北星産業㈱岡山流通センター食堂① 岡山市東区西大寺川口３５０番地１   代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3021211 平成30年10月9日 平成36年4月30日

北星産業㈱岡山流通センター食堂② 岡山市東区西大寺川口３５０番地１   代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3021212 平成30年10月9日 平成36年4月30日

岡山スバル自動車㈱本店 岡山市北区久米３３３番地１ 241-0811 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3021213 平成30年10月9日 平成36年1月31日

西濃運輸㈱岡山支店休憩所 岡山市南区大福１３０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 3021214 平成30年10月9日 平成36年9月30日

㈱天満屋スポーツ＆ジョイ遊プラザテニスクラブ１階 岡山市北区島田本町二丁目６番３５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 3021215 平成30年10月9日 平成36年1月31日

㈱エヌ・シー・ピーエイブルスポーツクラブ岡山 岡山市北区下伊福本町１番３３号 252-3131 代表取締役 丸田茂彦 ㈱エヌ・シー・ピー 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 3021287 平成30年10月16日 平成36年1月31日

ゆめマート久米 岡山市北区久米１９２番地 242-0040 代表取締役 山西泰明 ㈱イズミ 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3021361 平成30年11月1日 平成36年1月31日

ゆめマート久米 岡山市北区久米１９２番地 242-0040 代表取締役 山西泰明 ㈱イズミ 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 3021362 平成30年11月1日 平成36年1月31日

山陽マルナカ平井店 岡山市中区倉田６１１番地１ 276-1160 代表取締役 宮宇地剛 ㈱山陽マルナカ 喫茶店営業（自動販売形態）   3021394 平成30年11月22日 平成36年10月31日

日本赤十字病院健康管理センター４階 岡山市北区青江二丁目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 3021437 平成30年11月8日 平成36年5月31日

岡山交通㈱本社軒下２ 岡山市南区豊成一丁目１４番１２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 3021438 平成30年11月8日 平成35年12月31日

中国学園大学岡山食堂 岡山市北区庭瀬８３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 3021439 平成30年11月8日 平成36年1月31日

株式会社岡山マツダ高屋ショールーム 岡山市中区高屋２９２番地１   代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3021440 平成30年11月8日 平成36年3月31日

サンベルコ升田２ 岡山市東区升田５１９番地１ 948-3608 代表取締役 今泉玄 ネオス㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3021441 平成30年11月8日 平成36年4月30日

㈱ＤＮＰファシリティーサービス住空間マテリアルＮｏ.２ 岡山市北区御津宇垣６４２番地８   代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3021442 平成30年11月8日 平成35年11月30日

旭タクシー㈱ 岡山市北区西古松西町５番５号 241-0426 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 3021556 平成30年11月15日 平成36年5月31日

株式会社天満屋ストア天満屋ハピーズ岡山駅前店 岡山市北区駅前町一丁目８番１８号 230-0333 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） 3021678 平成30年11月27日 平成36年2月29日

パナソニック１棟２棟間西 岡山市東区東平島１３６０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 3021714 平成30年12月4日 平成36年4月30日

パナソニック１棟２棟間東 岡山市東区東平島１３６０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 3021715 平成30年12月4日 平成36年4月30日

両備バス西大寺営業所 岡山市東区西大寺上一丁目１番５０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 3021716 平成30年12月4日 平成36年4月30日

みつ印刷 岡山市北区田益１３０２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 3021717 平成30年12月4日 平成36年11月30日

建部医療福祉専門学校 岡山市北区建部町福渡４０８番地２０   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 3021718 平成30年12月4日 平成36年11月30日

中四国セキスイ工業食堂Ｂ－２ 岡山市東区古都宿１８９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 3021719 平成30年12月4日 平成36年4月30日

下電運輸㈱ 岡山市南区浦安南町５９７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 3021720 平成30年12月4日 平成35年12月31日

佐藤管材 岡山市北区大内田８３０番地２   代表取締役 藤山雄一郎 ナショナル・ベンディング㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3021721 平成30年12月4日 平成36年1月31日

竜操整形外科病院２Ｆ北 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 3021722 平成30年12月4日 平成36年3月31日

敷島製パン関西事業部岡山 岡山市南区妹尾３５００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 3021723 平成30年12月4日 平成36年9月30日

岡山シーアール物流 岡山市北区大内田８２０番地７   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 3021724 平成30年12月4日 平成36年1月31日

カーツ㈱製造本部事務所階段下 岡山市東区西大寺五明３８７番地１   代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3021783 平成30年12月11日 平成36年4月30日

ホテルアベストグランデ岡山７Ｆロビー 岡山市北区駅前町一丁目８番５号イコットニコット７F 226-3311 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3021784 平成30年12月11日 平成36年2月29日

山陽マルナカ平井店従食 岡山市中区倉田６１１番地１   代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3021785 平成30年12月11日 平成36年10月31日

岡山放送㈱岡山１Ｆ階段下 岡山市北区学南町三丁目２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 3021786 平成30年12月11日 平成36年11月30日

シーアール物流㈱岡南第３センター２Ｆ休憩所 岡山市南区築港元町１３番１４号   代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3021787 平成30年12月11日 平成35年12月31日

㈱天満屋ストアハピーズ岡山駅前店 岡山市北区駅前町一丁目８番１８号イコットニコットB1F   代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3021788 平成30年12月11日 平成36年2月29日

小橋工業㈱岡山休憩室 岡山市南区中畦６８４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 3021789 平成30年12月11日 平成36年9月30日

プラザ交通㈱岡山 岡山市中区高屋１３９番地４   代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3021790 平成30年12月11日 平成36年3月31日

株式会社　岡田商運 岡山市中区江崎７０６番地１ 200-1115 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3021792 平成30年12月11日 平成36年10月31日

株式会社　アミパラ 岡山市南区泉田五丁目３番８号 242-4402 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3021793 平成30年12月11日 平成35年12月31日

旭電業第二本社 岡山市北区西市４３０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 3021855 平成30年12月18日 平成36年5月31日



営業所名 営業所所在地 営業所ＴＥＬ 申請者肩書 代表者名 申請者名 業種 種目 許可番号 許可年月日 許可満了日
猿川 岡山市南区当新田４８４番地６   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 3021856 平成30年12月18日 平成35年12月31日

岡山交通西 岡山市北区下伊福本町３番１４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 3021857 平成30年12月18日 平成36年1月31日

青江車輌 岡山市東区升田３７９番地６   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 3021858 平成30年12月18日 平成36年4月30日

大同生命１Ｆ 岡山市北区蕃山町１７番９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 3021859 平成30年12月18日 平成36年2月29日

パソナ岡山１０Ｆ 岡山市北区駅元町１番６号１０Ｆ   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 3021860 平成30年12月18日 平成36年1月31日

スズキ岡山販売大福営業所 岡山市南区古新田１３９５番地１ 282-8811 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 3021909 平成30年12月25日 平成36年9月30日

ヤンマー農機製造㈱岡山工場休憩室 岡山市中区江並４２８番地 276-8121 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3021957 平成31年1月10日 平成36年10月31日

ロイヤルデリカ㈱岡山工場食堂 岡山市東区瀬戸町肩脊１３２０番地３   代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3021958 平成31年1月10日 平成36年4月30日

コミックバスターＩＣＯＴＮＩＣＯＴ岡山駅前店左 岡山市北区駅前町一丁目８番５号ＩＣＯＴＮＩＣＯＴ　B1Ｆ 0856-206-3223 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 3022103 平成31年1月24日 平成36年2月29日

オートステーションR 岡山市南区米倉９１番地 805-2288 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 3022104 平成31年1月24日 平成36年9月30日

コミックバスターＩＣＯＴＮＩＣＯＴ岡山駅前店右 岡山市北区駅前町一丁目８番５号ＩＣＯＴＮＩＣＯＴ　B1Ｆ 0856-206-3223 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 3022105 平成31年1月24日 平成36年2月29日

森のマルシェ柳川店 岡山市北区中山下一丁目１番１号グレースタワーⅢ１F 201-3400 代表取締役 松田久 両備ホールディングス㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3022140 平成31年2月21日 平成36年6月30日

岡山ルートサービス株式会社 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 3022154 平成31年1月31日 平成36年11月30日

中四国セキスイハイム工業㈱岡山② 岡山市東区古都宿１８９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 3022192 平成31年2月7日 平成36年4月30日

東山斎場２F 岡山市中区門田本町二丁目４番１号 272-0154 代表取締役 今泉玄 ネオス㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3022224 平成31年2月7日 平成36年3月31日

両備タクシー今保営業所 岡山市北区今保１６３番地１ 272-1236 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 3022349 平成31年2月19日 平成37年1月31日

菅公学生服株式会社 岡山市北区駅元町１５番１号 898-2560 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 3022379 平成31年2月21日 平成37年1月31日

株式会社ダイメイ・岡山 岡山市北区御津高津１６３０番地１２   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 3022399 平成31年2月28日 平成36年11月30日

東山斎場３Ｆ 岡山市中区門田本町二丁目４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 3022400 平成31年2月28日 平成36年3月31日

ＴＡＫＵＭＩＴＯ 岡山市北区問屋町１５番地１０１ 259-1441 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3022454 平成31年3月7日 平成37年1月31日

岡山電気軌道㈱本社 岡山市北区岡南町一丁目１４番４１号   代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3022455 平成31年3月7日 平成36年5月31日

岡山タクシー㈱本社食堂 岡山市南区豊浜町１１番４７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 3022456 平成31年3月7日 平成36年12月31日

株式会社日進堂岡山支店 岡山市南区西市５８５番地１０ 805-2410 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3022457 平成31年3月7日 平成36年9月30日

株式会社デリカライフ山崎 岡山市南区西市１０１番地２   代表取締役 藤山雄一郎 ナショナル・ベンディング㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3022670 平成31年3月28日 平成36年9月30日

テイカ株式会社岡山工場 岡山市東区西幸西１０７２番地 946-8311 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 3022678 平成31年3月28日 平成36年4月30日

アニメイトカフェキッチンカー 岡山市一円   代表取締役 藤田朋洋 ㈱アニメイトカフェ 喫茶店営業（特殊形態）   3021377 平成30年10月30日 平成35年11月30日

３６’ｓ　Ｃｒｅｐｅ 岡山市一円   代表取締役 小野浩 ㈱オノ 喫茶店営業（特殊形態）   3021655 平成30年11月22日 平成35年11月30日

ＰＡＴＲＩＡ　ＣＯＦＦＥＥ 岡山市一円       庄司朋克 喫茶店営業（特殊形態）   3021669 平成30年11月22日 平成35年11月30日

コーヒーハウスごじとま 岡山市一円       髙本明英 喫茶店営業（特殊形態）   3022057 平成31年1月17日 平成36年11月30日

Ｃａｆｅ＆Ｒｅｎｔａｌ　Ｓｐａｃｅ　Ａｒｅａ２９ 岡山市一円 259-5329 代表取締役 中川正志 ㈱クレオ・ヴァローレ 喫茶店営業（特殊形態）   3022387 平成31年2月26日 平成37年1月31日

ＰＯＲＴＥ　ＣＯＦＦＥＥ（ポルトコーヒー） 岡山市一円       谷村希 喫茶店営業（特殊形態）   3022633 平成31年3月22日 平成36年11月30日

ラ・ムー岡山中央店 岡山市北区中井町二丁目５番６１号 224-3950 代表取締役 大賀昭司 大黒天物産㈱ 魚介類販売業   2922612 平成30年4月3日 平成35年11月30日

㈲太喜水産トライアル東岡山店 岡山市東区藤井２５４番地１ 208-3777 代表取締役 山田真治 ㈲太喜水産 魚介類販売業   3020794 平成30年7月10日 平成36年4月30日

ゆめマート久米 岡山市北区久米１９２番地 242-0040 代表取締役 山西泰明 ㈱イズミ 魚介類販売業   3021360 平成30年11月1日 平成36年1月31日

魚龍 岡山市北区三野本町４番４３号 222-7241     藤谷龍雄 魚介類販売業   3021433 平成30年11月8日 平成35年11月30日

天満屋ハピーズ岡山駅前店 岡山市北区駅前町一丁目８番１８号イコットニコットＢ１Ｆ 230-0333 代表取締役 野口重明 ㈱天満屋ストア 魚介類販売業   3021477 平成30年11月21日 平成36年2月29日

うおや匠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 池田賢 ㈱マリンポリス 魚介類販売業   3021931 平成31年1月10日 平成36年9月30日

パサージュ浜 岡山市中区浜三丁目８番４６号 272-4393 代表取締役 廣川雄一 ㈱ふじうら 魚介類販売業   3021992 平成31年1月10日 平成36年3月31日

㈲太喜水産柳川店 岡山市北区中山下一丁目１番１号グレースタワーⅢ１Ｆ 201-3400 代表取締役 山田真治 ㈲太喜水産 魚介類販売業   3022367 平成31年2月21日 平成36年6月30日

ＦＩＳＨ　WORKS 岡山市北区野田屋町一丁目３番３号163       林久美子 魚介類販売業   3022629 平成31年3月28日 平成37年2月28日

ファミリーマート岡山芳田店 岡山市南区西市１２０番地８ 805-0080     久齋淸禎 魚介類販売業（簡易形態）   3020149 平成30年5月15日 平成35年9月30日

セブンイレブン岡山浦安本町店 岡山市南区浦安本町１３４番地１ 264-2011 代表取締役 仁科文宏 ㈲仁科商店 魚介類販売業（簡易形態）   3020183 平成30年5月24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
ファミリーマート岡山金岡東町店 岡山市東区金岡東町二丁目１５番１号 944-2400     竹田和秀 魚介類販売業（簡易形態）   3020187 平成30年5月29日 平成36年4月30日

生活彩家重井附属病院店 岡山市南区山田２１１７番地 281-6881 代表取締役 北山佑二 金光薬品㈱ 魚介類販売業（簡易形態）   3020308 平成30年5月29日 平成35年9月30日

ローソン岡山海吉店 岡山市中区海吉１７８５番地２ 277-6880     高都祐果 魚介類販売業（簡易形態）   3020363 平成30年5月29日 平成35年10月31日

セブン‐イレブン岡山大元２丁目店 岡山市北区大元二丁目２番１０号 246-3037     上野勝己 魚介類販売業（簡易形態）   3020367 平成30年5月29日 平成35年5月31日

ファミリーマート岡山片岡店 岡山市南区片岡１２０番地１ 363-5611 代表取締役 森本幸久 Ｊ’ｓ　ｆａｍｉｌｙ　ｗｏｒｋｓ㈱ 魚介類販売業（簡易形態）   3020385 平成30年5月24日 平成35年9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 代表取締役 森本幸久 Ｊ’ｓ　ｆａｍｉｌｙ　ｗｏｒｋｓ㈱ 魚介類販売業（簡易形態）   3020389 平成30年5月24日 平成36年4月30日

ローソン岡山桜橋三丁目店 岡山市中区桜橋三丁目１番１０号 207-2411     佐々木元太 魚介類販売業（簡易形態）   3020473 平成30年7月24日 平成35年10月31日

ローソン岡山柳町一丁目店 岡山市北区柳町一丁目１２番１号   代表取締役 安定博子 ㈱マルイチ 魚介類販売業（簡易形態）   3020486 平成30年6月12日 平成36年2月29日

タマヤ 岡山市南区新福二丁目９５７番 236-6180 代表取締役 畑中泰 ㈱玉屋 魚介類販売業（簡易形態）   3020520 平成30年6月19日 平成35年12月31日

スーパードラッグひまわり操南店 岡山市中区平井六丁目１９番３１号 238-5006 代表取締役 梶原秀樹 ㈱ププレひまわり 魚介類販売業（簡易形態）   3020555 平成30年9月6日 平成35年10月31日

セブンイレブン岡山今２丁目店 岡山市北区今二丁目１６番１号 243-7611     小椋隆 魚介類販売業（簡易形態）   3020620 平成30年6月15日 平成36年1月31日

岡山フードサプライズ 岡山市北区青江一丁目７番６号 225-3685     髙木昭宏 魚介類販売業（簡易形態）   3020628 平成30年6月19日 平成36年5月31日

ローソン岡山築港新町一丁目店 岡山市南区築港新町一丁目１３番２４号 261-2168 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）   3020637 平成30年7月10日 平成35年12月31日

セブン-イレブン岡山青江１丁目店 岡山市北区青江一丁目２番１号 225-6144 代表取締役 向井隆 ㈲明泉 魚介類販売業（簡易形態）   3020728 平成30年7月10日 平成36年5月31日

セブン－イレブン岡山下石井２丁目店 岡山市北区下石井二丁目１番１０号 225-0122 代表取締役 石井伸一 ㈲ダイシン 魚介類販売業（簡易形態）   3020770 平成30年7月31日 平成36年2月29日

ら・む～マート岡山伊福町店 岡山市北区伊福町三丁目２６番２０号２番地 898-1710 代表取締役 大賀昭司 大黒天物産㈱ 魚介類販売業（簡易形態）   3020777 平成30年7月24日 平成35年7月31日

セブン－イレブン岡山妹尾西店 岡山市南区妹尾８７９番地１ 281-7366     谷吉淳 魚介類販売業（簡易形態）   3020846 平成30年7月31日 平成35年9月30日

ファミリーマート岡山平井五丁目店 岡山市中区平井五丁目５番１５号 270-5858     秋山裕子 魚介類販売業（簡易形態）   3020922 平成30年9月4日 平成35年10月31日

ファミリーマート岡山倉益店 岡山市中区倉益１７３番地１ 200-3234     秋山巧 魚介類販売業（簡易形態）   3020926 平成30年8月16日 平成35年10月31日

セブン－イレブン岡山西市駅前店 岡山市南区西市１０４番地６ 244-0252     難波宏文 魚介類販売業（簡易形態）   3020931 平成30年8月28日 平成35年9月30日

ＪＥＮＮＡ　ＨＡＰＩＮＯＹ　ＳＴＯＲＥ 岡山市北区奉還町三丁目１５番８号奉還町第１ビル１０６       ＴＡＫＥＵＣＨＩ　ＪＥＮＮＡＬＹＮ　ＴＡＮＧＵＩＬＩＧ 魚介類販売業（簡易形態）   3020960 平成30年8月16日 平成36年7月31日

ファミリーマート岡山瀬戸万富店 岡山市東区瀬戸町万富１８８番地１ 953-0101 代表取締役 小坂修一 ㈲カムコ 魚介類販売業（簡易形態）   3020974 平成30年8月23日 平成36年4月30日

ファミリーマート岡山さい店 271-9839 代表取締役 同前毅 ㈱同前 魚介類販売業（簡易形態）   3020993 平成30年9月11日 平成36年3月31日

セブン－イレブン岡山バイパス豊成店 岡山市南区豊成三丁目４番地１０３ 264-5633 代表社員 増田哲朗 合同会社エム・エス企画 魚介類販売業（簡易形態）   3021011 平成30年8月30日 平成35年12月31日

ファミリーマート岡山桑野店 岡山市中区桑野７２１番地１ 200-1718     竹田和秀 魚介類販売業（簡易形態）   3021020 平成30年9月4日 平成35年10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     増田哲朗 魚介類販売業（簡易形態）   3021239 平成30年10月9日 平成35年12月31日

セブン‐イレブン岡山古都宿店 岡山市東区古都宿２４８番地１ 208-3111 代表取締役 服部俊也 服部興業㈱ 魚介類販売業（簡易形態）   3021272 平成30年11月15日 平成36年4月30日

セブン‐イレブン岡山桑野店 岡山市中区桑野３３５番地１５ 276-8261     近藤佳奈子 魚介類販売業（簡易形態）   3021370 平成30年11月20日 平成36年10月31日

セブン‐イレブン岡山門田屋敷４丁目店 岡山市中区門田屋敷四丁目１番１５号 270-3611 代表取締役 岡﨑薫 ㈲プラスアルファ 魚介類販売業（簡易形態）   3021469 平成30年11月27日 平成36年10月31日

セブン‐イレブン岡山西市店 岡山市南区西市９７番地９ 244-2286     宮本章次 魚介類販売業（簡易形態）   3021516 平成30年12月4日 平成36年9月30日

ローソン岡山楢津店 岡山市北区楢津７８０番地１ 284-4455     太田大介 魚介類販売業（簡易形態）   3021531 平成30年11月27日 平成35年11月30日

セブン-イレブン岡山田町店 岡山市北区田町一丁目３番６号 231-3766     岸田誠治 魚介類販売業（簡易形態）   3021641 平成30年11月27日 平成36年6月30日

セブン-イレブン東岡山店 岡山市中区神下１８０番地１ 278-0226     相賀博文 魚介類販売業（簡易形態）   3021668 平成30年11月27日 平成36年3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     尾﨑雅仁 魚介類販売業（簡易形態）   3021693 平成30年11月29日 平成36年5月31日

ドラッグコスモス東平島店 岡山市東区東平島１４１９番地１ 297-9310 代表取締役 宇野正晃 ㈱コスモス薬品 魚介類販売業（簡易形態）   3021883 平成30年12月25日 平成36年4月30日

ローソン岡山横井上店 岡山市北区横井上２０２番地１ 294-6365     内藤浩二 魚介類販売業（簡易形態）   3021976 平成31年1月31日 平成36年11月30日

おみやげ街道桃太郎 岡山市北区駅元町１番１号JR岡山駅構内２F新幹線コンコース 235-0255 代表取締役 北條裕介 ㈱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）   3021995 平成31年1月22日 平成36年1月31日

ローソン岡山西大寺中野店 岡山市東区西大寺中野５００番地６ 944-1333     河原信英 魚介類販売業（簡易形態）   3022118 平成31年2月19日 平成36年4月30日

ローソン後楽園通店 岡山市北区富田町二丁目１２番２０号 224-4220     片岡正文 魚介類販売業（簡易形態）   3022127 平成31年1月29日 平成36年2月29日

ザグザグ高屋店 岡山市中区高屋３５１番地１ 273-2302 代表取締役 森信 ㈱ザグザグ 魚介類販売業（簡易形態）   3022163 平成31年2月7日 平成36年3月31日

ザグザグ一宮店 岡山市北区一宮８８番地１ 284-9003 代表取締役 森信 ㈱ザグザグ 魚介類販売業（簡易形態）   3022164 平成31年2月5日 平成36年11月30日

ザグザグ奉還町店 岡山市北区奉還町二丁目８番１７号 256-1331 代表取締役 森信 ㈱ザグザグ 魚介類販売業（簡易形態）   3022165 平成31年2月5日 平成37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～マート上道駅前店 岡山市東区上道北方６５８番地１ 208-5220 代表取締役 大賀昭司 大黒天物産㈱ 魚介類販売業（簡易形態）   3022172 平成31年2月19日 平成36年4月30日

セブン－イレブン岡山賞田店 岡山市中区賞田２８８番地１ 275-3665     小林進 魚介類販売業（簡易形態）   3022183 平成31年2月26日 平成36年3月31日

ファミリーマート岡山彦崎店 岡山市南区彦崎３９２番地５ 363-5788 代表取締役 西村義則 ㈱まんきちエフォート 魚介類販売業（簡易形態）   3022200 平成31年2月14日 平成36年9月30日

ファミリーマート岡山内尾店 岡山市南区内尾３０１番地５ 282-9566 代表取締役 西村義則 ㈱まんきちエフォート 魚介類販売業（簡易形態）   3022204 平成31年2月14日 平成36年9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 代表取締役 西村義則 ㈱まんきちエフォート 魚介類販売業（簡易形態）   3022208 平成31年2月14日 平成36年4月30日

ファミリーマート岡山下中野本町店 岡山市北区下中野３３８番地１１９ 805-6155     高橋義治 魚介類販売業（簡易形態）   3022212 平成31年2月26日 平成36年5月31日

ローソン岡山中原店 岡山市北区中原５３９番地 275-9366     近藤宏子 魚介類販売業（簡易形態）   3022240 平成31年2月28日 平成36年11月30日

ザグザグ小山店 岡山市北区小山５２番地１ 905-0015 代表取締役 森信 ㈱ザグザグ 魚介類販売業（簡易形態）   3022427 平成31年3月5日 平成36年11月30日

ザグザグ津高店 岡山市北区津高９１６番地 214-6221 代表取締役 森信 ㈱ザグザグ 魚介類販売業（簡易形態）   3022428 平成31年3月5日 平成36年11月30日

ザグザグ西長瀬店 岡山市北区西長瀬１１８番地１ 805-0345 代表取締役 森信 ㈱ザグザグ 魚介類販売業（簡易形態）   3022429 平成31年3月5日 平成37年1月31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 魚介類販売業（簡易形態）   3022430 平成31年3月7日 平成36年4月30日

ザグザグフレスポ高屋店 岡山市中区高屋３０８番地１ 270-5373 代表取締役 森信 ㈱ザグザグ 魚介類販売業（簡易形態）   3022431 平成31年3月5日 平成36年3月31日

おみやげ街道晴れの国店 岡山市北区駅元町１番１号JR岡山駅構内２Fコンコース 235-1103 代表取締役 北條裕介 ㈱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）   3022439 平成31年3月14日 平成37年1月31日

ザグザグ門田屋敷南店 岡山市中区赤坂本町８番３３号 270-8280 代表取締役 森信 ㈱ザグザグ 魚介類販売業（簡易形態）   3022481 平成31年3月12日 平成36年10月31日

ザグザグ三門店 岡山市北区西崎一丁目９番３８号 214-5788 代表取締役 森信 ㈱ザグザグ 魚介類販売業（簡易形態）   3022482 平成31年3月12日 平成37年1月31日

ザグザグ大元店 岡山市北区大元一丁目１３番１８号 805-1300 代表取締役 森信 ㈱ザグザグ 魚介類販売業（簡易形態）   3022483 平成31年3月14日 平成36年5月31日

ザグザグ福富店 岡山市南区豊成三丁目２２番１８号 902-1339 代表取締役 森信 ㈱ザグザグ 魚介類販売業（簡易形態）   3022484 平成31年3月12日 平成36年12月31日

ザグザグ雄町店 岡山市中区雄町４９２番地１ 208-4311 代表取締役 森信 ㈱ザグザグ 魚介類販売業（簡易形態）   3022485 平成31年3月12日 平成36年3月31日

ザグザグわかば店 岡山市南区若葉町２６番２０号 261-5022 代表取締役 森信 ㈱ザグザグ 魚介類販売業（簡易形態）   3022486 平成31年3月12日 平成36年12月31日

ザグザグ彦崎店 岡山市南区彦崎２９１７番地 363-5633 代表取締役 森信 ㈱ザグザグ 魚介類販売業（簡易形態）   3022487 平成31年3月12日 平成36年9月30日

ザグザグ高島店 岡山市中区清水二丁目８６番３号 207-6121 代表取締役 森信 ㈱ザグザグ 魚介類販売業（簡易形態）   3022488 平成31年3月14日 平成36年3月31日

ドラッグコスモス高島店 岡山市中区高島二丁目１番１４号   代表取締役 横山英昭 ㈱コスモス薬品 魚介類販売業（簡易形態）   3022614 平成31年3月28日 平成36年3月31日

ザグザグ大安寺店 岡山市北区大安寺南町二丁目４番５号   代表取締役 森信 ㈱ザグザグ 魚介類販売業（簡易形態）   3022632 平成31年3月28日 平成37年1月31日

株式会社　暁 岡山市北区門前３９０番地３   代表取締役 野上雄一 ㈱暁 食肉処理業   3020653 平成30年6月26日 平成35年11月30日

総合食品エスイー㈱岡山営業所 岡山市南区若葉町２２番５号 902-2941 代表取締役 西橋浩直 総合食品エスイー㈱ 食肉処理業   3020821 平成30年8月9日 平成35年12月31日

小原庵 岡山市南区若葉町２０番７号ｍｏｍｏビル１Ｆ１０４号       小原佑真 食肉処理業   3021181 平成30年10月2日 平成35年12月31日

イズミ精肉店 岡山市北区大窪１５２番地１       森泉 食肉処理業   3022167 平成31年2月14日 平成36年11月30日

ラ・ムー岡山中央店 岡山市北区中井町二丁目５番６１号 224-3950 代表取締役 大賀昭司 大黒天物産㈱ 食肉販売業   3020138 平成30年5月1日 平成35年11月30日

株式会社Ｋ・Ｋフーズ 岡山市南区新保１０５番地７プレアール新保１０３ 233-5700 代表取締役 河田啓輔 ㈱Ｋ・Ｋフーズ 食肉販売業   3020368 平成30年5月22日 平成35年9月30日

タマヤ 岡山市南区新福二丁目９５７番 236-6180 代表取締役 畑中泰 ㈱玉屋 食肉販売業   3020519 平成30年6月19日 平成35年12月31日

株式会社　暁 岡山市北区門前３９０番地３   代表取締役 野上雄一 ㈱暁 食肉販売業   3020654 平成30年6月26日 平成35年11月30日

肉匠はれ牛 岡山市中区円山８３番地７ラ・ピーヌ円山１Ｆ 200-1129     若林広貴 食肉販売業   3021142 平成30年10月11日 平成35年10月31日

株式会社喜多屋 岡山市北区出石町一丁目２番２７号 222-5298 代表取締役 池元伸二郎 ㈱喜多屋 食肉販売業   3021284 平成30年10月18日 平成36年2月29日

ゆめマート久米 岡山市北区久米１９２番地 242-0040 代表取締役 山西泰明 ㈱イズミ 食肉販売業   3021359 平成30年11月1日 平成36年1月31日

天満屋ハピーズ岡山駅前店 岡山市北区駅前町一丁目８番１８号イコットニコットＢ１Ｆ 230-0333 代表取締役 野口重明 ㈱天満屋ストア 食肉販売業   3021475 平成30年11月21日 平成36年2月29日

ＭＥＡＴ　ＣＯＬＬＥＧＥ 岡山市北区駅前町一丁目８番１８号イコットニコット１Ｆ 201-0005 代表取締役 木村友紀 ㈱Ａｎｉｍｏ 食肉販売業   3021510 平成30年11月27日 平成36年2月29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 食肉販売業   3021848 平成30年12月27日 平成36年4月30日

焼肉たまや岡南店 岡山市南区千鳥町２８番５号 263-3100 代表取締役 畑中泰 ㈱玉屋 食肉販売業   3022366 平成31年2月21日 平成36年12月31日

ひだやセントラルキッチン 岡山市北区奥田本町６番１２号   代表取締役 緋田幸生 ㈱ひだや 食肉販売業   3022368 平成31年2月26日 平成36年5月31日

グランドマート理大東店 岡山市北区理大町１番１号２５号館１F 214-0015 代表取締役 小倉卓史 ㈱グランドマート 食肉販売業（簡易形態）   2922660 平成30年4月10日 平成35年11月30日

ファミリーマート岡山芳田店 岡山市南区西市１２０番地８ 805-0080     久齋淸禎 食肉販売業（簡易形態）   3020148 平成30年5月15日 平成35年9月30日

セブンイレブン岡山浦安本町店 岡山市南区浦安本町１３４番地１ 264-2011 代表取締役 仁科文宏 ㈲仁科商店 食肉販売業（簡易形態）   3020182 平成30年5月24日 平成35年12月31日
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ファミリーマート岡山金岡東町店 岡山市東区金岡東町二丁目１５番１号 944-2400     竹田和秀 食肉販売業（簡易形態）   3020185 平成30年5月29日 平成36年4月30日

ザグザグ西長瀬店 岡山市北区西長瀬１１８番地１ 805-0345 代表取締役 森信 ㈱ザグザグ 食肉販売業（簡易形態）   3020216 平成30年5月15日 平成36年1月31日

生活彩家重井附属病院店 岡山市南区山田２１１７番地 281-6881 代表取締役 北山佑二 金光薬品㈱ 食肉販売業（簡易形態）   3020307 平成30年5月29日 平成35年9月30日

ローソン岡山海吉店 岡山市中区海吉１７８５番地２ 277-6880     高都祐果 食肉販売業（簡易形態）   3020362 平成30年5月29日 平成35年10月31日

セブン‐イレブン岡山大元２丁目店 岡山市北区大元二丁目２番１０号 246-3037     上野勝己 食肉販売業（簡易形態）   3020366 平成30年5月29日 平成35年5月31日

ファミリーマート岡山片岡店 岡山市南区片岡１２０番地１ 363-5611 代表取締役 森本幸久 Ｊ’ｓ　ｆａｍｉｌｙ　ｗｏｒｋｓ㈱ 食肉販売業（簡易形態）   3020384 平成30年5月24日 平成35年9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 代表取締役 森本幸久 Ｊ’ｓ　ｆａｍｉｌｙ　ｗｏｒｋｓ㈱ 食肉販売業（簡易形態）   3020388 平成30年5月24日 平成36年4月30日

ローソン岡山桜橋三丁目店 岡山市中区桜橋三丁目１番１０号 207-2411     佐々木元太 食肉販売業（簡易形態）   3020474 平成30年7月24日 平成35年10月31日

ローソン岡山柳町一丁目店 岡山市北区柳町一丁目１２番１号   代表取締役 安定博子 ㈱マルイチ 食肉販売業（簡易形態）   3020485 平成30年6月12日 平成36年2月29日

骨付鳥パチャマンカ 岡山市南区藤田２２７番地１９６ 296-3517 代表取締役 三島勝 ㈱三島食鶏 食肉販売業（簡易形態）   3020529 平成30年6月12日 平成35年9月30日

スーパードラッグひまわり操南店 岡山市中区平井六丁目１９番３１号 238-5006 代表取締役 梶原秀樹 ㈱ププレひまわり 食肉販売業（簡易形態）   3020554 平成30年9月6日 平成35年10月31日

セブンイレブン岡山今２丁目店 岡山市北区今二丁目１６番１号 243-7611     小椋隆 食肉販売業（簡易形態）   3020619 平成30年6月15日 平成36年1月31日

岡山フードサプライズ 岡山市北区青江一丁目７番６号 225-3685     髙木昭宏 食肉販売業（簡易形態）   3020627 平成30年6月19日 平成36年5月31日

ローソン岡山築港新町一丁目店 岡山市南区築港新町一丁目１３番２４号 261-2168 代表取締役 堀田雅裕 ㈲堀田憲一商店 食肉販売業（簡易形態）   3020636 平成30年7月10日 平成35年12月31日

ザグザグ今店 岡山市北区今五丁目１３番３２号 245-3439 代表取締役 森信 ㈱ザグザグ 食肉販売業（簡易形態）   3020694 平成30年6月29日 平成36年1月31日

セブン-イレブン岡山青江１丁目店 岡山市北区青江一丁目２番１号 225-6144 代表取締役 向井隆 ㈲明泉 食肉販売業（簡易形態）   3020727 平成30年7月10日 平成36年5月31日

セブン－イレブン岡山下石井２丁目店 岡山市北区下石井二丁目１番１０号 225-0122 代表取締役 石井伸一 ㈲ダイシン 食肉販売業（簡易形態）   3020769 平成30年7月31日 平成36年2月29日

ら・む～マート岡山伊福町店 岡山市北区伊福町三丁目２６番２０号２番地 898-1710 代表取締役 大賀昭司 大黒天物産㈱ 食肉販売業（簡易形態）   3020776 平成30年7月24日 平成35年7月31日

セブン－イレブン岡山妹尾西店 岡山市南区妹尾８７９番地１ 281-7366     谷吉淳 食肉販売業（簡易形態）   3020845 平成30年7月31日 平成35年9月30日

ファミリーマート岡山平井五丁目店 岡山市中区平井五丁目５番１５号 270-5858     秋山裕子 食肉販売業（簡易形態）   3020921 平成30年9月4日 平成35年10月31日

ファミリーマート岡山倉益店 岡山市中区倉益１７３番地１ 200-3234     秋山巧 食肉販売業（簡易形態）   3020925 平成30年8月16日 平成35年10月31日

セブン－イレブン岡山西市駅前店 岡山市南区西市１０４番地６ 244-0252     難波宏文 食肉販売業（簡易形態）   3020930 平成30年8月28日 平成35年9月30日

ＪＥＮＮＡ　ＨＡＰＩＮＯＹ　ＳＴＯＲＥ 岡山市北区奉還町三丁目１５番８号奉還町第１ビル１０６       ＴＡＫＥＵＣＨＩ　ＪＥＮＮＡＬＹＮ　ＴＡＮＧＵＩＬＩＧ 食肉販売業（簡易形態）   3020959 平成30年8月16日 平成36年7月31日

ファミリーマート岡山瀬戸万富店 岡山市東区瀬戸町万富１８８番地１ 953-0101 代表取締役 小坂修一 ㈲カムコ 食肉販売業（簡易形態）   3020973 平成30年8月23日 平成36年4月30日

ファミリーマート岡山さい店 271-9839 代表取締役 同前毅 ㈱同前 食肉販売業（簡易形態）   3020992 平成30年9月11日 平成36年3月31日

セブン－イレブン岡山バイパス豊成店 岡山市南区豊成三丁目４番地１０３ 264-5633 代表社員 増田哲朗 合同会社エム・エス企画 食肉販売業（簡易形態）   3021012 平成30年8月30日 平成35年12月31日

ファミリーマート岡山桑野店 岡山市中区桑野７２１番地１ 200-1718     竹田和秀 食肉販売業（簡易形態）   3021019 平成30年9月4日 平成35年10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     増田哲朗 食肉販売業（簡易形態）   3021238 平成30年10月9日 平成35年12月31日

セブン‐イレブン岡山古都宿店 岡山市東区古都宿２４８番地１ 208-3111 代表取締役 服部俊也 服部興業㈱ 食肉販売業（簡易形態）   3021271 平成30年11月15日 平成36年4月30日

セブン‐イレブン岡山桑野店 岡山市中区桑野３３５番地１５ 276-8261     近藤佳奈子 食肉販売業（簡易形態）   3021369 平成30年11月20日 平成36年10月31日

敷島や本店 岡山市南区豊浜町１３番６８号ダイキ産直内   代表取締役 小島一浩 敷島や本店㈱ 食肉販売業（簡易形態）   3021401 平成30年11月6日 平成35年12月31日

セブン‐イレブン岡山門田屋敷４丁目店 岡山市中区門田屋敷四丁目１番１５号 270-3611 代表取締役 岡﨑薫 ㈲プラスアルファ 食肉販売業（簡易形態）   3021468 平成30年11月27日 平成36年10月31日

セブン‐イレブン岡山西市店 岡山市南区西市９７番地９ 244-2286     宮本章次 食肉販売業（簡易形態）   3021515 平成30年12月4日 平成36年9月30日

ローソン岡山楢津店 岡山市北区楢津７８０番地１ 284-4455     太田大介 食肉販売業（簡易形態）   3021530 平成30年11月27日 平成35年11月30日

セブン-イレブン岡山田町店 岡山市北区田町一丁目３番６号 231-3766     岸田誠治 食肉販売業（簡易形態）   3021640 平成30年11月27日 平成36年6月30日

セブン-イレブン東岡山店 岡山市中区神下１８０番地１ 278-0226     相賀博文 食肉販売業（簡易形態）   3021667 平成30年11月27日 平成36年3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     尾﨑雅仁 食肉販売業（簡易形態）   3021692 平成30年11月29日 平成36年5月31日

ドラッグコスモス東平島店 岡山市東区東平島１４１９番地１ 297-9310 代表取締役 宇野正晃 ㈱コスモス薬品 食肉販売業（簡易形態）   3021882 平成30年12月25日 平成36年4月30日

ローソン岡山横井上店 岡山市北区横井上２０２番地１ 294-6365     内藤浩二 食肉販売業（簡易形態）   3021975 平成31年1月31日 平成36年11月30日

ローソン岡山西大寺中野店 岡山市東区西大寺中野５００番地６ 944-1333     河原信英 食肉販売業（簡易形態）   3022117 平成31年2月19日 平成36年4月30日

ローソン後楽園通店 岡山市北区富田町二丁目１２番２０号 224-4220     片岡正文 食肉販売業（簡易形態）   3022126 平成31年1月29日 平成36年2月29日

森のマルシェ柳川店 岡山市北区中山下一丁目１番１号グレースタワーⅢ１F 201-3400 代表取締役 松田久 両備ホールディングス㈱ 食肉販売業（簡易形態）   3022136 平成31年2月21日 平成36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
ら・む～マート上道駅前店 岡山市東区上道北方６５８番地１ 208-5220 代表取締役 大賀昭司 大黒天物産㈱ 食肉販売業（簡易形態）   3022171 平成31年2月19日 平成36年4月30日

セブン－イレブン岡山賞田店 岡山市中区賞田２８８番地１ 275-3665     小林進 食肉販売業（簡易形態）   3022182 平成31年2月26日 平成36年3月31日

ファミリーマート岡山彦崎店 岡山市南区彦崎３９２番地５ 363-5788 代表取締役 西村義則 ㈱まんきちエフォート 食肉販売業（簡易形態）   3022199 平成31年2月14日 平成36年9月30日

ファミリーマート岡山内尾店 岡山市南区内尾３０１番地５ 282-9566 代表取締役 西村義則 ㈱まんきちエフォート 食肉販売業（簡易形態）   3022203 平成31年2月14日 平成36年9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 代表取締役 西村義則 ㈱まんきちエフォート 食肉販売業（簡易形態）   3022207 平成31年2月14日 平成36年4月30日

ファミリーマート岡山下中野本町店 岡山市北区下中野３３８番地１１９ 805-6155     高橋義治 食肉販売業（簡易形態）   3022211 平成31年2月26日 平成36年5月31日

ローソン岡山中原店 岡山市北区中原５３９番地 275-9366     近藤宏子 食肉販売業（簡易形態）   3022239 平成31年2月28日 平成36年11月30日

豚足屋 岡山市中区神下４５８番地６       谷川美奈子 食肉販売業（簡易形態）   3022397 平成31年2月26日 平成36年3月31日

唐人物産 岡山市北区新道２８番１０号 206-3839     谷本良枝 食肉販売業（簡易形態）   3022453 平成31年3月14日 平成36年5月31日

ドラッグコスモス高島店 岡山市中区高島二丁目１番１４号   代表取締役 横山英昭 ㈱コスモス薬品 食肉販売業（簡易形態）   3022613 平成31年3月28日 平成36年3月31日

ヒカリ産業株式会社西大寺物流センター 岡山市東区西大寺浜４６０番地 944-7566 代表取締役 牛丸友幸 伊藤ハム販売㈱ 食肉販売業（簡易形態）   3022630 平成31年3月28日 平成36年4月30日

田口商店 岡山市南区築港栄町５番３８号 265-0404     田口秀男 食品の冷凍又は冷蔵業   3020687 平成30年6月26日 平成35年12月31日

株式会社満果惣東岡山物流センター 岡山市中区長岡４番地４５ 282-6100 代表取締役社長 岡田憲明 ㈱満果惣 食品の冷凍又は冷蔵業 冷凍食品製造業 3022472 平成31年3月19日 平成36年3月31日

株式会社岡山一果 岡山市北区牟佐９３６番地１ 229-1110 代表取締役 平田幸三 ㈱岡山一果 食品の冷凍又は冷蔵業 冷凍食品製造業 3022649 平成31年3月26日 平成36年11月30日

宮下酒造 岡山市中区西川原１８４番地 272-5594 代表取締役 宮下武一郎 宮下酒造㈱ 清涼飲料水製造業   3020421 平成30年6月21日 平成36年3月31日

安富牧場ファミーユ 岡山市北区下足守４０２番地３ 295-0394 代表取締役 安富照人 ㈲安富牧場 乳処理業   3020419 平成30年6月5日 平成35年11月30日

ラ・ムー岡山中央店 岡山市北区中井町二丁目５番６１号 224-3950 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）   2922610 平成30年4月3日 平成35年11月30日

㈲ほんとく商店 岡山市東区瀬戸町寺地３５４番地１ 952-4187 代表取締役 本徳教夫 ㈲ほんとく商店 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3020092 平成30年4月17日 平成35年4月30日

ファミリーマート岡山芳田店 岡山市南区西市１２０番地８ 805-0080     久齋淸禎 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3020147 平成30年5月15日 平成35年9月30日

イオンモール岡山未来スクエア 岡山市北区下石井一丁目２番１号   代表取締役社長 吉田大助 ㈱ビザビ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3020160 平成30年4月26日 平成36年2月29日

セブンイレブン岡山浦安本町店 岡山市南区浦安本町１３４番地１ 264-2011 代表取締役 仁科文宏 ㈲仁科商店 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3020181 平成30年5月24日 平成35年12月31日

ファミリーマート岡山金岡東町店 岡山市東区金岡東町二丁目１５番１号 944-2400     竹田和秀 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3020186 平成30年5月29日 平成36年4月30日

㈱紀伊國屋書店山陽学園ブックセンター 岡山市中区平井一丁目１４番１号山陽学園大学内 272-2294 代表取締役社長 高井昌史 ㈱紀伊國屋書店 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3020211 平成30年5月10日 平成35年10月31日

生活彩家重井附属病院店 岡山市南区山田２１１７番地 281-6881 代表取締役 北山佑二 金光薬品㈱ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3020306 平成30年5月29日 平成35年9月30日

くすりのレデイ西大寺店 岡山市東区金岡西町１０１番地１ 201-1356 代表取締役 三橋信也 ㈱レデイ薬局 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3020309 平成30年5月22日 平成36年4月30日

ローソン岡山海吉店 岡山市中区海吉１７８５番地２ 277-6880     高都祐果 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3020361 平成30年5月29日 平成35年10月31日

セブン‐イレブン岡山大元２丁目店 岡山市北区大元二丁目２番１０号 246-3037     上野勝己 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3020365 平成30年5月29日 平成35年5月31日

ファミリーマート岡山片岡店 岡山市南区片岡１２０番地１ 363-5611 代表取締役 森本幸久 Ｊ’ｓ　ｆａｍｉｌｙ　ｗｏｒｋｓ㈱ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3020383 平成30年5月24日 平成35年9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 代表取締役 森本幸久 Ｊ’ｓ　ｆａｍｉｌｙ　ｗｏｒｋｓ㈱ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3020387 平成30年5月24日 平成36年4月30日

ザグザグ今店 岡山市北区今五丁目１３番３２号 245-3439 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）   3020453 平成30年6月12日 平成36年1月31日

ローソン岡山桜橋三丁目店 岡山市中区桜橋三丁目１番１０号 207-2411     佐々木元太 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3020475 平成30年7月24日 平成35年10月31日

ローソン岡山柳町一丁目店 岡山市北区柳町一丁目１２番１号   代表取締役 安定博子 ㈱マルイチ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3020484 平成30年6月12日 平成36年2月29日

タマヤ 岡山市南区新福二丁目９５７番 236-6180 代表取締役 畑中泰 ㈱玉屋 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3020518 平成30年6月19日 平成35年12月31日

スーパードラッグひまわり操南店 岡山市中区平井六丁目１９番３１号 238-5006 代表取締役 梶原秀樹 ㈱ププレひまわり 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3020553 平成30年9月6日 平成35年10月31日

セブンイレブン岡山今２丁目店 岡山市北区今二丁目１６番１号 243-7611     小椋隆 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3020618 平成30年6月15日 平成36年1月31日

国分フードクリエイト㈱岡山低温センター 岡山市南区海岸通二丁目６番１２号㈱ムロオ岡山営業所内 261-8214 代表取締役 山崎佳介 国分フードクリエイト㈱ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3020630 平成30年6月26日 平成35年12月31日

ローソン岡山築港新町一丁目店 岡山市南区築港新町一丁目１３番２４号 261-2168 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）   3020635 平成30年7月10日 平成35年12月31日

稲荷山健康センター 岡山市北区高松稲荷５７０番地 287-3900 代表取締役 金丸政計 ㈲ファーストエイド 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3020700 平成30年7月3日 平成35年11月30日

セブン-イレブン岡山青江１丁目店 岡山市北区青江一丁目２番１号 225-6144 代表取締役 向井隆 ㈲明泉 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3020726 平成30年7月10日 平成36年5月31日

セブン－イレブン岡山下石井２丁目店 岡山市北区下石井二丁目１番１０号 225-0122 代表取締役 石井伸一 ㈲ダイシン 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3020768 平成30年7月31日 平成36年2月29日

ら・む～マート岡山伊福町店 岡山市北区伊福町三丁目２６番２０号２番地 898-1710 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）   3020775 平成30年7月24日 平成35年7月31日

ザグザグ福成店 岡山市南区福成一丁目１８０番地４   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）   3020816 平成30年7月24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
セブン－イレブン岡山妹尾西店 岡山市南区妹尾８７９番地１ 281-7366     谷吉淳 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3020844 平成30年7月31日 平成35年9月30日

くすりのレデイ海吉店 岡山市中区海吉１８１８番地 206-7550 代表取締役 三橋信也 ㈱レデイ薬局 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3020894 平成30年8月7日 平成35年10月31日

ファミリーマート岡山平井五丁目店 岡山市中区平井五丁目５番１５号 270-5858     秋山裕子 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3020920 平成30年9月4日 平成35年10月31日

ファミリーマート岡山倉益店 岡山市中区倉益１７３番地１ 200-3234     秋山巧 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3020924 平成30年8月16日 平成35年10月31日

セブン－イレブン岡山西市駅前店 岡山市南区西市１０４番地６ 244-0252     難波宏文 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3020929 平成30年8月28日 平成35年9月30日

ザグザグ三門店 岡山市北区西崎一丁目９番３８号 214-5788 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）   3020932 平成30年8月9日 平成36年1月31日

セブンイレブン天満屋ＤＰ岡山済生会病院外来センター 岡山市北区伊福町一丁目１７番１８号岡山済生会総合病院附属外来センター１Ｆ   代表取締役社長 江國成基 ㈱天満屋 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3020944 平成30年8月23日 平成36年7月31日

ファミリーマート岡山瀬戸万富店 岡山市東区瀬戸町万富１８８番地１ 953-0101 代表取締役 小坂修一 ㈲カムコ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3020972 平成30年8月23日 平成36年4月30日

ファミリーマート岡山さい店 271-9839 代表取締役 同前毅 ㈱同前 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3020991 平成30年9月11日 平成36年3月31日

セブン－イレブン岡山バイパス豊成店 岡山市南区豊成三丁目４番地１０３ 264-5633 代表社員 増田哲朗 合同会社エム・エス企画 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3021010 平成30年8月30日 平成35年12月31日

ファミリーマート岡山桑野店 岡山市中区桑野７２１番地１ 200-1718     竹田和秀 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3021018 平成30年9月4日 平成35年10月31日

カルディコーヒーファーム 岡山市北区駅元町一番街地下６号 224-6984 代表取締役 尾田信夫 ㈱キャメル珈琲 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3021022 平成30年9月4日 平成36年1月31日

シャトレーゼ岡山久米店 岡山市北区久米２２８番地 245-1666 代表取締役 須賀豊 ツルカメＯ＆Ｅ㈱ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3021094 平成30年9月18日 平成36年1月31日

安富牧場味彩館Ａコープ西大寺店 岡山市東区西大寺中野３８８番地２Aコープ西大寺店   代表取締役 安富照人 ㈲安富牧場 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3021125 平成30年9月25日 平成36年4月30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     増田哲朗 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3021237 平成30年10月9日 平成35年12月31日

セブン‐イレブン岡山古都宿店 岡山市東区古都宿２４８番地１ 208-3111 代表取締役 服部俊也 服部興業㈱ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3021270 平成30年11月15日 平成36年4月30日

ゆめマート久米 岡山市北区久米１９２番地 242-0040 代表取締役 山西泰明 ㈱イズミ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3021358 平成30年11月1日 平成36年1月31日

セブン‐イレブン岡山桑野店 岡山市中区桑野３３５番地１５ 276-8261     近藤佳奈子 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3021368 平成30年11月20日 平成36年10月31日

セブン‐イレブン岡山門田屋敷４丁目店 岡山市中区門田屋敷四丁目１番１５号 270-3611 代表取締役 岡﨑薫 ㈲プラスアルファ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3021467 平成30年11月27日 平成36年10月31日

天満屋ハピーズ岡山駅前店 岡山市北区駅前町一丁目８番１８号イコットニコットＢ１Ｆ 230-0333 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）   3021476 平成30年11月21日 平成36年2月29日

セブン‐イレブン岡山西市店 岡山市南区西市９７番地９ 244-2286     宮本章次 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3021514 平成30年12月4日 平成36年9月30日

ローソン岡山楢津店 岡山市北区楢津７８０番地１ 284-4455     太田大介 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3021529 平成30年11月27日 平成35年11月30日

セブン-イレブン岡山田町店 岡山市北区田町一丁目３番６号 231-3766     岸田誠治 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3021639 平成30年11月27日 平成36年6月30日

あいの助ショップ 岡山市中区さくら住座１０番１号在宅総合支援センターアリス内売店 0120-255-103 代表取締役 猪木栄作 ㈲猪木酸素玉島店 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3021653 平成30年11月29日 平成36年10月31日

セブン-イレブン東岡山店 岡山市中区神下１８０番地１ 278-0226     相賀博文 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3021666 平成30年11月27日 平成36年3月31日

ザグザグ西大寺駅前店 岡山市東区西大寺上三丁目２番８号 942-5539 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）   3021684 平成30年11月29日 平成36年4月30日

１５１８珈琲小橋町店 岡山市中区小橋町一丁目７番２号 271-1807     佐藤幸男 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3021688 平成30年12月4日 平成36年3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     尾﨑雅仁 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3021691 平成30年11月29日 平成36年5月31日

ドラッグコスモス東平島店 岡山市東区東平島１４１９番地１ 297-9310 代表取締役 宇野正晃 ㈱コスモス薬品 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3021881 平成30年12月25日 平成36年4月30日

米粉パン専門店大元工房 岡山市北区野田二丁目１０番１５号 238-1180 代表取締役 田中満 ㈱エムワン 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3021943 平成31年1月10日 平成36年5月31日

ローソン岡山横井上店 岡山市北区横井上２０２番地１ 294-6365     内藤浩二 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3021974 平成31年1月31日 平成36年11月30日

山田商会 岡山市東区東平島１２６１番地 297-7736     金子英正 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3021980 平成31年1月10日 平成36年4月30日

おみやげ街道桃太郎 岡山市北区駅元町１番１号JR岡山駅構内２F新幹線コンコース 235-0255 代表取締役 北條裕介 ㈱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）   3021994 平成31年1月22日 平成36年1月31日

ローソン岡山西大寺中野店 岡山市東区西大寺中野５００番地６ 944-1333     河原信英 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3022116 平成31年2月19日 平成36年4月30日

ローソン後楽園通店 岡山市北区富田町二丁目１２番２０号 224-4220     片岡正文 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3022125 平成31年1月29日 平成36年2月29日

森のマルシェ柳川店 岡山市北区中山下一丁目１番１号グレースタワーⅢ１F 201-3400 代表取締役 松田久 両備ホールディングス㈱ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3022135 平成31年2月21日 平成36年6月30日

ら・む～マート上道駅前店 岡山市東区上道北方６５８番地１ 208-5220 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）   3022170 平成31年2月19日 平成36年4月30日

大家族の湯 岡山市北区久米１９７番地１大家族の湯 805-4126     小嶋久直 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3022177 平成31年2月7日 平成37年1月31日

セブン－イレブン岡山賞田店 岡山市中区賞田２８８番地１ 275-3665     小林進 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3022181 平成31年2月26日 平成36年3月31日

ファミリーマート岡山彦崎店 岡山市南区彦崎３９２番地５ 363-5788 代表取締役 西村義則 ㈱まんきちエフォート 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3022198 平成31年2月14日 平成36年9月30日

ファミリーマート岡山内尾店 岡山市南区内尾３０１番地５ 282-9566 代表取締役 西村義則 ㈱まんきちエフォート 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3022202 平成31年2月14日 平成36年9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 代表取締役 西村義則 ㈱まんきちエフォート 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3022206 平成31年2月14日 平成36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下中野本町店 岡山市北区下中野３３８番地１１９ 805-6155     高橋義治 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3022210 平成31年2月26日 平成36年5月31日

ローソン岡山中原店 岡山市北区中原５３９番地 275-9366     近藤宏子 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3022238 平成31年2月28日 平成36年11月30日

生活彩家岡山中央病院店 岡山市北区伊島北町６番３号１Ｆ 252-3221 理事長 金重哲三 社会医療法人鴻仁会 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3022437 平成31年3月14日 平成36年7月31日

おみやげ街道晴れの国店 岡山市北区駅元町１番１号JR岡山駅構内２Fコンコース 235-1103 代表取締役 北條裕介 ㈱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）   3022438 平成31年3月14日 平成37年1月31日

ドラッグコスモス高島店 岡山市中区高島二丁目１番１４号   代表取締役 横山英昭 ㈱コスモス薬品 乳類販売業（卸売販売及び小売販売）   3022612 平成31年3月28日 平成36年3月31日

ザグザグ大安寺店 岡山市北区大安寺南町二丁目４番５号   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）   3022631 平成31年3月28日 平成37年1月31日

岡山県庁舎内 岡山市北区内山下二丁目４番６号 226-7234 代表取締役 藤原丈士 ㈲毎日 乳類販売業（自動販売形態）   2922393 平成30年4月3日 平成35年7月31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 乳類販売業（自動販売形態）   3020011 平成30年4月5日 平成35年9月30日

スポーツクラブエンジョイ西大寺 岡山市東区西大寺南一丁目２番１号 942-0112 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）   3020397 平成30年5月24日 平成36年4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 乳類販売業（自動販売形態）   3020556 平成30年6月14日 平成35年9月30日

天満屋バスステーション 岡山市北区中山下二丁目４番１号   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）   3020643 平成30年6月21日 平成35年6月30日

コナミスポーツ岡山 岡山市北区幸町１０番１号   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）   3020898 平成30年7月31日 平成36年2月29日

佐川急便㈱中国支社 岡山市南区郡３００６番地 267-3883 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）   3020963 平成30年8月14日 平成35年9月30日

旭川荘療育センター児童院 岡山市北区祇園８６６番地 275-1951 代表取締役 藤原丈士 ㈲毎日 乳類販売業（自動販売形態）   3021420 平成30年11月6日 平成35年11月30日

岡山医療福祉専門学校 岡山市中区門田屋敷三丁目５番１８号 271-6001 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）   3021557 平成30年11月15日 平成36年10月31日

岡山中央魚市㈱パック 岡山市南区市場一丁目１番地   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）   3021558 平成30年11月15日 平成35年12月31日

いなばや 岡山市北区野殿東町３番２５号天然温泉ゆずき内 255-1261     小嶋久直 乳類販売業（自動販売形態）   3022080 平成31年1月22日 平成36年1月31日

いなばや 岡山市北区久米１９７番地１大家族の湯　男湯 805-4126     小嶋久直 乳類販売業（自動販売形態）   3022081 平成31年1月22日 平成36年1月31日

岡山後楽館高等学校 岡山市北区南方一丁目３番１５号 226-7100 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）   3022444 平成31年3月5日 平成37年2月28日

岡山大学病院記念会館１F休憩室 岡山市北区鹿田町二丁目５番１号 226-6560 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）   3022519 平成31年3月12日 平成36年5月31日

岡山県立岡山朝日高等学校 岡山市中区古京町二丁目２番２１号 272-1271 代表取締役 藤原丈士 ㈲毎日 乳類販売業（自動販売形態）   3022601 平成31年3月19日 平成36年3月31日

岡山県立岡山一宮高等学校 岡山市北区楢津２２１番地 281-2241 代表取締役 藤原丈士 ㈲毎日 乳類販売業（自動販売形態）   3022602 平成31年3月19日 平成36年11月30日


