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ガウエル 岡山市南区市場一丁目１番地関連棟２２ 261-6077 代表取締役 河原道典 セブンロード㈱ アイスクリーム類製造業 3120675 令和1年7月2日 令和6年12月31日

健喜ファーム 岡山市北区御津伊田７０７番地３ 花房政弘 そうざい製造業 3121150 令和1年9月17日 令和6年11月30日

ｓｐｏｏｎ 岡山市南区豊成三丁目２２番１３号 728-5606 代表取締役 秋山麗子 設計工房枻㈱ そうざい製造業 3121299 令和1年10月15日 令和6年12月31日

阿藻珍味　さんすて岡山店 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山南館２ＦＳ２１６ 801-5002 代表取締役 阿藻盛之 ㈱阿藻珍味 そうざい製造業 3122346 令和2年2月28日 令和8年1月31日

株式会社田口商店 岡山市南区築港栄町５番３８号 265-0404 代表取締役 田口秀男 ㈱田口商店 そうざい製造業 3122657 令和2年3月3日 令和7年12月31日

スマイルキッチン 岡山市北区寿町６番５号 小原留美 そうざい製造業 3122480 令和2年3月5日 令和8年1月31日

瀬戸内天然焼穴子専門店 地穴子やました 岡山市北区南中央町１１番２２号 山下剛 そうざい製造業 3122886 令和2年3月26日 令和7年5月31日

製麺所 岡山市北区富田町一丁目１番１号 238-8895 代表取締役 藤井克久 ㈱パートナーズ めん類製造業 3121478 令和1年11月7日 令和7年2月28日

エブリイ大安寺店 岡山市北区大安寺南町二丁目４番５号 239-2555 代表取締役 岡﨑浩樹 ㈱エブリイ 飲食店営業（その他） そうざい調理店 3022640 平成31年4月2日 令和7年1月31日

くじら 岡山市北区野田屋町一丁目６番３号 206-7322 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） 3022583 平成31年4月2日 令和7年2月28日

スナックＡＮＥＬＡ 岡山市北区柳町一丁目１４番１２号西川１００ビル２Ｆ２０３号 石井亜稀 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3022708 平成31年4月2日 令和7年2月28日

ｍｏｎａ 岡山市北区中央町９番１４号岡山２５ビル３Ｆ３０１号 土居あゆか 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120002 平成31年4月2日 令和6年6月30日

居酒屋れいこ 岡山市北区磨屋町１番１７号神谷ビル１F１０２号 897-4476 尾頃令子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3022673 平成31年4月2日 令和6年6月30日

串カツふじこや 岡山市北区津島新野一丁目１番３３号SK９２　１F 253-3808 森藤太輔 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3022686 平成31年4月2日 令和6年7月31日

居魚屋　萬代 岡山市東区東平島１１６３番地１ 297-6588 三宅光浩 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3022682 平成31年4月4日 令和6年4月30日

ヴァンヴェール 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 高森ひろ子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3022680 平成31年4月4日 令和6年6月30日

Merci 岡山市北区中央町９番１０号TM－２２BUILDING４F４０２ 234-0007 木村真里江 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120029 平成31年4月4日 令和6年6月30日

むか井 岡山市北区磨屋町７番１３号 向井敏男 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3120013 平成31年4月4日 令和6年6月30日

旨唐揚げと居酒メシ　ミライザカ　岡山本町店 岡山市北区本町３番２３号大関ビル３Ｆ 231-8050 代表取締役 清水邦晃 ワタミ㈱ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3120005 平成31年4月9日 令和7年2月28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 堀田澤太輔 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120028 平成31年4月9日 令和6年6月30日

おかあの台所 岡山市東区東平島１６６６番地１ 230-3036 片岡純子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3022609 平成31年4月11日 令和6年4月30日

山陽マルナカ下中野店 岡山市北区下中野３７４番地１ 805-1122 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 3022534 平成31年4月11日 令和6年5月31日

燻製酒場タッチ 岡山市北区中山下二丁目３番４９号中村第１ビル２F南 山口僚 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3120117 平成31年4月11日 令和6年6月30日

Ｓｎｏｗ　Ｆｌａｋｅ 岡山市北区中央町７番２４号セントラルプラザ４F４０１号 232-2511 松岡好美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120032 平成31年4月11日 令和6年6月30日

楽天家食堂 岡山市北区奉還町二丁目５番１５号 谷川一明 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3120140 平成31年4月16日 令和7年1月31日
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串ＤｏＫｏＲｏゴッち 岡山市北区柳町二丁目３番５号エレガンスビル１Ｆ 206-3038 代表社員 三宅顕史 合同会社三八ゴッちトゥザワールド 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（焼き鳥） 3022584 平成31年4月16日 令和7年2月28日

ACE 岡山市北区中央町４番３号ニューインタービル３F３０１号 226-1331 上杉亜依莉 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120142 平成31年4月16日 令和6年6月30日

串ＤｏＫｏＲｏゴッちぴ～すたうん 岡山市北区平和町４番３号八千代ビル２Ｆ 234-5505 代表社員 三宅顕史 合同会社三八ゴッちトゥザワールド 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（焼き鳥） 3022585 平成31年4月16日 令和6年6月30日

居酒屋ゴッち！！ 岡山市東区可知三丁目４番３号 942-9401 代表社員 三宅顕史 合同会社三八ゴッちトゥザワールド 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3022586 平成31年4月18日 令和6年4月30日

クラブブルー 岡山市北区中央町２番１１号ミラクルビル２F 221-2020 中島利浩 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120168 平成31年4月18日 令和6年6月30日

ロ～グ 岡山市北区中央町４番２号グランドパレスビル１F１号 226-1117 久門大将 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120066 平成31年4月18日 令和6年6月30日

八卦 岡山市北区田町二丁目１０番２２号 232-7744 髙野啓一 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3120143 平成31年4月18日 令和6年6月30日

三岳屋 岡山市東区西大寺中一丁目１６番１３号 206-3013 三岳一登 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3120211 平成31年4月23日 令和6年4月30日

セブン－イレブン山陽道瀬戸ＰＡ下り店 岡山市東区瀬戸町大井６４９番地 953-2110 三宅一規 飲食店営業（その他） その他 3022714 平成31年4月23日 令和6年4月30日

Ｒｅ．ｓｈｅｌｌ 岡山市北区中央町４番２号グランパレ３Ｆ３０３号 225-5152 葛原仁己 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120170 平成31年4月23日 令和6年6月30日

ネバダクラブ 岡山市北区田町一丁目１番１号チサンマンション１Ｆ１０３号 222-6556 畠岡貴志 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120175 平成31年4月23日 令和6年6月30日

ローソン岡山神崎町店 岡山市東区神崎町８９番地１ 946-2224 高都祐果 飲食店営業（その他） その他 3120219 平成31年4月24日 令和6年4月30日

白 岡山市北区中央町４番３号ニューインタービル３Ｆ３０２号 224-3920 宇野真智佳 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120243 平成31年4月25日 令和6年6月30日

エムズ 岡山市北区中央町８番１６号銀の館４Ｆ４０２号 真鍋亮一 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120225 平成31年4月25日 令和6年6月30日

Ｃｌｕｂ　ＡＴＯＭ 岡山市北区中央町９番１０号ＴＭ２２ビル１Ｆ１０１号 206-4139 代表取締役 寺田聡一郎 ㈱ＳＴＡＲＴ　ＬＩＮＥ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120245 平成31年4月25日 令和6年6月30日

カラオケハウス「竹」 岡山市北区田町二丁目５番２５号ウシュクベアーＤＡＴＥビル２Ｆ２０１号 三宅好美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120213 平成31年4月25日 令和6年6月30日

セブン－イレブン岡山高松店 岡山市北区高松原古才６７７番地１ 287-8678 清水二郎 飲食店営業（その他） その他 3022710 平成31年4月25日 令和6年11月30日

三なすび 岡山市北区中央町１番７号 230-3682 代表取締役 秋山宜之 ㈱ＵＭＡＩＺＥ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3120149 令和1年5月7日 令和6年6月30日

ＴＡＰＩＯＫＡ　Ｌａｂｏ 岡山市北区南方五丁目６番３５号パーク東１Ｆ 代表取締役 倉田慎一 ㈱ＦＯＲＺＡ 飲食店営業（その他） その他 3120246 令和1年5月14日 令和7年2月28日

肉屋　久 岡山市中区藤原西町一丁目６番４５号 行本久枝 飲食店営業（その他） そうざい調理店 3120146 令和1年5月14日 令和7年3月31日

岡山正宗骨里香熟食店 岡山市北区清輝橋一丁目６番１５号 侯慶国 飲食店営業（その他） そうざい調理店 3120274 令和1年5月14日 令和6年5月31日

Ｂａｒ　Ａｒｒｏｗ 岡山市北区表町二丁目１番５５号１Ｆ 清原美孝 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120334 令和1年5月14日 令和6年7月31日

スナックリッチ 岡山市南区築港栄町１１番７号車屋ビル２Ｆ 青山美香 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120311 令和1年5月14日 令和6年12月31日

Cａｓｕａｌ　ｂａｒ　ｆｌａｔ 岡山市南区並木町二丁目１６番２２号東側 村上勝哉 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120230 令和1年5月14日 令和6年12月31日

遊・膳　活力商店 岡山市北区本町４番３号ＡＲＡＴＡビル４Ｆ 224-5215 古谷大介 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3120360 令和1年5月16日 令和7年2月28日
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さかな処　和（なごみ） 岡山市北区西古松二丁目２６番２２号上杉第８ビル１F１０７号 245-7635 代表取締役 太田英一郎 ㈲和システムズ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3120337 令和1年5月16日 令和6年5月31日

Ｈａｓｈｉｒｕ 岡山市北区中央町９番１０号TM２２ビル６F６０４号 代表取締役 小谷恵子 ㈱小谷 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120333 令和1年5月16日 令和6年6月30日

絆 岡山市北区中央町７番２４号セントラルプラザ２Ｆ２０３号 藤田一憲 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120407 令和1年5月21日 令和6年6月30日

Ｃａｆｅ＆Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ　Ｂａｒ　Ｌｅｇａｌｉｚ 岡山市北区田町二丁目１番１号木村ビル２Ｆ２０６号 224-6121 代表取締役 松原徹志 ㈱ヒーリングガーデンアイル 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120408 令和1年5月21日 令和6年6月30日

Ｐｌａｃｅ　ｏｆ　ｕｓ 岡山市北区磨屋町４番１５号河田ビル２F 222-7181 代表取締役 坂口俊弘 ㈱坂口企画 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120264 令和1年5月21日 令和6年6月30日

瀬戸内の海鮮と旬野菜の串カツ・串天 ご馳走屋 岡山市北区本町５番１０号岡本ビル３Ｆ 224-4488 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） 3120427 令和1年5月23日 令和7年2月28日

Ｔｉ－Ａｍｏ 岡山市北区中央町１番１３号カレント壱番館７Ｆ７０１号 ドミンゴ　リザリナ　レヘンシア 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120426 令和1年5月23日 令和6年6月30日

ｈｕｇ　ｍｅ 岡山市北区辰巳１番地１０７ 250-1136 代表社員 三宅和香子 合同会社エテルネ 飲食店営業（その他） その他 3120429 令和1年5月28日 令和7年1月31日

又兵衛 岡山市北区幸町１番７号太田ビル１Ｆ 206-2311 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） 3120443 令和1年5月28日 令和7年2月28日

Ａ－Ｒｏｄ 岡山市北区錦町８番２２号２Ｆ 山﨑明弘 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120308 令和1年5月28日 令和7年2月28日

ファミリーマート岡山雄町店 岡山市中区国府市場５８０番地１ 208-3255 代表取締役 小林豊 ㈱エクスプローラー 飲食店営業（その他） その他 3120447 令和1年5月28日 令和7年3月31日

ファミリーマート岡山目黒町店 岡山市東区目黒町２５番地３ 944-5120 竹田和秀 飲食店営業（その他） その他 3120374 令和1年5月30日 令和7年4月30日

あぶり五六八 岡山市北区磨屋町７番１３号 222-2568 代表社員 瀬屋総一郎 合同会社菜 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3120451 令和1年5月30日 令和6年6月30日

居酒屋　気まぐれ 岡山市南区泉田五丁目２番５号 245-1314 髙野政幸 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3120428 令和1年5月30日 令和6年12月31日

フェリヌ．ｄｅ．ｒｉｚ 岡山市北区北長瀬表町二丁目１７番８０号 239-0666 代表取締役 河田明記 ＰＵ－ＡＮ企画㈱ 飲食店営業（その他） その他 3120410 令和1年6月4日 令和7年1月31日

カラオケかなりや 岡山市北区清輝橋一丁目２番２号 231-3557 代表取締役 上山憲治 ㈱中国レジャー 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3120477 令和1年6月4日 令和7年5月31日

アイシー 岡山市北区中央町４番１０号第一井元ビル１F１０８号 宮﨑愛 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3120470 令和1年6月4日 令和6年6月30日

菜々あぶら屋 岡山市北区田町二丁目１４番１８号市川ビル１Ｆ 231-9805 代表社員 瀬屋総一郎 合同会社菜 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3120452 令和1年6月4日 令和6年6月30日

Ｏｎｅ 岡山市南区築港栄町１番１号和興ビル１Ｆ１１１号 小坂真穂 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3120393 令和1年6月4日 令和6年12月31日

絆屋 岡山市北区久米１５６番地３ 241-7887 代表取締役 千田修志 ㈱ワイズ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3120496 令和1年6月6日 令和7年1月31日

バーグレッグガゼリアン 岡山市北区幸町５番１２号パークサイド幸町２Ｆ 225-9636 中本一也 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120486 令和1年6月6日 令和7年2月28日

金の耳 岡山市北区中央町８番１６号銀の館２F２０５号 逸見満枝 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120476 令和1年6月6日 令和6年6月30日

ごはん酒場ｍｏｇ 岡山市北区中山下二丁目３番４８号ホワイトビル２Ｆ 238-3930 下澤伸一 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3120488 令和1年6月11日 令和6年6月30日

ＴＯＲＩＢＵ 岡山市北区平和町６番３号ベックオンボックス５F 201-2322 武者立泰 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3120471 令和1年6月11日 令和6年6月30日

黎明美術館 岡山市北区北長瀬表町二丁目４番３号 245-2020 横田育弓生 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120546 令和1年6月13日 令和7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

そら家 岡山市北区桑田町１６番９号 山本敏光 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3120545 令和1年6月13日 令和7年2月28日

ありき 岡山市北区田町二丁目１４番１４号メッセカワカミ１Ｆ 234-2788 代表取締役 木村清二 ㈱ＡＲＩＫＩ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3120543 令和1年6月13日 令和6年6月30日

御馳喜々 岡山市北区磨屋町８番２４号 232-7800 代表取締役 木村清二 ㈱ＡＲＩＫＩ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3120544 令和1年6月13日 令和6年6月30日

とん助 岡山市北区表町三丁目７番２１号 代表取締役 木村清二 ㈱ＡＲＩＫＩ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3120542 令和1年6月13日 令和6年7月31日

服部酒の舗 岡山市北区北長瀬表町二丁目１７番８０号ブランチ岡山北長瀬内Ｊ１２０ 236-8102 服部晶 飲食店営業（その他） その他 3120266 令和1年6月18日 令和7年1月31日

彩菜酒屋円円１Ｆ 岡山市北区錦町８番２４号錦ビル１Ｆ 236-0807 代表取締役 奥山幸治 ㈱ファンズ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3120524 令和1年6月18日 令和7年2月28日

零輪 岡山市北区中央町４番１０号井元ビル２Ｆ２０２号 206-6726 代表取締役 戸川純 ㈱アスロード 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120597 令和1年6月18日 令和6年6月30日

ｌｅ’ａ 岡山市北区田町二丁目１３番１４号プレジール田町２Ｆ２０４号 石原麻美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120497 令和1年6月18日 令和6年6月30日

泥ん娘 岡山市北区清輝橋一丁目６番１２号 207-2808 立岡文惠 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3120633 令和1年6月19日 令和7年5月31日

プリエール 岡山市北区中央町４番１０号イモトビル２Ｆ２０１号 233-0301 新井直子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120632 令和1年6月19日 令和6年6月30日

Ｌｏｕｎｇｅ和蘭 岡山市北区中央町７番１３号アカマツ１５ビル１Ｆ１０２号 233-4545 氷上歩巳 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120642 令和1年6月19日 令和6年6月30日

Ｓａｌｅｍ 岡山市北区平和町７番２８号西川ファミリービル２Ｆ２０３号 223-9444 齊藤佳子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120634 令和1年6月19日 令和6年6月30日

天満屋ハピーズ北長瀬店 岡山市北区北長瀬表町二丁目１７番８０号 259-1400 代表取締役 小坂章壽 ㈱でりかエッセン 飲食店営業（その他） そうざい調理店 3120440 令和1年6月20日 令和7年1月31日

ＡＢ　ＢＡＬ 岡山市北区表町二丁目３番６号ムラカ美ビルＢ１Ｆ 北野隼人 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3120577 令和1年6月20日 令和6年7月31日

セブンイレブン岡山中央署前店 岡山市中区浜二丁目１０番８号 271-7585 吉村和宏 飲食店営業（その他） その他 3120627 令和1年6月25日 令和7年3月31日

とぎや 岡山市北区磨屋町６番１５号シティホテル池田１Ｆ 801-3355 藤原康男 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3120664 令和1年6月25日 令和6年6月30日

Ｄｉｎｉｎｇ　Ｂａｒ　ＭＡＳＭＯＮ 岡山市北区磨屋町７番１１号磨屋町パレス２Ｆ南 新知拡 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120596 令和1年6月25日 令和6年6月30日

Ｆｕｎｔａｚｉｓｔ＠　Ｅｖｏ 岡山市北区錦町８番１５号オサカビル５Ｆ 238-4501 代表取締役 松本嵐 ㈱Ｓ．Ｒ．Ｂ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3120694 令和1年6月27日 令和7年2月28日

Ｂａｒ　Ｓｅａｓｏｎ 岡山市北区本町１番３号Ｅｈｇａビル６Ｆ 289-5927 代表取締役 森藤和也 ㈱ｒ－ｇｌａｄ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120691 令和1年6月27日 令和7年2月28日

Ｒａｐｔｕｒｅ 岡山市北区本町３番６号桃太郎プラザＢ１Ｆ 230-3307 代表取締役 林晃大 ㈱ラフィネ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120662 令和1年6月27日 令和7年2月28日

代々木ミルクホール岡山分店 岡山市北区本町５番１３号フーリッシュ本町４Ｆ 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） 3120702 令和1年6月27日 令和7年2月28日

Ｃａｒｌｏｔｔａ　Ｐｉｚｚｅｒｉａ＆Ｂａｒ 岡山市北区田町一丁目２番２４号プリフォートビル１Ｆ 221-0086 代表取締役 立川晃英 ㈱ＣＯＯＫＭＡＮ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3120679 令和1年6月27日 令和6年6月30日

旬肴　朗家 岡山市北区平和町６番２９号 236-0783 原裕一朗 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3120525 令和1年6月27日 令和6年6月30日

ＲＥＳＵＬＴ 岡山市北区本町１０番１６号幸武ビル２Ｆ 232-6939 代表取締役 佐藤翔太 ㈱リザルト 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120663 令和1年7月2日 令和7年2月28日

インギラート酒場 岡山市中区藤原６２番地３サンライトフジワラ１Ｆ１－Ｂ 金居美津雄 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3120649 令和1年7月2日 令和7年3月31日
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アヴァンセ 岡山市北区中央町９番１０号ＴＭ２２ビル４Ｆ４０３号 230-0558 夏山実 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120681 令和1年7月2日 令和7年6月30日

趣酒楽楽はなはな 岡山市北区平和町５番１５号 代表取締役 奥山隆之 ㈱プラスペリティ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3120735 令和1年7月2日 令和7年6月30日

ガウエル 岡山市南区市場一丁目１番地関連棟２２ 261-6077 代表取締役 河原道典 セブンロード㈱ 飲食店営業（その他） その他 3120674 令和1年7月2日 令和6年12月31日

和遊夜桜 岡山市北区柳町一丁目１４番３号メディア柳町１Ｆ西側 206-4390 河野俊二 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120747 令和1年7月4日 令和7年2月28日

ＺＥＳＴ 岡山市北区中央町６番２６号タイムビル４Ｆ４０２号 植木公平 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120736 令和1年7月4日 令和7年6月30日

スナックロワイヤル 岡山市北区中央町６番２８号 渡邊弓子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120737 令和1年7月4日 令和7年6月30日

華 岡山市北区中央町９番１０号ＴＭ２２ビル４Ｆ４０５号 226-7889 竹田明日香 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120738 令和1年7月4日 令和7年6月30日

パーシバル 岡山市北区錦町３番６－２号ハスパリビル５Ｆ 飯島拓司 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120656 令和1年7月9日 令和7年2月28日

ＰＡＲＯＬＥ 岡山市北区柳町一丁目１４番１２号西川１００ビル６Ｆ６０３号 226-8881 田中梨絵 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120771 令和1年7月9日 令和7年2月28日

ＶｉｅＶｉｅ倶楽部 岡山市北区柳町二丁目１０番４号エバーグリーン柳町２Ｆ２０６号 延基 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120785 令和1年7月9日 令和7年2月28日

Ｃａｍｉｎｏ 岡山市北区中央町４番３号ニューインタービル８Ｆ８０１号 238-4443 紙野英彦 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120566 令和1年7月9日 令和7年6月30日

Ｂｒｏｔｈｅｌ 岡山市北区田町二丁目１番１号木村ビル４Ｆ４０５号 平手文教 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120786 令和1年7月9日 令和7年6月30日

ＭＡＲＵ．Ｊ 岡山市北区横井上８３番地３エブリイＯｋａｎａｋａ津高店２Ｆ 代表取締役 岡﨑賢吾 ㈱アフレンツァ 飲食店営業（その他） その他 3120777 令和1年7月9日 令和6年11月30日

ヴェール 岡山市北区中央町６番２２号中央町ヒルズ２Ｆ 223-3366 代表取締役 清水寛 ㈱ＺＥＲＯ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120817 令和1年7月10日 令和7年6月30日

多酒和彩とっと 岡山市北区中山下二丁目１番５５号中山下ビル１Ｆ 206-3433 平田由貴彦 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3120778 令和1年7月11日 令和7年6月30日

キーポイント 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル１０Ｆ 233-0080 代表社員 菅野強 合同会社キーポイント 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120815 令和1年7月11日 令和7年6月30日

屋台居酒屋大阪満マル岡山駅前店 岡山市北区駅前町一丁目８番１８号イコットニコット１Ｆ 235-1294 代表取締役 橋野健一 ステラ㈱ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3120666 令和1年7月16日 令和7年2月28日

イオンスタイル岡山青江 岡山市北区青江二丁目７番１１号 223-0551 代表取締役 井出武美 イオンリテール㈱ 飲食店営業（その他） そうざい調理店 3120609 令和1年7月16日 令和7年5月31日

イオンスタイル岡山青江 岡山市北区青江二丁目７番１１号 223-0551 代表取締役 井出武美 イオンリテール㈱ 飲食店営業（その他） そうざい調理店 3120616 令和1年7月16日 令和7年5月31日

イオンスタイル岡山青江 岡山市北区青江二丁目７番１１号 223-0551 代表取締役 井出武美 イオンリテール㈱ 飲食店営業（その他） そうざい調理店 3120617 令和1年7月16日 令和7年5月31日

イオンスタイル岡山青江 岡山市北区青江二丁目７番１１号 223-0551 代表取締役 井出武美 イオンリテール㈱ 飲食店営業（その他） そうざい調理店 3120618 令和1年7月16日 令和7年5月31日

イオンスタイル岡山青江 岡山市北区青江二丁目７番１１号 223-0551 代表取締役 井出武美 イオンリテール㈱ 飲食店営業（その他） そうざい調理店 3120620 令和1年7月16日 令和7年5月31日

おか島 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル３F３０３号 岡島みつき 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120787 令和1年7月16日 令和7年6月30日

Ｓｈｏ　ｓｈｏ 岡山市北区中央町７番２４号セントラルプラザ４Ｆ４０８号 221-6636 上原潤 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120852 令和1年7月16日 令和7年6月30日

マンハッタンロールアイスクリーム　ザ・コートヤード岡山表町店 岡山市北区表町一丁目１１番３８号ザ・コートヤード岡山表町店１Ｆ 取締役 遠藤博 ㈲ピージーエム 飲食店営業（その他） その他 3120788 令和1年7月16日 令和6年7月31日
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ＡＱＵＡ 岡山市北区錦町４番２５号ひさのビル２Ｆ 233-3334 木村進作 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120868 令和1年7月18日 令和7年2月28日

ＪＵＩＣＥ 岡山市北区平和町７番２８号西川ファミリービル２Ｆ２０７号 水河健二郎 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120865 令和1年7月18日 令和7年6月30日

Ｒｉ－ｐａ 岡山市北区錦町８番１１号フェリスビル２ＦＢ 代表取締役 梅澤正和 ㈱ブルスケッタ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120814 令和1年7月25日 令和7年2月28日

クラブユニティー 岡山市北区中央町３番３０号クリスタルビル２Ｆ 234-0234 尾崎流星 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120890 令和1年7月25日 令和7年6月30日

ＲＳＭ 岡山市北区磨屋町６番２３号磨屋町ビル２Ｆ３Ｆ 内田陸 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3120901 令和1年7月30日 令和7年6月30日

貝マニア 岡山市北区平和町６番３号ベックオンボックス３Ｆ 235-9720 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） 3120884 令和1年7月30日 令和7年6月30日

カフェダイニングどんぐりここころ 岡山市北区中山下二丁目５番７号 201-2296 代表取締役 福永涼人 ㈱ＦＵＫＵ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3120895 令和1年8月1日 令和7年6月30日

たこ焼ぎんくら 岡山市北区駅前町一丁目８番１８号イコットニコット１Ｆ 代表取締役 長田泰孝 ㈱ぎんくら 飲食店営業（その他） その他 3120898 令和1年8月6日 令和7年2月28日

ｓａｌａｄ　ｂｏｗｌ　ｔｏｋｙｏ 岡山市北区本町５番１３号Ｆｏｏｌｉｓｈビル５Ｆ 明石祥有城 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3120929 令和1年8月6日 令和7年2月28日

兆 岡山市北区中央町４番７号エミーナビル２Ｆ２０３号 221-8181 山本みどり 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120910 令和1年8月6日 令和7年6月30日

ＣＬＵＢ　ＺＥＲＯ 岡山市北区中央町７番１３号アカマツ１５ビル３Ｆ３０１号 221-8170 緒方幸志郎 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120921 令和1年8月6日 令和7年6月30日

Bａｃｃｉん家 岡山市北区平和町７番２８号西川ファミリービル３Ｆ３０２・３０３号 大場久幸 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120930 令和1年8月6日 令和7年6月30日

Ｙａｋｉｔｏｒｉ　ｂａｒ　４０４ 岡山市北区平和町７番２８号西川ファミリービル１Ｆ１０８号 224-0404 代表取締役 虫明優 ㈱Ｕｐ　Ｔｈｅ　Ｒｉｇｈｔ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120931 令和1年8月6日 令和7年6月30日

Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ＆Ｂａｒ　Ｓａｌａ 岡山市北区奉還町二丁目８番８号 236-7099 日口裕之 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3120816 令和1年8月8日 令和7年1月31日

さば料理専門店ＳＡＢＡＲ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 230-4138 代表取締役 橋野健一 ステラ㈱ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3120804 令和1年8月8日 令和7年2月28日

クロエ 岡山市北区中央町１番１３号カレント壱番館７F７０３号 林美恵 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120947 令和1年8月13日 令和7年6月30日

ＣＬＵＢ　ＲＯＭＡＮＥ 岡山市北区中央町２番２８号２Ｆ 206-6788 代表取締役 櫻間裕也 ㈱ＬＤＨ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120912 令和1年8月13日 令和7年6月30日

Ｔｏｒａｔｔｏｒｉａ　ＯＮＯ 岡山市北区中央町３番２号中央町Ｍ’ｓビル１Ｆ 小野嘉也 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3120960 令和1年8月15日 令和7年6月30日

ＨＥＲＡ 岡山市北区中央町７番２４号セントラルプラザ５Ｆ５０４号 238-7740 金本三龍 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120967 令和1年8月15日 令和7年6月30日

佳樺 岡山市北区田町二丁目１２番２２号アスパイア参番館２F２０１号 238-2286 田邊佳子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120942 令和1年8月20日 令和7年6月30日

ＨＩＬＴＯＮ 岡山市北区中央町３番３５号クリスタルハイツ１Ｆ１０４号 222-3131 中島利浩 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120999 令和1年8月26日 令和7年6月30日

渡海屋 岡山市北区本町２番１３号竹広ビル３F 233-8682 平田光一 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3120986 令和1年8月27日 令和7年2月28日

岡山個室居酒屋福わうち岡山店 岡山市北区本町４番１８号コア本町ビルB１F 230-2062 代表取締役 鎌田真道 エソラ株式会社 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3120972 令和1年8月27日 令和7年2月28日

ファミリーマート岡山藤原西町店 岡山市中区藤原西町二丁目１番３号 270-3200 代表取締役 赤木みさき ㈱ＡＭＢＩＴＩＯＮＳ 飲食店営業（その他） その他 3120932 令和1年8月27日 令和7年3月31日

ＢＡＮＧ　ＢＡＮＧ　ＢＡＮＧ 岡山市北区表町二丁目５番４０号１F１０３号 224-6576 金竜也 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120993 令和1年8月27日 令和7年7月31日



営業所名 営業所所在地 営業所ＴＥＬ 申請者肩書 代表者名 申請者名 業種 種目 許可番号 許可年月日 許可満了日

ポプラ岡山福富中店 岡山市南区福富中一丁目２番１２０号 261-8720 本郷信之 飲食店営業（その他） その他 3120968 令和1年8月27日 令和6年12月31日

岡山駅前銘酒センター 岡山市北区駅前町一丁目７番２６号 201-3152 赤坂毅 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3121003 令和1年8月29日 令和7年2月28日

岡山　居酒屋　農業高校レストラン 岡山市北区平和町４番３号八千代ビル３Ｆ 233-7008 代表取締役 北原拓将 ㈱ＩＮＧ　ＦＡＣＴＯＲＹ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3120975 令和1年8月29日 令和7年6月30日

深酒所ＭＯＬＬＹ 岡山市北区表町三丁目１２番１２号千日前センター街宗政ビル１Ｆ 森谷浩公 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120998 令和1年8月29日 令和7年7月31日

珊瑚礁 岡山市北区中央町９番２０号エミネント２２ビル１F１０１号 234-8037 高原律子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121002 令和1年9月3日 令和7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３Ｆ東 364-4421 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） 3121015 令和1年9月3日 令和7年6月30日

ＢＡＲ　Ｎｙｘ 岡山市北区平和町７番２８号西川ファミリービル３F３０８号 本藤辰也 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120984 令和1年9月3日 令和7年6月30日

いろりや　月天 岡山市北区本町２番１３号竹広ビル４F 234-3086 中本誠 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3121025 令和1年9月5日 令和7年2月28日

Ｍｏｌｕｃｃｅｌｌａ 岡山市北区中央町３番３５号クリスタルハイツ２Ｆ２０９号 227-7300 代表取締役 太田良一 ㈱アヴェンタエステート 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121035 令和1年9月5日 令和7年6月30日

ＲＥＶＩＡ 岡山市北区中央町４番１４号第２ファミリービル６Ｆ６０２号 宮川健一郎 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121036 令和1年9月5日 令和7年6月30日

ｎｕｔｓ　ｎｕｔｓ 岡山市北区野田屋町一丁目６番２０号瀬戸内会館３Ｆ 237-0508 田中竜也 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121019 令和1年9月10日 令和7年2月28日

Bａｒ　ＯＺ 岡山市北区本町３番６号桃太郎プラザ２Ｆ 長尾智文 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121026 令和1年9月10日 令和7年2月28日

トロワバーパニエ 岡山市北区本町８番１５号本町プラザビル１Ｆ 227-9889 大村聡一 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121037 令和1年9月10日 令和7年2月28日

山陽マルナカ芳田店 岡山市南区西市１２０番地６ 243-6800 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 3120976 令和1年9月10日 令和6年9月30日

セブンイレブン岡山箕島店 岡山市南区箕島８４２番地 282-1171 代表取締役 金田知美 ㈲Ｃｏｍｆｏｒｔ 飲食店営業（その他） その他 3121081 令和1年9月10日 令和6年9月30日

スナック　リトルダーリン 岡山市南区並木町二丁目１１番９５号あさいやビル２Ｆ２０１号 265-9966 塚本幸造 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121080 令和1年9月10日 令和6年12月31日

翔 岡山市北区野田屋町二丁目５番３号赤松ビル１Ｆ１０５号 234-3150 佐々木幸夫 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121038 令和1年9月12日 令和7年2月28日

Ｃｌｕｂ　Ｃｅｌｓｕｓ 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル５Ｆ５０１号 笠井信孝 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121096 令和1年9月12日 令和7年6月30日

ドルチェ 岡山市北区柳町一丁目９番２０号シティ柳町ビル１Ｆ１０１号 201-1818 中山英二 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121105 令和1年9月19日 令和7年2月28日

餃子食堂マルケン　岡大前店 岡山市北区津島新野一丁目１番６号赤木ビル１F 898-2033 代表取締役社長 加藤洋嗣 マルシェ㈱ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3121126 令和1年9月19日 令和7年7月31日

てんぷら　千の種 岡山市北区野田屋町一丁目１０番２０号 髙取正芳 飲食店営業（その他） その他 3121174 令和1年9月24日 令和7年2月28日

Re：Re： 岡山市北区本町８番１５号本町プラザ２F８－１号 花田喜仁 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121157 令和1年9月24日 令和7年2月28日

お食事処彩織 岡山市南区松浜町２番３号 239-8544 代表取締役 阿部倫也 ㈱ライフイノベーション 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3121127 令和1年9月24日 令和6年12月31日

縁ともみじ 岡山市北区中仙道５７番地１１６－１F 244-5257 代表取締役 深井宏 ㈱ワン・ビリオン 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3121176 令和1年9月26日 令和7年1月31日

地酒と和個室居酒屋一之蔵／肉バル×完全個室ビーフＫＵＲＡ岡山駅前店 岡山市北区本町３番２３号大関ビル４Ｆ 803-5280 代表取締役 藤原大介 トリートメント㈱ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3121192 令和1年9月26日 令和7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

ＭＯＮＩＫＡ（モニカ）スナック 岡山市北区中央町４番５号中央町プラザ３Ｆ３０７号 三小田アナリン 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121179 令和1年9月26日 令和7年6月30日

フリーダイニング　ギフト 岡山市北区平和町４番３号八千代ビル４F 238-2920 貝原進 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121177 令和1年9月26日 令和7年6月30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 妹尾厚志 飲食店営業（その他） そうざい調理店 3121128 令和1年9月26日 令和7年7月31日

イオン岡山店 岡山市北区下石井一丁目２番１号 803-6600 代表取締役 井出武美 イオンリテール㈱ 飲食店営業（その他） その他 3121230 令和1年9月30日 令和7年2月28日

イオンスタイル岡山青江 岡山市北区青江二丁目７番１１号 223-0551 代表取締役 井出武美 イオンリテール㈱ 飲食店営業（その他） その他 3121229 令和1年9月30日 令和7年5月31日

大衆居酒屋鳥かね 岡山市北区幸町１番１０３号１F 803-2727 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（焼き鳥） 3121130 令和1年10月1日 令和7年2月28日

ＸＩＸ　ｔｈｅ　ｌｏｕｎｇｅ 岡山市北区本町３番６号桃太郎プラザＢ１ＦＢ－０５ 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） 3121180 令和1年10月1日 令和7年2月28日

ＴＭＴ 岡山市北区柳町二丁目２番８号ＤＳ岡山１７ビル４Ｆ４０２号 230-3031 西原尚弥 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121196 令和1年10月1日 令和7年2月28日

いなか家本店 岡山市北区田町二丁目１０番１６号 233-4917 代表取締役 新居貴雄 ㈱ニュートラル 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3121205 令和1年10月1日 令和7年6月30日

牧 岡山市中区関３９９番地８ 牧野京子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121226 令和1年10月3日 令和7年3月31日

ラウンジルチル 岡山市北区中央町１番５号中央町赤松ビル２Ｆ２０１号 惠谷未来 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121225 令和1年10月3日 令和7年6月30日

ｃｌｕｂ　ＡＮＧＥＬ 岡山市北区中央町１番１３号カレント壱番館２Ｆ２０１号 206-3919 角野泰生 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121246 令和1年10月3日 令和7年6月30日

Ｄｅａｒｅｓｔ 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル７Ｆ７０７号 801-0338 伊加聖星 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121260 令和1年10月3日 令和7年6月30日

Ｍａｒｇａｒｉｔｔａ　ｍｕｓｉｃ　ａｎｄ　ｒｅｓｔｏ　ｂａｒ 岡山市北区中央町３番３３号社交ビル３Ｆ３０３号 232-1139 田中マルガリータフローレスカ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121239 令和1年10月3日 令和7年6月30日

香　ｋａｏｒｉ 岡山市北区中央町４番１４号中央町第２ファミリービル２F２０２号 803-2155 平井香奈子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121252 令和1年10月3日 令和7年6月30日

あさひや 岡山市南区大福１２４８番地２ 代表取締役 中山和則 ㈱ＮＫフーズ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（焼き鳥） 3121206 令和1年10月3日 令和7年9月30日

ナースコレクション 岡山市北区柳町一丁目９番４号柳町第１ビル１F 山岡奨 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121266 令和1年10月8日 令和7年2月28日

旬すけ 岡山市北区中山下一丁目８番１号ロイヤルコーポ２Ｆ－２ 238-6999 藤井美江 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3121247 令和1年10月8日 令和7年6月30日

Bar　Cａｓｔｅｌｏ 岡山市北区中央町１番５号中央町アカマツビル４Ｆ４０１号 武縄大介 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121267 令和1年10月8日 令和7年6月30日

Ｌｅａ　Ｌｅａ　ＢＯＸ 岡山市北区磨屋町１０番１０８号 代表取締役 上西浩一 ㈱リジョイン 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121248 令和1年10月8日 令和7年6月30日

セブンイレブン岡山芳明小前店 岡山市南区米倉６７番地１ 244-2077 代表取締役 尾髙紀光 ㈱尾髙酒店 飲食店営業（その他） その他 3121211 令和1年10月8日 令和7年9月30日

串揚げ鉄板焼　じゃんぼ 岡山市北区奉還町二丁目６番１４号 256-1710 日口裕之 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3121282 令和1年10月10日 令和7年1月31日

ＣＬＵＢ　ＢＬＡＣＫ 岡山市北区柳町二丁目４番１５号ソシアルイン柳町３Ｆ３０１号 谷野誠 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121271 令和1年10月10日 令和7年2月28日

居酒屋　唯 岡山市北区小山２４３番地５ 安井光秀 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3121281 令和1年10月10日 令和6年11月30日

ＪａｃＫ 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル９Ｆ９０２号 232-2707 安田恭子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121250 令和1年10月15日 令和7年6月30日



営業所名 営業所所在地 営業所ＴＥＬ 申請者肩書 代表者名 申請者名 業種 種目 許可番号 許可年月日 許可満了日

Ｂａｒ　ＦＵＪＩＳＡＮ 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル３Ｆ３０６号 藤森悠希 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121345 令和1年10月17日 令和7年6月30日

奏 岡山市北区中央町３番３３号社交ビル３F３０５号 井上直美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121346 令和1年10月17日 令和7年6月30日

Ｖａｎｃｏｏｌ 岡山市北区中央町８番１８号岡山ナショビル３Ｆ３０１号 226-3434 西村奈々 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121314 令和1年10月17日 令和7年6月30日

麒麟麦酒空間ＬＡＧＥＲ 岡山市北区平和町４番１１号 224-8148 代表取締役 兵頭剛 ㈱Ｇｏｉｎｇ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3121332 令和1年10月17日 令和7年6月30日

スナック　美貴 岡山市北区中山下二丁目３番４９号中村第１ビル２F北 232-4975 代表取締役 本城和正 ナインヤーズ㈱ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121351 令和1年10月24日 令和7年6月30日

Lｏｕｎｇｅ　Ｃｉｅｌ 岡山市北区中央町３番３５号クリスタルハイツ１Ｆ１０５号 230-1868 伊東理沙 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121352 令和1年10月24日 令和7年6月30日

ＡＬＩＣＩＡ 岡山市北区中央町９番１６号岡山２３ビル１Ｆ１０２号 222-2990 石坂真由実 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121257 令和1年10月24日 令和7年6月30日

バー　ファズスタイル 岡山市北区田町二丁目６番５号サンシャインプラザ１F４号 相生哲也 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121391 令和1年10月24日 令和7年6月30日

Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ　ＴＡＣＳＵＭ 岡山市北区平和町３番６号シャトー平和町１Ｆ１０３号 233-7400 藤茂登哲也 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121341 令和1年10月24日 令和7年6月30日

漁港直送こだわり酒場　さらり 岡山市北区津島新野一丁目５番１号 259-3351 中尾章人 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3121390 令和1年10月24日 令和7年7月31日

居酒屋シグナル 岡山市中区山崎１３番地 238-7798 小林大介 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3121339 令和1年10月24日 令和6年10月31日

旬菜一楽 岡山市北区錦町８番１５号オサカビル１、２、３F 221-8000 代表取締役 杉村裕輝 ㈱すぎ屋 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3121406 令和1年10月29日 令和7年2月28日

М 岡山市北区中央町３番３７号中央第５ビル３F３０５号 236-0022 岩井麻弥 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121398 令和1年10月29日 令和7年6月30日

和’ｓ ｂａｒ 岡山市北区表町二丁目５番３０号２Ｆ 妹尾和彦 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3121395 令和1年10月29日 令和7年7月31日

岡山個室居酒屋いろどり岡山店 岡山市北区幸町４番１１号味ビル３F 233-8111 代表取締役 鎌田真道 エソラ㈱ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3121430 令和1年10月31日 令和7年2月28日

ローソン岡山伊島店 岡山市北区伊島町二丁目２２番２６号 252-0130 鶴長虹輝 飲食店営業（その他） その他 3121356 令和1年10月31日 令和7年7月31日

Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ　Ｌｕｉｄａ 岡山市北区本町５番１０号岡本ビル４Ｆ 224-8688 代表社員 末光優 合同会社Ｂｒａｖｅ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121441 令和1年11月5日 令和7年2月28日

ｃｌｕｂ　ＡＤＡＭ 岡山市北区本町１０番２６号Ｋビル４Ｆ 石原慎也 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121439 令和1年11月5日 令和7年2月28日

Sｅｃｏｎｄ　Ｃｌａｓｓ 岡山市北区柳町二丁目４番１５号ソシアルイン柳町５Ｆ５０３号 柴田湧我 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121438 令和1年11月5日 令和7年2月28日

セブン-イレブン岡山可知５丁目店 岡山市東区可知五丁目１２９番地２４ 943-5167 岡田和久 飲食店営業（その他） その他 3121445 令和1年11月5日 令和7年4月30日

RｕＢｙ 岡山市北区中央町４番７号井元ビル２Ｆ２０３号 戸坂ジェセベル 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121428 令和1年11月5日 令和7年6月30日

麦酒商店岡山店 岡山市北区平和町３番２７号２Ｆ、３Ｆ 897-3208 代表取締役 三宅靖雄 ㈱ＮＥＬＳ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3121434 令和1年11月5日 令和7年6月30日

とさか 岡山市南区福浜西町１番１２号 服部俊行 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（焼き鳥） 3121440 令和1年11月5日 令和6年12月31日

みやび　岡山駅前店 岡山市北区本町５番７号Ｇ－ＫＯＢＡＳＨＩ３Ｆ 225-0729 小林司 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3121461 令和1年11月8日 令和7年2月28日

ＬＯＵＮＧＥ　ＳＡＬＯＮ 岡山市北区柳町一丁目１４番１２号西川１００ビル７Ｆ７０１・７０３号 233-1221 代表社員 檜本純香 合同会社ＭＩＺＵＫＩ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121503 令和1年11月8日 令和7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

ベアン 岡山市北区中央町７番９号中央町第二パラダイス別館ビル２F・３Ｆ 髙槻圭祐 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121480 令和1年11月8日 令和7年6月30日

べんがら酒場 岡山市北区駅前町一丁目９番７号 234-3366 代表取締役 小橋健一 ㈲オーガスタ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3121451 令和1年11月12日 令和7年2月28日

ＩＲＩＳ 岡山市北区中央町１番１３号カレント壱番館３Ｆ３０４・３０５号 238-6625 平林真理子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121482 令和1年11月12日 令和7年6月30日

Ｓｐｅｓ 岡山市北区田町二丁目６番５号サンシャインプラザ３F１号 三船憲二 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121481 令和1年11月12日 令和7年6月30日

えびてき屋やす久 岡山市北区磨屋町４番１１号 230-2514 中田靖久 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3121429 令和1年11月12日 令和7年6月30日

居酒屋モンブラン 岡山市北区本町５番７号Ｇ－ＫＯＢＡＳＨＩ１Ｆ 226-3400 代表取締役 平田和大 ㈲ぼんくら 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3121594 令和1年11月14日 令和7年2月28日

鉄ぱん屋弁兵衛岡山店 岡山市北区柳町一丁目３番２号 230-0757 代表取締役 幸本一希 ㈱バルコムエミュー 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3121272 令和1年11月14日 令和7年2月28日

ヴィコロ 岡山市北区中央町４番１０号第一井元ビル１Ｆ１０６号 231-1516 山本純子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121543 令和1年11月14日 令和7年6月30日

ＴＡＰＩＴＯＲＡ表町店 岡山市北区表町二丁目６番７号 代表取締役 石橋尚 ㈱ＡＬＥＴＴＡ 飲食店営業（その他） その他 3121559 令和1年11月15日 令和7年7月31日

ｃｌａｓｓ　ｓｅｃｏｎｄ　ｃｌｕｂ 岡山市北区柳町二丁目４番１５号ソシアルイン柳町５Ｆ５０２号 有井瑞穂 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121652 令和1年11月19日 令和7年2月28日

ふりかｂｙ浦志満本舗 岡山市北区大元一丁目１１番１７号 241-4728 代表取締役 三宅知恵子 ㈲浦志満本舗 飲食店営業（その他） その他 3121616 令和1年11月19日 令和7年5月31日

Ｎ－ｒ エヌアール 岡山市北区中央町６番１１号ＫＴ８８ビル６Ｆ６０１号 中塚和恵 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121425 令和1年11月19日 令和7年6月30日

居酒屋プラネタリー 岡山市北区東花尻３０４番地４前原アパート１Ｆ東 250-0440 木元忠 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3121463 令和1年11月21日 令和7年1月31日

フォーティーン 岡山市北区本町６番３６号第一セントラルビルＢ２Ｆ 代表取締役 中桐信行 カウントアップ・カンパニー㈱ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3121658 令和1年11月21日 令和7年2月28日

アルミン 岡山市北区中山下一丁目１０番３０号福武ジョリービル屋上 代表取締役 中桐信行 カウントアップ・カンパニー㈱ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3121659 令和1年11月21日 令和7年6月30日

ＢＡＲ　ＳＥＡＲＣＨ　ＬＩＧＨＴ 岡山市北区中山下二丁目１番５５号中山下ビル３Ｆ 238-2339 三津屋如法 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121660 令和1年11月21日 令和7年6月30日

福富よいち 岡山市南区福富西一丁目１番２８号 261-0188 小野恵美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3121546 令和1年11月21日 令和6年12月31日

セブンイレブン岡山野殿東町店 岡山市北区野殿東町４番２５号 255-7500 代表社員 新庄友子 合同会社新庄商店 飲食店営業（その他） その他 3121399 令和1年11月26日 令和7年1月31日

カラット 岡山市北区表町一丁目４番３８号グッドラックビル３Ｆ 235-0553 取締役 吉川真輔 ㈲アニュアルジャパン 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121672 令和1年11月26日 令和7年7月31日

Ｋ 岡山市北区表町二丁目４番５８号緋田ビル１Ｆ 福永豊 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121706 令和1年11月26日 令和7年7月31日

セブン－イレブン岡山昭和町店 岡山市北区昭和町１０番１６号 255-3818 代表取締役 永松文彦 ㈱セブン-イレブン・ジャパン 飲食店営業（その他） その他 3121729 令和1年11月28日 令和7年1月31日

ジャンボカラオケ広場岡山駅前３号店 岡山市北区本町５番７号本町Ｇ－ｋｏｂａｓｈｉ Ｂｌｄｇ４・５Ｆ 201-0575 取締役 武田恵二 ㈲ジャンカラ姫路 飲食店営業（その他） その他 3121485 令和1年11月28日 令和7年2月28日

和食酒場伸たこ 岡山市北区本町６番３６号第一セントラルビルＢ１Ｆ 222-6888 代表取締役 小畑伸介 ㈱伸たこ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3121683 令和1年11月28日 令和7年2月28日

ＳＮＡＣＫ　ＢＯＢ 岡山市北区柳町二丁目１０番４号エバーグリーン柳町１Ｆ１０４号 中屋宏文 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121721 令和1年11月28日 令和7年2月28日

焼き鳥∞ムゲン 岡山市北区磨屋町７番１号岡村ビル１Ｆ 230-2013 代表取締役 秋田智紀 ㈲日本ＳＳ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3121682 令和1年11月28日 令和7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

なかのちょう　きゅうけいしょ 岡山市北区表町一丁目９番５５号 代表取締役 木庭寛樹 ㈱ありがとうファーム 飲食店営業（その他） その他 3121747 令和1年11月28日 令和7年7月31日

Ｂａｒ　Ｌａｓ 岡山市北区表町三丁目１１番７３号栄光ビル１Ｆ１０５号 小森剛 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121722 令和1年11月28日 令和7年7月31日

生活彩家重井附属病院店 岡山市南区山田２１１７番地重井医学研究所附属病院外来棟１F 281-6881 代表取締役社長 目黒俊治 ㈱ポプラ 飲食店営業（その他） その他 3121707 令和1年11月28日 令和7年9月30日

セブンイレブン岡山北方店 岡山市北区北方二丁目１２２４番地１ 222-1910 太田祐二 飲食店営業（その他） その他 3121733 令和1年11月28日 令和6年11月30日

居食家エビス水産今店 岡山市北区今八丁目１６番３０号 242-6133 代表社員 仲田宜生 合同会社オフィスナカタ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3121764 令和1年11月29日 令和7年1月31日

ＲＯＳＡ　ＲＯＳＳＡ 岡山市北区幸町３番３号三雅ビル１Ｆ 221-1123 代表取締役 永井孝 ㈱ザイオン 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3121618 令和1年12月3日 令和7年2月28日

スナック月 岡山市北区平和町７番２８号西川ファミリービル１Ｆ１０２号 堀田澤太輔 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121662 令和1年12月3日 令和7年6月30日

おおにし 岡山市北区表町三丁目１４番３３号 230-5585 代表取締役 大西雅和 ㈱おおにし 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3121727 令和1年12月3日 令和7年7月31日

青空市場五城村 岡山市北区御津新庄３０３０番地３ 050-1744-9297 中里早苗 飲食店営業（その他） そうざい調理店 3121557 令和1年12月3日 令和7年11月30日

ｐｕｂｌｉｃ　ｒｅｓｔａｕｒａｎｔｓ　ｂａｒ　ＢａｒＢｅｅ 岡山市北区錦町３番５号第２クロスビル２Ｆ 223-6766 田中健太郎 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3121831 令和1年12月5日 令和7年2月28日

Ｓｈｏｔ　ＢＡＲ　Ｒｅｖｅｌ 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル６Ｆ６０２号 小田龍乃佑 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121787 令和1年12月5日 令和7年6月30日

岡山旬彩ステ－キ鉄板いろは 岡山市北区磨屋町１０番２０号磨屋町ビルＢ１F 201-1687 代表取締役 今井　誠 ㈲誠楽 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3121748 令和1年12月5日 令和7年6月30日

居酒屋ポポ 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１Ｆ１０３号 山本亜矢 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3121791 令和1年12月5日 令和7年7月31日

ＯＫＡＺＵＹＡ ７７’ｓ 岡山市南区泉田五丁目３番１７号 245-7714 古城佳孝 飲食店営業（その他） そうざい調理店 3121790 令和1年12月5日 令和6年12月31日

ＮＥＷ ＳＴＹＬＥ ＬＯＵＮＧＥ ＣＡＴ’ｓ ＯＫＡＹＡＭＡ 岡山市北区錦町３番２５号錦町ビル２Ｆ 代表取締役 石井一也 ㈱ＢｒｅｓｔＣｏｍｐａｎｙ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121861 令和1年12月10日 令和7年2月28日

Ｂａｒ　Ｈａｎ　Ｎａｒｉ 岡山市北区柳町一丁目１４番１９号コトブキビル３Ｆ南 畔上英子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121788 令和1年12月10日 令和7年2月28日

サード 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル１F１０３号 222-0030 吉塚智弘 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121763 令和1年12月10日 令和7年6月30日

神楽 岡山市北区中央町４番１４号中央町第二ファミリービル３Ｆ３０１号 髙﨑直人 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121851 令和1年12月10日 令和7年6月30日

ガールズバーリンク 岡山市北区本町１番３号１F 笠田菜津紀 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121883 令和1年12月12日 令和7年2月28日

相席屋岡山本町店 岡山市北区本町８番１５号本町プラザ２F２０１号 221-4448 代表取締役 許田英道 ネセサリー㈱ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3121849 令和1年12月12日 令和7年2月28日

ＰＲＩＶＡＴＥ　ＰＡＬＡＣＥ 岡山市北区田町二丁目６番１９号ＨＡＮＡビル２Ｆ南 206-7717 代表取締役 片山恭平 ㈱セピオ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121885 令和1年12月12日 令和7年6月30日

セブン-イレブン岡山東花尻店 岡山市北区東花尻３４３番地１ 903-0235 早瀬隆博 飲食店営業（その他） その他 3121709 令和1年12月17日 令和7年1月31日

道楽息子 岡山市北区柳町一丁目５番１２号 223-0645 西田健太 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3121920 令和1年12月17日 令和7年2月28日

カフェラセーヌ　ｎｉｋｋｏ十日市店 岡山市北区十日市中町１５番７０号 224-2515 代表取締役 川井祐介 ㈱和 飲食店営業（その他） その他 3121806 令和1年12月17日 令和7年5月31日

極楽とんぼ 岡山市北区田町二丁目１４番１６号 232-2343 代表取締役 西岡宏朗 ㈱盡 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3121915 令和1年12月17日 令和7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

ｂｉｂ 岡山市北区野田屋町一丁目９番１号 238-9186 佐藤隆行 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3121951 令和1年12月19日 令和7年2月28日

ぐぅぐぅ 岡山市北区駅前町一丁目７番２５号 代表取締役 李華烈 ㈱Ｂ．Ｔ．Ｌ 飲食店営業（その他） その他 3121953 令和1年12月19日 令和7年2月28日

め　ＴＯ　くち 岡山市北区中央町２番１号ミゾテビル２Ｆ２０３号 233-8767 内藤厚子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121938 令和1年12月19日 令和7年6月30日

ミモザ 岡山市北区中央町４番５号中央町プラザ２F２０１号 須藤しのぶ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121954 令和1年12月19日 令和7年6月30日

ＺＥＫＥ 岡山市北区表町二丁目３番５７号２Ｆ 山根健人 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3121955 令和1年12月19日 令和7年7月31日

るるる 岡山市北区表町二丁目５番２０号 代表取締役 片山将美 ㈱カタヤマデザインオフィス 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3121950 令和1年12月19日 令和7年7月31日

ＮＹＤＳ　ｎｉｋｋｏ十日市店 岡山市北区十日市中町１５番７０号 234-2200 代表取締役 川井祐介 ㈱和 飲食店営業（その他） その他 3121803 令和1年12月24日 令和7年5月31日

Ｌｏｕｎｇｅ　ＰＲＩＮＣＥＳＳ 岡山市北区中央町３番３７号中央第５ビル３Ｆ３０１号 226-6380 内藤理絵 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121974 令和1年12月24日 令和7年6月30日

美菜麻辣湯 岡山市北区磨屋町７番６号ＩＢＩＺＡ磨屋町ビル１F 206-2133 河田浩司 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3121964 令和1年12月26日 令和7年6月30日

日本酒カフェ 岡山市北区表町一丁目９番６３号 代表取締役 牧戸保 ㈱ヒムカコーポレーション 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121916 令和1年12月26日 令和7年7月31日

天鶏 岡山市北区幸町５番１２号パークサイド幸町１Ｆ 小川雄三 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3122000 令和2年1月7日 令和7年2月28日

アサマデ 岡山市北区中央町６番１８号レインボープラザ１Ｆ３号 201-3997 足森雅哉 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122017 令和2年1月7日 令和7年6月30日

酒仙忘 岡山市北区駅前町一丁目９番７号 232-7439 松口和夫 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3122027 令和2年1月9日 令和7年2月28日

コリアンキッチンじゃんがら 岡山市北区幸町６番２９号ＩＮＧビル１Ｆ・２Ｆ 225-5255 代表取締役 宮崎勝博 ㈲贔屓屋 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3122005 令和2年1月9日 令和7年2月28日

新時代岡山本町店 岡山市北区本町５番１３号Ｆｏｏｌｉｓｈビル２Ｆ 223-6667 代表取締役 松本浩二 ㈱スピリッツ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3122031 令和2年1月9日 令和7年2月28日

ヒトヨシロクメ堂中山下本店 岡山市北区中山下一丁目６番５２号 222-3822 代表取締役 小川正浩 ㈱ＧＹＡＯＺ　Ｊａｐａｎ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3121981 令和2年1月14日 令和7年6月30日

ＧＲＡＣＥ 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル７Ｆ７０４号 225-2828 箭内まゆ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122077 令和2年1月14日 令和7年6月30日

ＢＡＲ　Ｓｈｅｅｐ　Ｊｅｓｔｅｒ 岡山市北区田町一丁目２番２８号エクセルメゾン田町１Ｆ 坪井孝史 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122065 令和2年1月14日 令和7年6月30日

果実酒酒場－ｂｏｒｒａｃｈｏ－ 岡山市北区表町三丁目１３番６２号末吉ビル１Ｆ南 230-0496 小林雅章 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3122012 令和2年1月14日 令和7年7月31日

トリキチ商店 岡山市北区本町１０番２３号第二Kビル１F 953-4700 代表取締役 畑中泰 ㈱ジョイワン 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3122076 令和2年1月16日 令和7年2月28日

ＢＡＲ　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｓｉｍｐｓｏｎ　上鍛冶屋 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 小林愛子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122101 令和2年1月16日 令和7年2月28日

ＬＯＵＮＧＥ　ＰＬＵＳ 岡山市北区中央町９番１０号ＴＭ２２ビル２Ｆ２０１・２０２号 三吉真弘 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122032 令和2年1月16日 令和7年6月30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 230-1090 代表取締役 小川正浩 ㈱ＧＹＡＯＺ　Ｊａｐａｎ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3121980 令和2年1月21日 令和7年2月28日

ファミリーマート原尾島一丁目店 岡山市中区原尾島一丁目１番６号 270-5788 德山譲 飲食店営業（その他） その他 3122148 令和2年1月21日 令和7年3月31日

Ｇｒａｃｉａ 岡山市北区中央町４番１４号第二ファミリービル４Ｆ４０１号 225-1123 代表取締役 齋藤芽生 ㈱グラシア 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122102 令和2年1月21日 令和7年6月30日
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ＣＬＵＢ　ＺＥＲＯ 岡山市北区中央町７番１３号赤松１５ビル６Ｆ６０２・６０３号 221-8170 緒方幸志郎 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122066 令和2年1月21日 令和7年6月30日

みさ 岡山市北区田町二丁目１１番１号パラダイス田町１Ｆ１０３号 227-1070 白根瑞穂 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122204 令和2年1月21日 令和7年6月30日

Ｓ－ｐｏｉｒｅ 岡山市北区平和町６番７号グリーンビル６Ｆ 内田祥幸 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122155 令和2年1月21日 令和7年6月30日

マルヤス水産 岡山市北区表町一丁目７番５４号 金森泰二 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3122075 令和2年1月21日 令和7年7月31日

ＫＩＮＧＳ 岡山市北区表町二丁目５番２３号ニュー表町プラザ４Ｆ 237-3100 徳永祐一 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122121 令和2年1月21日 令和7年7月31日

セブン‐イレブン岡山宿毛店 岡山市東区宿毛１１２８番地１ 946-8600 谷本滋弘 飲食店営業（その他） その他 3121975 令和2年1月23日 令和7年4月30日

Ｋｉｐｐｉｓ 岡山市北区中央町１番１７号風見鶏の館２Ｆ３号 柴田桂子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122210 令和2年1月23日 令和7年6月30日

スナックＭＯＲＥ 岡山市北区中央町９番２号パラダイス中央町４F４０１号 岡本麻里子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122152 令和2年1月23日 令和7年6月30日

彩楽 岡山市北区野田屋町二丁目５番３号赤松ビル１Ｆ１０４号 221-7227 石川真喜 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122223 令和2年1月28日 令和7年2月28日

和風ＤＩＮＩＮＧ ＢＡＲ ＠ｋｉ 岡山市北区柳町一丁目１０番２４号プレジデントビル３Ｆ 安藤渉 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3122218 令和2年1月28日 令和7年2月28日

セブンイレブン今７丁目店 岡山市北区今七丁目２４番２７号 244-1755 濱田純一 飲食店営業（その他） その他 3122192 令和2年1月30日 令和7年1月31日

ほたる火 岡山市北区本町４番３号あらたビル１Ｆ・２Ｆ 224-3873 代表取締役 平田和大 ㈲ぼんくら 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3122245 令和2年1月30日 令和7年2月28日

ＲＥＥＦ 岡山市北区柳町一丁目２番１１号３Ｆ 227-1955 代表取締役 入谷悟 ㈱ＲＥＥＦ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122119 令和2年1月30日 令和7年2月28日

ＲＥＥＦ 岡山市北区柳町一丁目２番１１号４Ｆ 227-1955 代表取締役 入谷悟 ㈱ＲＥＥＦ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122120 令和2年1月30日 令和7年2月28日

アットプラス 岡山市北区磨屋町７番７号江口磨屋町プラザ３Ｆ３０２号 238-4477 渡邊陽介 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122240 令和2年1月30日 令和7年6月30日

イレブン 岡山市北区平和町７番２８号西川ファミリービル２Ｆ２０９号 本多直人 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3122241 令和2年1月30日 令和7年6月30日

パラディ 岡山市北区幸町３番１０号第１友澤ビル４Ｆ 801-3492 代表取締役 安田正三 ㈱ヤスダ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122291 令和2年2月4日 令和7年2月28日

からあげ専門店福沢東岡山店 岡山市中区関５３９番地３ 230-5932 代表取締役社長 新井春植 ㈱エビス商会 飲食店営業（その他） そうざい調理店 3122290 令和2年2月4日 令和7年3月31日

皐月 岡山市北区中央町７番１３号赤松１５ビル２Ｆ２０１号 山本洋子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122158 令和2年2月4日 令和7年6月30日

Ｂｅｆｏｒｅ　Ｔｈｅ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇ 岡山市北区中央町９番２０号中央町エミネントＢ１Ｆ 代表取締役 田岡弘美 ㈱ちゃん健 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122153 令和2年2月4日 令和7年6月30日

酒場ジャッカル 岡山市北区平和町１番１１号２Ｆ 224-5070 井藤直哉 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3122219 令和2年2月4日 令和7年6月30日

常照園岡山店 岡山市北区野田屋町一丁目５番２２号 225-4741 代表取締役 大東康宏 ㈱常照園 飲食店営業（その他） その他 3122324 令和2年2月6日 令和7年2月28日

Ａｍｉｔｙ 岡山市北区本町２番１６号小林本町ビル２Ｆ 230-3933 渡邊祐希 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122308 令和2年2月6日 令和7年2月28日

Ｂ．Ｒａｖｉ 岡山市北区中央町３番３３号社交ビル１Ｆ１０５号 230-3171 朴常禧 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122270 令和2年2月6日 令和7年6月30日

Ｍｒ． 岡山市北区中央町４番１０号イモトビル４Ｆ４１０号 206-2002 植木公平 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122343 令和2年2月10日 令和7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

セブンイレブン岡山桃太郎大通り店 岡山市北区野田屋町一丁目１番１５号岡山桃太郎大通りビル１Ｆ 226-8226 代表取締役 安井一将 ㈲ユウザキ 飲食店営業（その他） その他 3122408 令和2年2月13日 令和7年2月28日

Ｄｕ　ｂａｂａｚ 岡山市北区中央町１番１７号風見鶏の館３F３０５号 増田由美子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122424 令和2年2月13日 令和7年6月30日

Ｃｌｕｂ　Ｊｅｗｅｌ　Ｂｏｘ 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル８Ｆ８０１号 田村慎吾 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122354 令和2年2月13日 令和7年6月30日

クラブ　シールズ 岡山市北区中央町２番２８号中央ビル３Ｆ 237-7227 代表取締役 上岡空 ㈱セフィロス 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122325 令和2年2月13日 令和7年6月30日

モンシェリ 岡山市北区中央町９番１６号２３ビル４Ｆ４０３号 近藤裕子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122356 令和2年2月13日 令和7年6月30日

ファミリーマート岡山倉富店 岡山市中区倉富３６７番地１０ 200-0233 代表取締役 森本幸久 Ｊ’ｓ ｆａｍｉｌｙ ｗｏｒｋｓ㈱ 飲食店営業（その他） その他 3122357 令和2年2月17日 令和7年10月31日

モード 岡山市北区田町二丁目６番２２号田町昭和ビル１Ｆ 222-5077 岩﨑雅 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122382 令和2年2月18日 令和7年6月30日

珀 岡山市北区中央町４番１４号中央町第二ファミリービル３Ｆ３０２号 伊藤由夏 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122472 令和2年2月20日 令和7年6月30日

ＨａＫｕ 岡山市北区中央町６番１８号レインボープラザ１Ｆ１３号 延原時彦 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122522 令和2年2月20日 令和7年6月30日

スナック育 岡山市北区野田屋町二丁目５番３号赤松ビル１Ｆ１０３号 英敏 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122542 令和2年2月25日 令和7年2月28日

Ｄｅｕｘ 岡山市北区田町二丁目１１番１号パラダイス田町４Ｆ４０１号 安井己加 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122536 令和2年2月25日 令和7年6月30日

レルグ 岡山市北区田町二丁目１４番１４号メッセかわかみ４Ｆ４０１号 松浦琉斗 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122558 令和2年2月25日 令和7年6月30日

表町コベヤ 岡山市北区表町三丁目１４番３６号 227-1555 代表社員 難波卓 合同会社エンプレ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3122553 令和2年2月25日 令和7年7月31日

セブン－イレブン岡山山崎店 岡山市中区山崎４２番地２ 277-3012 森光生 飲食店営業（その他） その他 3122476 令和2年2月25日 令和7年10月31日

しんぱち 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山南館２ＦＳ２０８ 235-0668 迫田一生 飲食店営業（その他） そうざい調理店 3122289 令和2年2月26日 令和8年1月31日

ユアーズさんすて岡山店 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山南館１ＦＳ１０３ 226-3800 代表取締役社長 根石紀雄 ㈱ユアーズ 飲食店営業（その他） そうざい調理店 3122334 令和2年2月26日 令和8年1月31日

ユアーズさんすて岡山店 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山南館１ＦＳ１０３ 226-3800 代表取締役社長 根石紀雄 ㈱ユアーズ 飲食店営業（その他） そうざい調理店 3122335 令和2年2月26日 令和8年1月31日

バール・デルソーレ 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山南館２ＦＳ２０３ 206-3161 代表取締役 北條裕介 ㈱ジェイアールサービスネット岡山 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3122384 令和2年2月26日 令和8年1月31日

ａｍｏｕｒ 岡山市北区柳町一丁目１４番１８号ピア１ビル４Ｆ 224-2877 代表取締役 谷脇那菜 Ｌｅｍｉｌｉｅｕ㈱ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122469 令和2年2月27日 令和7年2月28日

ファミリーマート岡山上道駅前店 岡山市東区中尾１３９番地１ 208-5688 代表取締役 澤田貴司 ㈱ファミリーマート 飲食店営業（その他） その他 3122547 令和2年2月27日 令和7年4月30日

Ｌｉｚ 岡山市北区中央町６番２２号中央町ヒルズ３Ｆ３０１号 223-4770 谷口和繁 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122555 令和2年2月27日 令和7年6月30日

からあげ　縁　天満屋岡山店 岡山市北区表町二丁目１番１号天満屋岡山店地階食品売場 233-1788 代表取締役 米倉和好 ㈱シーノ 飲食店営業（その他） そうざい調理店 3122355 令和2年2月27日 令和7年7月31日

さんすて岡山店グリーン・グルメ 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山南館２ＦＳ２１０ 201-1688 代表取締役社長 古塚孝志 ㈱ロック・フィールド 飲食店営業（その他） そうざい調理店 3122341 令和2年2月28日 令和8年1月31日

おみやげ街道さんすて 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山南館２ＦＳ２１６ 233-0660 代表取締役 北條裕介 ㈱ジェイアールサービスネット岡山 飲食店営業（その他） その他 3122378 令和2年2月28日 令和8年1月31日

メガネ 岡山市北区田町二丁目７番６号エミネント田町３Ｆ３０２号 山本真由美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122578 令和2年3月3日 令和7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

ＢＵＢＢＬＥ　ＳＴＡＲ 岡山市北区錦町７番１７号 238-6786 川下憲亮 飲食店営業（その他） その他 3122691 令和2年3月4日 令和8年2月28日

㈱丸徳岡山店 岡山市北区表町二丁目１番１号天満屋岡山店地階食品売場 226-0109 代表取締役 齊藤俊徳 ㈱丸徳 飲食店営業（その他） そうざい調理店 3122580 令和2年3月4日 令和7年7月31日

ｕｎ 岡山市北区柳町一丁目９番１４号柳町３３ビル９Ｆ９０１号 223-5060 取締役 岡本純子 ㈲タイトル 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122672 令和2年3月5日 令和8年2月28日

のみくい処はなふさ 岡山市東区益野町８７９番地 943-2290 花房忠志 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3122686 令和2年3月5日 令和7年4月30日

局 岡山市北区田町二丁目８番３号２F 岡山健司 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122663 令和2年3月5日 令和7年6月30日

たいそう 岡山市南区曽根５５２番地 岡田幸子 飲食店営業（その他） その他 3122661 令和2年3月5日 令和7年9月30日

タイ料理　ウボン 岡山市北区牟佐１３７番地３ 下山良行 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3122685 令和2年3月5日 令和7年11月30日

よい酔樽屋 岡山市北区錦町８番１６号ホテルマイラ１F 221-1411 代表取締役 樽角政志 ㈱カド 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3122707 令和2年3月10日 令和8年2月28日

Ｓｉｓ 岡山市北区中央町７番１０号第２パラダイスビル２F 222-0006 池上忍 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122705 令和2年3月10日 令和7年6月30日

ＴＯＧＩＹＡＣＨＯカド 岡山市北区磨屋町４番１５号河田ビル１Ｆ 231-1888 代表取締役 樽角政志 ㈱カド 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3122708 令和2年3月10日 令和7年6月30日

こなや 岡山市北区平和町４番２０号 803-0120 江見良和 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3122709 令和2年3月10日 令和7年6月30日

ファミリーマート岡山浜二丁目店 岡山市中区浜二丁目４番１４号 901-0755 代表取締役 坂本英子 ㈱ｉｍａｇｉｎｅ 飲食店営業（その他） その他 3122740 令和2年3月12日 令和7年3月31日

Ｓ 岡山市北区中央町７番２５号中央町タワービル３Ｆ３０３号 233-1010 池内信介 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122778 令和2年3月12日 令和7年6月30日

ＤｉＡ 岡山市北区中央町９番１６号岡山２３ビル７Ｆ７０２号 大脇絵理香 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122776 令和2年3月12日 令和7年6月30日

ＯＫＡＹＡＭＡ　ＳＨＩＳＨＡ　ＬＯＵＮＧＥ　類人煙 岡山市北区田町一丁目２番５号ラリックビル４Ｆ 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） 3122710 令和2年3月12日 令和7年6月30日

Ｂａｒ　Ｙｏｋｏｔａ 岡山市北区平和町１番１１号Ｎビル２Ｆ 289-6982 横田雅人 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122711 令和2年3月12日 令和7年6月30日

ＢＡＲ　Ｃｏｎｎｅｃｔ 岡山市北区本町３番６号桃太郎プラザＢ１Ｆ 230-4888 吉武修治 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122736 令和2年3月17日 令和8年2月28日

シルクロード 岡山市北区柳町一丁目５番１４号室賀ビル１Ｆ 225-7577 橋本久子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122830 令和2年3月17日 令和8年2月28日

パラオ 岡山市北区柳町一丁目９番７号 代表社員 江口彰 合同会社柳町コーポレーション 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122818 令和2年3月17日 令和8年2月28日

エクセレント六本木 岡山市北区中央町２番１９号グランデ岡山１F 226-0505 代表取締役 山本伸也 ㈲東洋観光 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3121719 令和2年3月17日 令和7年6月30日

ＯＶＥＲ 岡山市北区中央町４番２４号ケイアイビル４Ｆ４０２号 金山圭 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122821 令和2年3月17日 令和7年6月30日

ＴＯＰ ＭＯＳＴ Ｂｉｋｅｒ’ｓ Ｃａｆｅ 岡山市北区足守１８４６番地１ 黒葛登志子 飲食店営業（その他） その他 3122721 令和2年3月17日 令和7年11月30日

Ｐａｒｅｇａ 岡山市北区柳町一丁目１４番７号山本ビル２Ｆ 206-1718 近藤祐一 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122832 令和2年3月19日 令和8年2月28日

Ｃｌｕｂ　ＣＲＥＳＴ 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル７F７０１号 松本直嗣 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122880 令和2年3月19日 令和7年6月30日

羽蘭 岡山市北区中央町２番１９号２０ビル３Ｆ３０４号 231-4578 小野莉華子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122862 令和2年3月19日 令和7年6月30日



営業所名 営業所所在地 営業所ＴＥＬ 申請者肩書 代表者名 申請者名 業種 種目 許可番号 許可年月日 許可満了日

ラウンジＡ 岡山市北区中央町９番１６号岡山２３ビル８Ｆ８０２号 太田ニムラカサユラン 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122798 令和2年3月19日 令和7年6月30日

Ａｓｉａｎ　Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　Ｔｈｅ　Ｏｎｅ 岡山市北区田町二丁目５番１７号１Ｆ・４Ｆ 代表取締役 寺坂康治 ㈲Ｔｈｅ　Ｏｎｅ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122864 令和2年3月19日 令和7年6月30日

「りっち」 岡山市東区益野町２５番地４ 944-0952 菊地進 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122882 令和2年3月24日 令和7年4月30日

美　Ｌａ　Ｂｅａｕｔｅ 岡山市北区中央町６番２６号タイムビル２Ｆ２０４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） 3122890 令和2年3月24日 令和7年6月30日

やき鳥喰快 岡山市北区表町一丁目７番２５号 234-5252 兼本英樹 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（焼き鳥） 3122870 令和2年3月26日 令和7年7月31日

スタイル 岡山市北区柳町一丁目９番８号柳町６５ビル２Ｆ 226-6766 代表社員 神田恭一 合同会社ＰＥＡＣＨ　ＪＡＮＥ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122953 令和2年3月31日 令和8年2月28日

Ｌｏｕｎｇｅ　ＨＥＡＲＴ 岡山市北区柳町一丁目１４番１２号西川１００ビル６Ｆ６０１号 238-6667 河原瑠衣 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3120838 令和2年3月31日 令和8年2月28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 代表取締役 永松文彦 ㈱セブン-イレブン・ジャパン 飲食店営業（その他） その他 3122922 令和2年3月31日 令和7年3月31日

Ｃｌｕｂ星華 岡山市北区中央町４番１０１号ＫＮＴビル２Ｆ 235-5588 代表社員 友田雄己 合同会社ニューゲート 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122952 令和2年3月31日 令和7年6月30日

ＬＥＧＡＬＩＳＳ 岡山市北区平和町６番４号グリーンビル５Ｆ５０２号 桑本萌香 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122954 令和2年3月31日 令和7年6月30日

ＣＡＦＥ　ＱＩＮＥＭＡ 岡山市北区問屋町１２番地１０１ＡＲＯＷ＆ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ２Ｆ２０５号 250-4210 岡田真和 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120001 平成31年4月2日 令和7年1月31日

焼肉すみれ 岡山市南区あけぼの町４番１０号 363-1429 坂野隼人 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 3022681 平成31年4月2日 令和6年12月31日

サーティカレー中央町店 岡山市北区中央町２番１号ミゾテビル１Ｆ 801-1000 戸村良治 飲食店営業（一般食堂） その他 3120006 平成31年4月4日 令和6年6月30日

常夜灯 岡山市北区平和町７番２８号西川ファミリービル１Ｆ１０３号 233-5022 阪倉享浩 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 3120012 平成31年4月4日 令和6年6月30日

ｃａｆｅ＆ｂａｒ　ｎａｒａｄｅｗａ 岡山市北区表町三丁目１２番３号 代表取締役 松田礼平 ㈱ＫＣ３ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120026 平成31年4月4日 令和6年7月31日

ずんどう屋岡山平井店 岡山市中区平井六丁目３番２１号 201-4084 代表取締役 橋本龍八 ㈱ＺＵＮＤ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3022654 平成31年4月4日 令和6年10月31日

山陽女子中学・高校白ゆり寮 岡山市中区門田屋敷二丁目２番１６号 272-1181 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） 3022652 平成31年4月4日 令和6年10月31日

山陽女子中学・高校カフェベラ 岡山市中区門田屋敷二丁目２番１６号 272-1181 代表取締役 浅原康幸 ㈱アーサー 飲食店営業（一般食堂） その他（社食・寮食） 3022653 平成31年4月4日 令和6年10月31日

玉扇 岡山市北区弓之町６番１号備前県民局２F 233-9800 代表取締役 柳生登 ㈲玉扇 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3022672 平成31年4月9日 令和7年2月28日

カラオケ輪の会 岡山市東区東平島１５９５番地７４ 片岡和枝 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120064 平成31年4月9日 令和6年4月30日

ドミノ・ピザ岡山田町店 岡山市北区田町一丁目１３番１１号 235-1551 代表取締役 ジョシュア・ピーター・キリムニック ㈱ドミノ・ピザジャパン 飲食店営業（一般食堂） その他 3022683 平成31年4月9日 令和6年6月30日

Ｄｏｔｔ　ｃａｆｅ 岡山市北区奉還町三丁目１３番１４号 小川期子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3022685 平成31年4月9日 令和6年7月31日

ライフスタイルアパートメント 岡山市北区問屋町２５番地１０２ 236-8876 代表取締役 髙畠裕介 ㈱ライフスタイルギャラリー 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120068 平成31年4月11日 令和7年1月31日

株式会社ＳＴＡＧＥ 岡山市北区野田屋町二丁目６番１４号２Ｆ 266-6476 代表取締役 長花秀樹 ㈱ＳＴＡＧＥ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120120 平成31年4月11日 令和7年2月28日

あゆみ乃 岡山市北区柳町一丁目９番１２号パークビル１Ｆ 230-2033 千原敬史 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 3022709 平成31年4月11日 令和7年2月28日
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六三ラーメン 岡山市南区西高崎３４番地６０ 250-6273 大家稔 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3120004 平成31年4月11日 令和6年9月30日

韓丼東岡山店 岡山市中区高屋１５３番地３ 代表取締役 中嶋賢太郎 ㈲サリーレ・ジャパン 飲食店営業（一般食堂） その他 3120015 平成31年4月16日 令和7年3月31日

豊前うどんいしば志 岡山市北区春日町３番１１号 201-3144 石橋朗 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3120031 平成31年4月16日 令和6年5月31日

ＨＡＮＡＳＯＲＡ 岡山市南区妹尾２１１９番地３ 959-4453 代表社員 木村美紀 ＩＮＲＥＭ合同会社 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120131 平成31年4月16日 令和6年9月30日

麺岡北亭らのくら 岡山市北区中井町二丁目２番７号岡北ハピータウン1F 234-5111 代表取締役 小坂章壽 ㈱でりかエッセン 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3120024 平成31年4月16日 令和6年11月30日

カフェ　ラセーヌ　ｎｉｋｋｏ東岡山 岡山市中区神下４３７番地１ 代表取締役 川井祐介 ㈱和 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120034 平成31年4月18日 令和7年3月31日

日々のごはんハナレ 岡山市北区清輝本町６番１９号 石川来美子 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 3022684 平成31年4月18日 令和6年5月31日

株式会社ＨＡＹＡＢＵＳＡ 岡山市北区中井町一丁目４番７号 代表取締役 渡邊敬太 ㈱ＨＡＹＡＢＵＳＡ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3120171 平成31年4月18日 令和6年11月30日

ＭＩＳＣＨＢＡＲ天神町 岡山市北区天神町４番３号 230-3717 加藤利恵 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120172 平成31年4月23日 令和7年2月28日

せと食堂 岡山市東区瀬戸町大井６４９番地 230-2457 代表取締役 井植敏彰 ユーアールエー㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他 3022383 平成31年4月23日 令和6年4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） 3120148 平成31年4月25日 令和7年1月31日

くらしのたね 岡山市北区辰巳１４番地１０１－１Ｆ 246-1188 代表取締役 青江整一 ㈱ミナモト建築工房 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120065 平成31年4月25日 令和7年1月31日

ＪＵＩＣＹ　Ｏｎｅ　Ｓｔｏｐ　Ｆｏｏｄ　Ｓｈｏｐ 岡山市北区奥田本町９番７号多田ビル１Ｆ 田中マルガリータフローレスカ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120224 平成31年4月25日 令和6年5月31日

きむらみうら 岡山市北区丸の内二丁目７番２６号 三浦千穂美 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120194 平成31年4月25日 令和6年7月31日

すみ 岡山市北区奉還町四丁目７番１５号ＮＡＷＡＴＥ店舗は 萩原菫 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120167 平成31年4月25日 令和6年7月31日

Ｃｈａｍａ－Ｒｉｎｔｅｉ 岡山市南区泉田３２８番地７ 大野幸生 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120228 平成31年4月25日 令和6年12月31日

おりんぴあどりーむせと（サロンルーム） 岡山市中区新築港９番地１ 代表取締役 小嶋光信 両備フェリー㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120177 平成31年4月26日 令和6年10月31日

おりんぴあどりーむせと 岡山市中区新築港９番地１ 代表取締役 小嶋光信 両備フェリー㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120180 平成31年4月26日 令和6年10月31日

Ｐｉｚｚａ　Cａｆｅ　ＬＵＣＹ 岡山市北区高柳西町２番１７号 728-5666 渡邉春美 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120229 令和1年5月7日 令和7年1月31日

Ｐｅｔｉｔ　ＪＯＩＥ　Ｂｏｎｈｅｕｒ 岡山市北区西崎本町１番１２号-5 253-5111 代表取締役 景山行章 ㈱ＬＩＮＫ 飲食店営業（一般食堂） その他（社食・寮食） 3120265 令和1年5月9日 令和7年1月31日

ｔｏｎｄａｃｈｏｕ　ｃａｆｅ 岡山市北区富田町二丁目３番１２号Ｔコーポ１F北 070-3773-0288 片岡玲菜 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120260 令和1年5月9日 令和7年2月28日

暮らしと珈琲 岡山市中区祇園５１７番地５ 代表取締役 脇山賢一 ㈱暮らしと珈琲 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3022635 令和1年5月9日 令和7年3月31日

ル・フォワイエ西大寺店 岡山市東区西大寺南一丁目１番２６号 943-0077 代表取締役 三宅勝巳 ル・フォワイエ㈲ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120214 令和1年5月9日 令和7年4月30日

中国料理はすのみ 岡山市北区平和町１番１１号１Ｆ 238-8403 加藤堅太郎 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 3120263 令和1年5月9日 令和6年6月30日

旬菜桜梅 岡山市北区津島東一丁目４番１号岡山県青年館１Ｆ 234-8842 代表取締役 槇祐輔 ㈱旬菜桜梅 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120261 令和1年5月9日 令和6年11月30日
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Ｓｏｏｎ　ｄｏｏ　ｂｏｏ　Ｔｏｆｕ　Ｈｏｕｓｅ 岡山市北区辰巳１９番地１０６ 245-4225 藤戸唯貴 飲食店営業（一般食堂） その他 3120275 令和1年5月14日 令和7年1月31日

和食・鍋しゃぶしゃぶ清水岡山青江店 岡山市北区青江一丁目６番２号 223-7536 代表取締役 村岡秀治 ㈱敦煌 飲食店営業（一般食堂） その他 3120332 令和1年5月14日 令和6年5月31日

香記 岡山市南区築港ひかり町１番９号 代表取締役 鄭新泉 新コーポレーション㈱ 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 3120310 令和1年5月14日 令和6年12月31日

とんかつ新宿さぼてん岡山さんすて店 岡山市北区奉還町二丁目３番１号 221-7713 代表取締役 田沼千秋 ㈱グリーンハウスフーズ 飲食店営業（一般食堂） その他 3120305 令和1年5月16日 令和7年1月31日

〆ステーキ 岡山市北区田町二丁目５番７号ストーク２１ビル１F 222-6006 橋本圭司 飲食店営業（一般食堂） その他 3120281 令和1年5月16日 令和6年6月30日

Ｃａｆｅ＆ｂａｒ　ＦＵＧＬＹ 岡山市北区表町一丁目６番５６号オレンジビル１F１０２号 川﨑貴広 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120193 令和1年5月16日 令和6年7月31日

ラーメン大統領円山店 岡山市中区円山１１８番地 代表取締役 張徳恵 日本神鷹智能技術㈱ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3120227 令和1年5月16日 令和6年10月31日

合同会社Ｍｏｍｏ　Ｔｅｒｒａｃｅ岡山 岡山市北区吉備津１０２２番地６渡辺医院内 代表社員 北山敏久 合同会社Ｍｏｍｏ　Ｔｅｒｒａｃｅ岡山 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 3120309 令和1年5月16日 令和6年11月30日

Ｃａｆｅ　Ｋｕｒｕｍｉ 岡山市北区奉還町二丁目１５番７号 252-8426 青木瑞恵 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120262 令和1年5月21日 令和7年1月31日

ＢＲＩＬＬＩＡＮＴ　ＴＥＡ 岡山市北区田町一丁目１０番１１号１F 磯山明子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120286 令和1年5月21日 令和6年6月30日

とんかつ羅凰 岡山市北区北長瀬表町二丁目１７番８０号ブランチ岡山北長瀬施設内 236-7879 大羅鉄成 飲食店営業（一般食堂） その他 3120359 令和1年5月23日 令和7年1月31日

特別養護老人ホーム津高寮 岡山市北区津高４３６番地１ 252-1100 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） 3120370 令和1年5月28日 令和6年11月30日

CAFE　Tｏｋｉｄｏｋｉ　ＫＯＥＩＤＯ 岡山市北区北長瀬表町二丁目１７番８０号 250-5554 代表取締役 武田浩一 ㈱廣榮堂 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120461 令和1年6月4日 令和7年1月31日

集い館 岡山市東区犬島２３５番地 中居米子 飲食店営業（一般食堂） その他 3120277 令和1年6月4日 令和7年4月30日

魚祥 岡山市北区丸の内一丁目１番８号宇野乾ＯＰＵＳ丸之内２Ｆ 227-3033 山本寛 飲食店営業（一般食堂） すし料理 3120358 令和1年6月4日 令和6年7月31日

カラオケ　スマイル 岡山市南区植松６１９番地 松田京子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120483 令和1年6月4日 令和6年9月30日

ｃｏｃｏｌｅｃａｆｅ 岡山市東区広谷３４８番地２ 田中弘毅 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120441 令和1年6月6日 令和7年4月30日

Curry　NaNa　福富店 岡山市南区福富西二丁目１９番３６号サンガーデン福富西１F１０５号 263-0077 平林大 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120475 令和1年6月6日 令和6年12月31日

ＵＳＳＵ 岡山市北区北長瀬表町二丁目１７番８０号 239-7733 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 3120510 令和1年6月11日 令和7年1月31日

ＳＡＲＡ 岡山市東区東平島１５４番地４ 297-7678 Ｋｈａｄｋａ　Ｓａｎｔｏｓｈ 飲食店営業（一般食堂） その他 3120513 令和1年6月11日 令和7年4月30日

中華料理　浩源 岡山市北区京町６番１６号 230-1851 代表取締役 金志丹 金喜喜㈱ 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 3120506 令和1年6月11日 令和7年5月31日

カラフル 岡山市北区駅元町１８番７号 254-1129 代表取締役 木曽昌英 ㈲まつのき 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120576 令和1年6月13日 令和7年1月31日

カフェ・ド・クリエ岡山北長瀬店 岡山市北区北長瀬表町二丁目１７番８０号 250-2337 代表取締役 山川時良 ㈱ティーワイ・ピー 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120484 令和1年6月13日 令和7年1月31日

ＡＬＦＥＥ 岡山市北区田町二丁目３番１２号 取締役 片岡頼秋 ㈲メディアコーポレーション 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120565 令和1年6月13日 令和6年6月30日

やじろべぇ 岡山市北区田町二丁目１０番３号第二田町赤松ビル１F１０１号 230-5889 三浦剛 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 3120508 令和1年6月13日 令和6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

９８Ｋ 岡山市北区津島西坂二丁目５番１１号１Ｆ 代表取締役 田宇辰 ㈱千成 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120453 令和1年6月13日 令和6年7月31日

源八ラーメン 岡山市北区中央町４番１１６号 231-1050 竹井新答 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3120579 令和1年6月18日 令和6年6月30日

和み遊膳つるべ後楽ホテル店 岡山市北区平和町５番１号後楽ホテル２Ｆ 206-6617 代表取締役 岡﨑真悟 ㈱ひな市 飲食店営業（一般食堂） その他 3120528 令和1年6月18日 令和6年6月30日

サイゼリヤ天満屋ハピータウン岡南店 岡山市南区築港新町一丁目２５番１号シネマタウン岡南１Ｆ 902-1180 代表取締役 正垣泰彦 ㈱サイゼリヤ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120446 令和1年6月18日 令和6年12月31日

インド ダイニング カフェ マター 北長瀬店 岡山市北区北長瀬表町二丁目１７番８０号ＢＲＡＮＣＨ岡山北長瀬Ｌ１３０ 236-8007 ＡＣＨＡＲＹＡ　ＰＲＥＭ　ＰＲＡＳＡＤ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120564 令和1年6月20日 令和7年1月31日

ぷくぷく氷 岡山市北区伊福町一丁目１５番１９号第三木下マンション１Ｆ 250-2992 南道文 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120460 令和1年6月20日 令和6年7月31日

ｃａｋｅ＆ｂｒｅａｄ”ＣＨＩＦＦＯＮ” 岡山市中区原尾島８６０番地７ 村上真弓 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120640 令和1年6月25日 令和7年3月31日

焼肉２９６ 岡山市中区神下１６２番地１ 201-2960 代表取締役 福田年百明 ㈱ティーケーダッシュ 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 3120652 令和1年6月25日 令和7年3月31日

焼肉・ホルモンギョーザのオンリーギュ～高島店 岡山市中区高島新屋敷３８９番地５ 275-5529 代表取締役 今井正和 アスロック㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 3120503 令和1年6月25日 令和7年3月31日

掛茶屋 岡山市北区表町一丁目８番３６号第１ビル１F 代表社員 郭思好 ユニティ合同会社 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120692 令和1年6月27日 令和6年7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 287-6700 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 3120693 令和1年6月27日 令和6年11月30日

ｎｏｎｏ　ｗｈｉｔｅ 岡山市中区門田屋敷一丁目１０番２４号 河崎千代乃 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120631 令和1年7月2日 令和7年3月31日

カフェテリアハーモニー 岡山市東区瀬戸町観音寺７２１番地 908-0232 代表取締役 白神志朗 ㈱ＳＯＳＨＩ　ＢＵＳＩＮＥＳＳ　ＳＵＰＰＯＲＴ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 3120717 令和1年7月2日 令和7年4月30日

有限会社東心若観門豆 岡山市中区江並９０番地７ 200-1801 代表取締役 岡田真明 ㈲東心 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120680 令和1年7月2日 令和6年10月31日

スパゲッツダンディ 岡山市北区下石井二丁目９番５２号下石井ビル１Ｆ 代表取締役 井上享彦 ㈱ダンディ 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 3120750 令和1年7月9日 令和7年2月28日

モスバーガー岡山けやき通り店 岡山市中区東川原１５６番地１ 201-1618 代表取締役 柴田新二 ㈱東光 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120650 令和1年7月9日 令和7年3月31日

みのる 岡山市東区犬島１３４番地 高田裕希 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120676 令和1年7月9日 令和7年4月30日

元町珈琲 岡山青江の離れ 岡山市北区青江二丁目７番６５号 代表取締役 川村広晶 ㈱クリンプロ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120667 令和1年7月9日 令和7年5月31日

えびす堂赤兵衛 岡山市南区新保３３８番地３ 景山義人 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 3120779 令和1年7月9日 令和6年9月30日

珈琲館Ｐ．モール岡山雄町店 岡山市中区雄町２６６番地１ 238-7710 代表取締役 福市吉男 ㈱栄宏 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120677 令和1年7月11日 令和7年3月31日

金行商店 岡山市北区表町二丁目５番２０号 金行成典 飲食店営業（一般食堂） その他 3120511 令和1年7月11日 令和6年7月31日

グリーンベリーズコーヒー岡山駅前店 岡山市北区駅前町一丁目８番１８号イコットニコット１Ｆ 代表取締役 橋野健一 ステラ㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120665 令和1年7月16日 令和7年2月28日

ラーメン自由軒 岡山市北区蕃山町４番１２号 石田皇 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3120850 令和1年7月16日 令和7年2月28日

イオンスタイル岡山青江 岡山市北区青江二丁目７番１１号 223-0551 代表取締役 井出武美 イオンリテール㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120613 令和1年7月16日 令和7年5月31日

イオンスタイル岡山青江 岡山市北区青江二丁目７番１１号 223-0551 代表取締役 井出武美 イオンリテール㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120619 令和1年7月16日 令和7年5月31日
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タータンチェック 岡山市北区表町三丁目６番３９号 226-1507 金谷修平 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120851 令和1年7月16日 令和6年7月31日

そよ風 岡山市南区片岡２４６８番地サウスヴィレッジ 代表取締役 小椋義昭 三友食品㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120818 令和1年7月16日 令和6年9月30日

焼肉中華鶴松家 岡山市北区庭瀬４９８番地１ 259-1129 代表取締役 金岡政基 ㈱ゴールド・ヒル 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 3120853 令和1年7月18日 令和7年1月31日

カフェ　ド　メレンゲ 岡山市北区野田屋町一丁目７番２０号中野ビル２Ｆ 村上眞爾 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120772 令和1年7月23日 令和7年2月28日

ＭＯＡｃａｆｅ 岡山市中区神下９３番地 737-1111 代表取締役 利根川弘衛 ㈱東京インテリア家具 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120849 令和1年7月23日 令和7年3月31日

肉の一 岡山市北区田町二丁目５番１号 959-4215 下山魁 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 3120883 令和1年7月23日 令和7年6月30日

岡山天満屋カフェモロゾフ 岡山市北区表町二丁目１番１号天満屋岡山店２Ｆ 231-7218 代表取締役社長 山口信二 モロゾフ㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120877 令和1年7月23日 令和6年7月31日

吉野家岡山平井店 岡山市中区平井四丁目２４番３２号 274-8418 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 3120869 令和1年7月23日 令和6年10月31日

Ｐｉｚｚｅｒｉａ　Ａ　Ｄｏｍａｎｉ 岡山市南区浦安本町７４番地１ 238-0104 葛原英明 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 3120874 令和1年7月23日 令和6年12月31日

ミスターバーク東川原店 岡山市中区東川原１８０番地２ 238-8915 薬師寺薫 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 3120892 令和1年7月25日 令和7年3月31日

山陽病院職員食堂 岡山市中区藤崎４６５番地 276-1101 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） 3120712 令和1年7月25日 令和6年10月31日

ミスターバーク牟佐店 岡山市北区牟佐７０番地１ 206-4689 薬師寺薫 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 3120893 令和1年7月25日 令和6年11月30日

ＳＵＮＮＹ　ＰＩＺＺＡ 岡山市北区北長瀬表町二丁目１７番８０号 250-6601 代表取締役 寄木秋弘 ＳＵＮＮＹ㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120885 令和1年7月30日 令和7年1月31日

喫茶ひまわり 岡山市北区西古松一丁目２８番２２号サンコーポ知辺１Ｆ１０２号 竹本美穂 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120911 令和1年8月1日 令和7年5月31日

蜜月 岡山市北区中山下二丁目２番１３号 石井佑衣菜 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120906 令和1年8月1日 令和7年6月30日

カフェレスト岡山本店 岡山市南区西市６２８番地１ 805-1750 代表取締役 三嶋恒夫 ㈱ヤマダ電機 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120920 令和1年8月1日 令和6年9月30日

京もつ鍋ホルモン朱々岡山柳町店 岡山市北区柳町一丁目２番１号栢野ビル１Ｆ 西義信 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 3120925 令和1年8月6日 令和7年2月28日

ノブハウスうらら 岡山市北区富町二丁目１５番２１号河田病院内 252-1231 理事長 丸石幸嗣 特定非営利活動法人うらら 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120938 令和1年8月8日 令和7年1月31日

すし晴 岡山市北区野田屋町一丁目１０番２６号乘金ビル１F 230-2556 小野晴利 飲食店営業（一般食堂） すし料理 3120943 令和1年8月13日 令和7年2月28日

魂の一品 岡山市北区表町二丁目２番６号 224-7888 代表取締役 嶋本宗平 ㈱レモンの部屋 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3120937 令和1年8月13日 令和7年7月31日

ＯＵＴ 岡山市北区中央町４番２号グラン・パレ４F４０２号 渡部真覚 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120963 令和1年8月20日 令和7年6月30日

カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋岡山けやき通り店 岡山市中区浜６０８番地１ 270-5519 二宮誠 飲食店営業（一般食堂） その他 3120964 令和1年8月21日 令和7年3月31日

イタリア惣菜屋トミヤ 岡山市北区奉還町二丁目９番１０号 武田隼人 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120944 令和1年8月22日 令和7年1月31日

ＨＩＧＨ＆ＬＯＷ 岡山市北区駅前町二丁目４番１１号－２Ｆ 代表取締役 小野裕樹 ㈱ＣＲＯＳＳ　ＷＡＬＫＥＲ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120987 令和1年8月22日 令和7年2月28日

カフェフルリールセントラルビル店 岡山市北区本町６番３６号第一セントラルビル１号館１F 231-6130 代表取締役 伊原木省五 丸田産業㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120985 令和1年8月22日 令和7年2月28日
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茶房　和三盆 岡山市北区問屋町１２番地１０１アローアンドデパートメント１Ｆ 241-5598 代表取締役 丸山明 ㈱ＫＩＢＩＴＯ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120994 令和1年8月27日 令和7年1月31日

介護老人保健施設恵風苑 岡山市中区今在家３０４番地６ 275-8008 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） 3120996 令和1年8月27日 令和7年3月31日

かえで商店 岡山市南区妹尾２６１番地９ 代表取締役社長 原克典 ㈲岡山ツーバイ工業 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120941 令和1年8月27日 令和6年9月30日

５２９ ＫＯ－ＦＵＫＵ 岡山市南区海岸通二丁目１番３３－４号 259-2786 代表取締役 吉村真生 リアライブ㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120974 令和1年8月29日 令和6年12月31日

草家 岡山市北区清輝橋二丁目１番１６号 221-0088 崔銀熙 飲食店営業（一般食堂） その他 3121016 令和1年9月3日 令和7年5月31日

ＡＬＥＡＰ 岡山市中区藤原西町二丁目７番３７号 238-6922 代表取締役 入江翔太 ㈱ＡＬＥＡＰ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3121018 令和1年9月5日 令和7年3月31日

ホワイトドラマ 岡山市北区青江二丁目１３番１号 238-3442 代表取締役 船曳武志 ㈱トラプラスナツ 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 3121007 令和1年9月5日 令和7年5月31日

創作和食Ｇｅｒｎｅ　ｅｓｓｅｎ 岡山市北区岡町１番１９号大村ビル１Ｆ北側 草野潤 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 3121034 令和1年9月5日 令和7年5月31日

ＣＵＩＳＩＮＥ 岡山市南区大福３６９番地８ 282-7527 代表取締役 三宅恵美子 ㈱エスペランサ 飲食店営業（一般食堂） その他（社食・寮食） 3120990 令和1年9月5日 令和6年9月30日

ラーメンPｕｂ　Tａｎｃ 岡山市北区駅前町一丁目７番１８号 久山志織 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3121149 令和1年9月17日 令和7年2月28日

㈱山茂　穂香の里事業所 岡山市東区豊田３００番地１ 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） 3121100 令和1年9月17日 令和7年4月30日

かつ亭　津島店 岡山市北区津島笹が瀬１番３号 岡圭亮 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3121104 令和1年9月17日 令和7年7月31日

玉ちゃん 岡山市南区妹尾１８５０番地２ 282-2998 村田智恵 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3121120 令和1年9月17日 令和6年9月30日

岡山パーラーメトロ 岡山市中区藤崎６１０番地３ 274-3777 代表取締役 菊田浩典 ㈲メトロ藤崎 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3121146 令和1年9月17日 令和6年10月31日

グレイトフルズ岡山問屋町店 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（一般食堂） 軽食喫茶 3121021 令和1年9月19日 令和7年1月31日

ＣＡＦＥ　ＫＩＴＳＵＮＥ　ＲＯＡSＴＥＲＹ 岡山市北区出石町一丁目６番６－２号 201-2534 代表取締役 黒木理也 ㈱メゾン・キツネ・ジャパン 飲食店営業（一般食堂） その他 3121153 令和1年9月19日 令和7年2月28日

茶千樹 岡山市北区北長瀬表町二丁目１７番８０号ブランチ北長瀬Ｌ１１０ 代表社員 若林光晴 合同会社ワカバヤシ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3120992 令和1年9月24日 令和7年1月31日

岡山厚切りとんかつかつぞう 岡山市北区駅前町一丁目８番１８号イコットニコット１F 代表取締役 丹下健三 岡山鶏卵㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3121006 令和1年9月24日 令和7年2月28日

吉野家岡山松浜店 岡山市南区松浜町１５番２８号 902-5015 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 3121152 令和1年9月24日 令和6年12月31日

肉処　龍現 岡山市北区中央町６番２２号中央町ヒルズ１Ｆ１０１号 206-5120 木村明菜 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 3121160 令和1年9月26日 令和7年6月30日

岡山県立烏城高等学校　厨房及び食堂 岡山市北区伊島町三丁目１番１号 251-9755 代表取締役 秋山裕一 ㈱セントラルフーズ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 3121178 令和1年9月26日 令和7年7月31日

ＨＡＴＴＯＲＩ　ＢＡＧＥＬ 岡山市北区奉還町一丁目４番１２－１号 959-4391 服部恭子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3121197 令和1年10月1日 令和7年1月31日

古民家珈琲大多羅庵 岡山市東区大多羅町１５４番地１ 北山敏久 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3121147 令和1年10月1日 令和7年4月30日

草々 岡山市東区瀬戸町鍛冶屋１４９０番地 238-4030 金出地雅仁 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3121207 令和1年10月1日 令和7年4月30日

食彩おひさま 岡山市東区瀬戸町瀬戸３９９番地１ 代表取締役 小橋三和子 ㈲おひさま 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3121172 令和1年10月1日 令和7年4月30日
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料理屋箸 岡山市北区中山下二丁目１番５３号岡崎第３ビル２Ｆ 201-7307 上野裕次郎 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 3121195 令和1年10月1日 令和7年6月30日

山貴 岡山市南区西市５９１番地４ 森山成貴 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3121245 令和1年10月3日 令和7年9月30日

讃岐うどん佐々家 岡山市南区藤田１７８８番地１ 236-8150 佐々木明利 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3121107 令和1年10月8日 令和7年9月30日

来来亭岡山浜野店 岡山市南区浜野二丁目１０番１号 250-8221 代表取締役 豆田敏典 ㈱来来亭 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3121161 令和1年10月8日 令和6年12月31日

お好み焼　のざき 岡山市中区桜橋三丁目１番３３号 272-0800 野﨑定子 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 3121295 令和1年10月9日 令和6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１F 297-7599 山本幸男 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3121294 令和1年10月10日 令和7年4月30日

ＫＮＯＴ　Ｔｅａ＆ＦａｒｍＫｉｔｃｈｅｎ 岡山市北区北長瀬表町二丁目１７番８０号 236-6665 代表取締役 石井佳子 ㈱フレスカ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3121242 令和1年10月15日 令和7年1月31日

古民家＜和のくらし＞カフェ 岡山市北区青江五丁目２２番７号 小松原隆代 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3121020 令和1年10月15日 令和7年5月31日

ｐｏｒｔａ　ｆｅｌｉｃｉｔａ 岡山市北区中山下二丁目４番５０号 289-6173 杉原和夫 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 3121300 令和1年10月15日 令和7年6月30日

ヤン茶グリーン 岡山市北区津島新野一丁目５番２８号 吉岡浩人 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3121227 令和1年10月15日 令和7年7月31日

ＴＡＶＥＲＮＡ 岡山市北区幸町３番９号第２友沢ビル１Ｆ 234-8617 代表取締役 土居義昇 ㈱ＴＡＶＥＲＮＡ 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 3121333 令和1年10月17日 令和7年2月28日

ＴＡＶＯＬＡ　ＴＡＰＡＳ 岡山市北区幸町５番１４号ホワイトボックス１Ｆ 234-8816 代表取締役 土居義昇 ㈱ＴＡＶＥＲＮＡ 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 3121334 令和1年10月17日 令和7年2月28日

心地ダイニング奈々伊 岡山市北区駅元町８番７号ミッド・シティ岡山１Ｆ 256-0771 代表取締役 田中美樹 ㈱ｃｈｉｏｎ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3121379 令和1年10月24日 令和7年1月31日

ＨＡ　ＮＯＩ　ＭＡＲＴ 岡山市北区駅前町一丁目７番２１号フジ屋ビル 代表取締役 グエンティトゥチャン ㈱Ｂ＆Ｔ 飲食店営業（一般食堂） その他 3121210 令和1年10月24日 令和7年2月28日

Ｇ＆Ｓサンクチュアリーリバー 岡山市北区兵団３番３２号 代表取締役 秋山裕一 ㈱Ｇ＆Ｓ 飲食店営業（一般食堂） その他 3121392 令和1年10月24日 令和7年2月28日

とりそばトシゾー 岡山市北区大学町３番８号 代表取締役 山上正喜 ㈱ワイズ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3121329 令和1年10月24日 令和7年5月31日

できたておむすび米米　岡山大学病院店 岡山市北区鹿田町二丁目５番１号岡山大学病院入院棟１１Ｆ 代表取締役 井上公平 ㈲ＨＩＴＴ 飲食店営業（一般食堂） その他 3121361 令和1年10月24日 令和7年5月31日

伊予銀行旭寮 岡山市中区円山１３１番地 274-0534 代表取締役 馬渕祥正 ㈱馬渕商事 飲食店営業（一般食堂） その他（社食・寮食） 3121292 令和1年10月24日 令和6年10月31日

サブウェイ　イオンモール岡山店 岡山市北区下石井一丁目２番１号イオンモール岡山２Ｆ２０１４ 206-7321 代表取締役 植野伸 コムパス㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3121380 令和1年10月29日 令和7年2月28日

有料老人ホームほたるの郷 岡山市中区今在家１３１番地１ 944-4356 代表社員 北山敏久 合同会社　Ｍｏｍｏ　Ｔｅｒｒａｃｅ岡山 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 3121393 令和1年10月29日 令和7年3月31日

ｃａｆｅ　ｐｉｎｏｃｃｈｉｏ 岡山市北区奉還町三丁目１６番２６号 國本竜平 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3121414 令和1年10月29日 令和7年7月31日

吉備桃 岡山市南区箕島３４４３番地１シティライト内２Ｆ 281-8801 代表取締役 丸山明 ㈱ＫＩＢＩＴＯ 飲食店営業（一般食堂） その他 3121296 令和1年10月29日 令和7年9月30日

そんぽの家岡山平井 岡山市中区平井三丁目１０６６番地２ 200-1165 代表取締役 森脇憲一郎 ＳＯＭＰＯケアフーズ㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 3121394 令和1年10月29日 令和6年10月31日

鳥の半身焼き　マルキュー 岡山市東区九蟠９８９番地２ 948-4309 理事長 永田昇 特定非営利活動法人マルキュー 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 3121251 令和1年10月31日 令和7年4月30日

吉備津シティホール 岡山市北区吉備津１３７０番地２ 287-4194 代表取締役 田中勝博 ㈱椿 飲食店営業（一般食堂） その他 3121381 令和1年10月31日 令和6年11月30日
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柳町焼肉カンテラ 岡山市北区柳町一丁目１２番１６号 201-1304 吉村哲相 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 3121396 令和1年11月5日 令和7年2月28日

焼肉がみや 岡山市北区柳町二丁目４番６号柳町ビル１F 206-3337 代表社員 武田遥奈 がみや合同会社 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 3121405 令和1年11月5日 令和7年2月28日

ＳＯＦＴ　ＳＥＬＬ（ＨＵＲＲＹ　ＧＯＲＯＵＮＤ） 岡山市北区奥田本町２５番１７号 高橋教代 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3121283 令和1年11月5日 令和7年5月31日

平和町マリオ 岡山市北区平和町３番２９号コートコンドール１Ｆ 230-1186 矢内拓己 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3121421 令和1年11月5日 令和7年6月30日

ｔｅａ　ａｐｅｒｏ 岡山市北区表町一丁目１０番１６号２Ｆ 代表取締役 時岡好恵 ㈱ベーシックプロダクト 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3121424 令和1年11月5日 令和7年7月31日

二代目麺処くるり 岡山市北区伊島北町１番３号 806-4060 原昌広 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3121362 令和1年11月5日 令和7年7月31日

Ｈａｎａ 岡山市中区平井五丁目７番４７－３号 276-1358 代表取締役 小西まゆ ㈲菜の花 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 3121450 令和1年11月5日 令和7年10月31日

麻雀Ｆ－１ 岡山市北区今保１６６番地１ 246-5678 取締役 関静子 ㈲エスアイ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3121477 令和1年11月6日 令和7年1月31日

本場広島お好み焼　このちゃん 岡山市中区西川原８６番地６ 271-3090 寺下好美 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 3121258 令和1年11月7日 令和7年3月31日

フリュティエパスタ 岡山市北区大元上町３番１号 805-8770 代表取締役 畑中泰 ㈲かつら木 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3121435 令和1年11月8日 令和7年5月31日

いちご 岡山市南区西七区４６９番地 363-5561 代表取締役 藤井邦昭 ㈱七区いちご園 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3121452 令和1年11月8日 令和7年9月30日

桜梅桃李 岡山市中区徳吉町二丁目８番３０号 206-7377 代表取締役 苔口理恵 ㈱瑞穂 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 3121540 令和1年11月12日 令和7年3月31日

レ・ピエール・プレシューズ 岡山市北区表町二丁目６番６４号雷電館１Ｆ 207-2270 代表社員 近藤昌子 合同会社オニバ 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 3121509 令和1年11月12日 令和7年7月31日

尾道らーめん燈 岡山市北区田町二丁目６番２６号 230-0799 代表取締役 竹内庸平 ㈱ＶＥＳＴＩ　Ｒｏｏｍ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3121541 令和1年11月14日 令和7年6月30日

ギャラリー凛 岡山市北区足守１０３３番地 295-2739 松岡トメ子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3121542 令和1年11月14日 令和6年11月30日

香辣香 岡山市北区本町５番７号本町G.コバシＢＬＤＧ２Ｆ 235-5025 代表取締役 田所英夫 ㈱八蔵 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 3121633 令和1年11月19日 令和7年2月28日

ＳＰＩＣＥ　ＰＵＢ　ＲＥＧＬＡＧＥ 岡山市北区石関町１番２８号岸本ビル３Ｆ 230-4711 馬越洋平 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3121663 令和1年11月21日 令和7年2月28日

ＳＡＬＴ－石川食堂 岡山市北区丸の内二丁目１２番１４号１Ｆ 238-9910 石川俊輔 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3121554 令和1年11月21日 令和7年7月31日

パン工房スピカ 岡山市北区伊福町二丁目６番１号スピカビル 250-6161 理事長 中島洋子 医療法人豊仁会 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3121555 令和1年11月21日 令和7年7月31日

ランチ　団らん 岡山市北区建部町宮地１００番地 宗髙清美 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3121483 令和1年11月21日 令和6年11月30日

学研ココファン北長瀬マルコシ厨房 岡山市北区西長瀬１２０７番地３ 代表取締役 大森健正 ㈱マルコシ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 3121690 令和1年11月25日 令和7年1月31日

むさしの森珈琲岡山中仙道店 岡山市北区中仙道二丁目１番２７号 805-0139 代表取締役 大川原利明 ㈱すかいらーくレストランツ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3121681 令和1年11月26日 令和7年1月31日

麺屋はやぶさ岡山店 岡山市北区磨屋町６番１１号第２きく井ビル１・２F 231-5757 代表取締役 安藤隆祥 ㈱アンドユー 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3121655 令和1年11月26日 令和7年6月30日

中華そば　ふじ井 岡山市北区内山下一丁目９番３号アクティブイン内山下１Ｆ北 238-8151 藤井克俊 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3121464 令和1年11月26日 令和7年7月31日

ＯＫＣｕｒｒｙ 岡山市北区表町二丁目３番５２号津田ビル１Ｆ 225-9569 高原太郎 飲食店営業（一般食堂） その他 3121666 令和1年11月28日 令和7年7月31日



営業所名 営業所所在地 営業所ＴＥＬ 申請者肩書 代表者名 申請者名 業種 種目 許可番号 許可年月日 許可満了日

グリーングラス 岡山市北区新庄上４０６番地 287-6625 中川三郎 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3121635 令和1年11月28日 令和6年11月30日

ワイズガーデン 岡山市南区福田７３５番地２ 259-5022 代表取締役 大森康弘 ㈱ワイズスケープ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3121718 令和1年11月28日 令和6年12月31日

ｍｕｍｒｉｋ　ｃｏｆｆｅｅ 岡山市北区奉還町二丁目１番１６号 259-2772 山口真理子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3121656 令和1年12月3日 令和7年1月31日

お好焼　まきちゃん 岡山市北区表町一丁目８番４５号１F 髙村眞喜子 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 3121759 令和1年12月3日 令和7年7月31日

タツモ株式会社 岡山市北区芳賀５３１１番地 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（社食・寮食） 3121760 令和1年12月3日 令和7年11月30日

花かまくら 岡山市南区福田２２６番地３ 250-8010 代表取締役 柴田修次 ㈱Ｃｕｌｔｉｖａｔｅ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3121771 令和1年12月3日 令和6年12月31日

中納言本店 岡山市中区中納言町７番３２号 272-2268 代表取締役 武田浩一 ㈱廣榮堂 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3121775 令和1年12月5日 令和7年3月31日

十割そばと酒じんべえ 岡山市北区中央町８番１６号岡山銀の館１Ｆ１０６号 酒井正登志 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3121684 令和1年12月5日 令和7年6月30日

ＴＡＰＩＴＯＲＡ 岡山市南区藤田５６０番地２０９Ｐモール藤田店内 代表取締役 石橋尚 ㈱ＡＬＥＴＴＡ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3121860 令和1年12月12日 令和7年9月30日

炭火焼き肉くいろー 岡山市北区番町一丁目５番２８号番町マンション1F 235-2989 小原佑真 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 3121943 令和1年12月17日 令和7年2月28日

きらく庵 岡山市中区清水一丁目５番１７号 唐木與志夫 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3121921 令和1年12月17日 令和7年3月31日

炭火焼肉とく 岡山市北区中島田町一丁目５番２号ノーブルハイツ中島田１F１０１号 289-8218 鄭春蘭 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 3121773 令和1年12月17日 令和7年5月31日

カフェバール　マスカット 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 235-0345 代表取締役 北條裕介 ㈱ジェイアールサービスネット岡山 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3121685 令和1年12月19日 令和7年1月31日

まるかつ（丸勝） 岡山市南区内尾２３７番地６ 298-3279 髙橋毅吏 飲食店営業（一般食堂） すし料理 3121807 令和1年12月19日 令和7年9月30日

カラオケまねきねこ 岡山北長瀬店 岡山市北区北長瀬表町一丁目２番１４号 242-3393 代表取締役 腰髙博 ㈱コシダカ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3121973 令和1年12月24日 令和7年1月31日

ＤＡＮＲＩＳＥ 岡山市北区奉還町二丁目１番２１号 239-9910 代表取締役 木下崇雄 ㈲ＮＪプランニング 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3121971 令和1年12月26日 令和7年1月31日

快活ＣＬＵＢ岡山駅東口店 岡山市北区本町１番１３号 224-2988 代表取締役 谷井真吾 ㈱快活フロンティア 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3121952 令和1年12月27日 令和7年2月28日

Ｌ．Ａ．ＭＡＳＡＢＡＫＥＲＳ 岡山市北区北長瀬表町二丁目１７番８０号ブランチ岡山北長瀬Ｊ１１０ 代表取締役 正部貴司 ㈱Ｍａｓａｂａｋｅｒｙ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3121917 令和2年1月7日 令和7年1月31日

はなはな 岡山市東区益野町３５番地３ 944-0138 溝口重子 飲食店営業（一般食堂） その他 3122001 令和2年1月7日 令和7年4月30日

麺家じょーだん 岡山市北区大供一丁目２番２６号カーサフィオーレ大供１Ｆ 224-0616 代表取締役 小川正浩 ㈱ＧＹＡＯＺ　Ｊａｐａｎ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3121979 令和2年1月7日 令和7年5月31日

焼肉岩勝田町店 岡山市北区田町二丁目１４番４号 201-1059 岩本尚子 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 3122007 令和2年1月7日 令和7年6月30日

Ｒｏｌｙ　Ｐｏｌｙ 岡山市北区表町三丁目５番３２号時計館１Ｆ 230-0690 池口康之 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3122021 令和2年1月7日 令和7年7月31日

タンドールバル＆カフェ 岡山市北区津島新野一丁目１番２８号 252-7799 代表取締役 バスネットナバラジ ＫＡＪＩＧＲＯＵＰ㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他 3122016 令和2年1月7日 令和7年7月31日

ＡＩＲ 岡山市中区原尾島一丁目５番５１号 273-3553 代表取締役 千原崇敬 海成㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3122030 令和2年1月9日 令和7年3月31日

未完成 岡山市北区奉還町一丁目３番１１号２Ｆ 宮本京兒 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3122073 令和2年1月14日 令和7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

カラオケなな 岡山市南区米倉６８番地２２ 大黒増枝 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3122025 令和2年1月14日 令和7年9月30日

かんくっく 岡山市南区豊成三丁目２４番２５号 265-8299 谷泰徳 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3122029 令和2年1月14日 令和7年12月31日

ザグスタ高島厨房 岡山市中区高島新屋敷２０７番地１ 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） 3121728 令和2年1月16日 令和7年3月31日

十五喫茶店 岡山市中区平井一丁目１番１３号 代表取締役 久安宏一 ㈱十五 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3122074 令和2年1月16日 令和7年10月31日

中華レストランぼんち 岡山市北区白石西新町１３番地１０７ 近藤博紀 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 3122156 令和2年1月21日 令和7年1月31日

扇楽寿し 岡山市中区長岡８０番地８ 丸下文雄 飲食店営業（一般食堂） すし料理 3122203 令和2年1月21日 令和7年3月31日

麺屋勝成 岡山市北区谷万成二丁目１２１番２号 728-5757 代表取締役 川原康彦 ㈱ＫＡＷＡＨＡＲＡレストランシステムズ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3122123 令和2年1月23日 令和7年7月31日

焼肉　うたげ 岡山市北区白石西新町１１番地１３１ 253-6618 立野香奈 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 3122026 令和2年1月28日 令和7年1月31日

５１０堂 岡山市東区可知四丁目２番３号 230-1855 代表取締役 正司浩章 ㈱壱屋 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3122225 令和2年1月28日 令和7年4月30日

うなぎ料理くりはら 岡山市南区曽根５０４番地 298-2428 代表取締役 市原暁仁 ㈱うなぎ料理くりはら 飲食店営業（一般食堂） その他 3122212 令和2年1月28日 令和7年9月30日

ｎａｎｏ　ｃａｆｅ＆ｂａｒ 岡山市北区御津高津１４２５番地 木田雅之 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3122211 令和2年1月28日 令和7年11月30日

源久 岡山市南区築港新町二丁目１番 264-5088 代表取締役社長 池淵学 ㈱ＮＡＮＡ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3122122 令和2年1月28日 令和7年12月31日

ＭＡＴＳＵ 岡山市北区天神町９番１１号 206-2714 代表取締役 吉松直人 ㈱タイガーチック 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 3122257 令和2年2月4日 令和7年2月28日

ＴＡＰＩＴＯＲＡ 西大寺店 岡山市東区西大寺上二丁目９番２０号 代表取締役 石橋尚 ㈱ＡＬＥＴＴＡ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3122256 令和2年2月4日 令和7年4月30日

焼肉・手打冷麺まん福平和町店 岡山市北区平和町５番２７号 226-0100 代表取締役 津島卓也 ㈱プロスパ 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 3122213 令和2年2月4日 令和7年6月30日

ＬＯＢＢＹ 岡山市北区奉還町四丁目１３番２号 山嵜大将 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3122248 令和2年2月4日 令和7年7月31日

焼肉一番館 岡山市北区駅前町二丁目６番１５号 223-4454 代表取締役 木村哲治 ㈱Ｓｅｖｅｎｔｈ　Ｋ 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 3122307 令和2年2月6日 令和7年2月28日

梟のこども～Aｎｏｔｈｅｒ Sｋｙ～ 岡山市東区南古都１３４番地７０ 藤原麗奈 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3122309 令和2年2月10日 令和7年4月30日

日本料理進 岡山市北区平和町１番１１号１Ｆ 226-0737 代表取締役 酒井啓太郎 ㈱酒囲屋本店 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 3122189 令和2年2月13日 令和7年6月30日

和み雑貨　祥泰 岡山市北区三門西町１番１号 250-0438 代表取締役 幡司雅是 ㈲照泰仏堂 飲食店営業（一般食堂） その他 3122340 令和2年2月18日 令和8年1月31日

セルフうどんいりこ 岡山市北区本町６番３６号第一セントラルビルＢ１Ｆ 234-0078 吉田良太郎 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3122425 令和2年2月18日 令和7年2月28日

まんまる 岡山市北区下中野３４９番地１１９ 289-5116 稲村利加 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 3122342 令和2年2月18日 令和7年5月31日

ＡＤＬＥＲ　ＣＯＦＦＥＥ 岡山市北区丸の内一丁目１４番５号 林真梨子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3122426 令和2年2月18日 令和7年7月31日

しゃかりき家 岡山市南区大福３１４番地 250-8570 田中栄次 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3122222 令和2年2月18日 令和7年9月30日

イタリアバール　ＰＯＬＰＯⅡ 岡山市北区駅元町３０番９号 259-2008 湯浅宏紀 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 3122497 令和2年2月20日 令和8年1月31日
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ｐｅｒｆｅｔｔｏ 岡山市北区南方五丁目６番３４号南方赤松ビル２Ｆ２０１号 川井隆弘 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3122220 令和2年2月20日 令和7年2月28日

ソバキチ　さんすて岡山店 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山南館２ＦＳ２２０ 223-3637 代表取締役 鶴原和行 ㈱ＮＢＦ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3122278 令和2年2月25日 令和8年1月31日

ロンフーダイニング 岡山市北区下石井一丁目２番１号イオンモール岡山４Ｆ４０５９ 227-7630 代表取締役 大野尚一 ＪＢレストラン㈱ 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 3122554 令和2年2月25日 令和7年2月28日

介護付有料老人ホーム　ラ・ナシカくにとみ 岡山市中区国富四丁目５番１２号 代表取締役社長 中村勝彦 富士産業㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 3122506 令和2年2月25日 令和7年3月31日

韓国鉄板ＮＯＷＡ 岡山市北区平和町３番５号１・２Ｆ 050-5438-7020 奥憲司 飲食店営業（一般食堂） その他 3122556 令和2年2月25日 令和7年6月30日

魂の一品 岡山市北区表町二丁目２番６号アウルスタイル表町１Ｆ 代表取締役 藤原勇太 アイコム㈱ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3122576 令和2年2月25日 令和7年7月31日

味祥 岡山市北区楢津６６６番地２０ 284-5723 毛志国 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 3122552 令和2年2月25日 令和7年11月30日

さち福やｃａｆｅさんすて岡山店 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山南館１ＦＳ１１３・１１４ 233-0100 代表取締役 鶴原和行 ㈱ＮＢＦ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3122276 令和2年2月26日 令和8年1月31日

えびのやさんすて岡山店 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山南館１ＦＳ１１１ 代表取締役 鶴原和行 ㈱ＮＢＦ 飲食店営業（一般食堂） その他 3122277 令和2年2月26日 令和8年1月31日

焼肉ライクさんすて岡山店 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山南館１ＦＳ１０４ 238-3929 代表取締役 山本泰典 ㈱ウエスタンフーズ 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 3122339 令和2年2月26日 令和8年1月31日

牛カツ京都勝牛 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山南館１ＦＳ１０７ 201-2080 代表取締役 北條裕介 ㈱ジェイアールサービスネット岡山 飲食店営業（一般食堂） その他 3122383 令和2年2月26日 令和8年1月31日

からふね屋ＣＡＦＥ 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山南館１ＦＳ１０８ 201-2728 代表取締役 北條裕介 ㈱ジェイアールサービスネット岡山 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3122385 令和2年2月26日 令和8年1月31日

ステーキの店吉備さんすて岡山 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山２ＦＳ２０１ 233-7060 代表取締役 岡本晴彦 ㈱クリエイト・レストランツ・ホールディングス 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 3122386 令和2年2月26日 令和8年1月31日

海鮮三崎港さんすて岡山店 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山南館１ＦＳ１１２ 230-0605 代表取締役 石井憲 ㈱京樽 飲食店営業（一般食堂） すし料理 3122428 令和2年2月26日 令和8年1月31日

梅梅　さんすて岡山店 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山南館２ＦＳ２０２ 230-3444 代表取締役 中島武 際コーポレーション㈱ 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 3122504 令和2年2月26日 令和8年1月31日

博多もつ鍋おおやま　さんすて岡山 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山南館２ＦＳ２２１ 230-1915 代表取締役 大山力 ㈱ラブ 飲食店営業（一般食堂） その他 3122526 令和2年2月26日 令和8年1月31日

みのるダイニング 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山南館２ＦＳ２２２ 206-1442 代表理事理事長 山﨑周二 全国農業協同組合連合会 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3122530 令和2年2月26日 令和8年1月31日

讃岐の男うどんさんすて岡山店 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山南館１ＦＳ１０５ 201-0488 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 3122535 令和2年2月26日 令和8年1月31日

築地食堂源ちゃん 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山南館２FＳ２０４ 238-5119 代表取締役 東稔哉 ㈱サイプレス 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 3122559 令和2年2月26日 令和8年1月31日

日本マクドナルド　さんすて岡山店 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山南館１ＦＳ１１５～１１７－１ 230-0056 代表取締役 日色保 日本マクドナルド㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3122577 令和2年2月26日 令和8年1月31日

介護老人保健施設はるか内厨房Ｇ＆Ｓ 岡山市東区西大寺北９４１番地 代表取締役 秋山裕一 ㈱Ｇ＆Ｓ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 3122560 令和2年2月27日 令和7年4月30日

特別養護老人ホームせとうちの郷内厨房Ｇ＆Ｓ 岡山市東区西大寺北９６６番地 代表取締役 秋山裕一 ㈱Ｇ＆Ｓ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 3122557 令和2年2月27日 令和7年4月30日

喫茶さと 岡山市北区野田一丁目１０番１７号 243-6411 山成恭一 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3122475 令和2年2月27日 令和7年5月31日

株式会社おおぞらメディカルサービス同仁病院事業所 岡山市北区下伊福上町１５番７号 236-7550 代表取締役 遠迫克英 ㈱おおぞらメディカルサービス 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 3122541 令和2年2月28日 令和8年1月31日

鶏三和　さんすて岡山店 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山南館２ＦＳ２０５ 代表取締役 古川隆二 ㈱オールドリバー 飲食店営業（一般食堂） その他 3122078 令和2年2月28日 令和8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

だし茶漬け　えん　さんすて岡山店 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山南館２ＦＳ２０６・２０７ 201-0960 代表取締役 楊文慶 ㈱ビー・ワイ・オー 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3122246 令和2年2月28日 令和8年1月31日

麺屋匠 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山南館２ＦＳ２１８ 222-0206 代表取締役 林洋次 ㈱たくみ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3122427 令和2年2月28日 令和8年1月31日

スターバックスコーヒー　さんすて岡山店 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山南館２ＦＳ２２３ 801-0505 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 3122471 令和2年2月28日 令和8年1月31日

吾妻寿司 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山南館２ＦＳ２１７ 227-7337 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 3122473 令和2年2月28日 令和8年1月31日

とんかつ新宿さぼてん 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山南館２ＦＳ２１９ 221-7713 代表取締役 田沼千秋 ㈱グリーンハウスフーズ 飲食店営業（一般食堂） その他 3122505 令和2年2月28日 令和8年1月31日

博多ラーメン　二代目一幸舎　さんすて岡山店 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山南館１ＦＳ１０６ 201-3361 代表取締役 入沢元 ㈱ウインズジャパン 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3122537 令和2年3月3日 令和8年1月31日

Ｓoｌe 岡山市北区野田五丁目７番３号クレールビル２F 250-4939 中山幹男 飲食店営業（一般食堂） 西洋料理 3122474 令和2年3月3日 令和7年5月31日

株式会社東光　モスバーガー岡山下中野店 岡山市南区新保１６１５番地１３ 243-5050 代表取締役 柴田新二 ㈱東光 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3122540 令和2年3月3日 令和7年9月30日

森本拉麺堂 岡山市北区中井町一丁目４番７号 201-1115 代表取締役 森本純子 ㈱Ｇ・Ｇカンパニー 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3122538 令和2年3月3日 令和7年11月30日

奥出雲そば処一福別庵 岡山市北区表町二丁目１番１号岡山天満屋地階 231-7823 代表取締役 宮長昌子 ㈱プレスシード 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3122617 令和2年3月4日 令和7年7月31日

トースト専門店８．ＯｔｔＯＢｒｅａｄ 岡山市北区田中１４３番地１１８三彰田中テナント 259-3570 大賀尊文 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3122649 令和2年3月5日 令和8年1月31日

カレー　レストラン　ミラン 岡山市東区金岡西町６３９番地２１ 944-1363 カンデル　アガンダル 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3122684 令和2年3月5日 令和7年4月30日

㈱スミヨシ岡山営業所花いちご 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山南館１ＦＳ１１７－２ 223-9374 代表取締役 槇富士夫 ㈱スミヨシ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3122287 令和2年3月10日 令和8年1月31日

日乃屋カレー岡山十日市店 岡山市北区神田町二丁目５番２１号 230-0423 代表取締役 浅田昌美 ＡＩＴ㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他 3122687 令和2年3月10日 令和7年5月31日

九重商店 岡山市北区表町二丁目５番２８号 立川誠 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 3122706 令和2年3月10日 令和7年7月31日

焼肉北条 岡山市北区石関町５番１６号 226-0029 北条翼 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 3122664 令和2年3月12日 令和8年2月28日

茶づけの具 岡山市北区田町二丁目１２番１９号 岸本晃一 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3122763 令和2年3月12日 令和7年6月30日

博多一風堂岡山店 岡山市北区磨屋町２番３号 235-3233 代表取締役 森哲也 ㈱グローイングアップ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3122722 令和2年3月12日 令和7年6月30日

表町花月 岡山市北区表町三丁目５番２０号 代表取締役 沼本吉生 ヒトトゴハン㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3122777 令和2年3月12日 令和7年7月31日

牛すけ 岡山市北区奉還町四丁目４番６号 佐藤祐介 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 3122735 令和2年3月12日 令和7年7月31日

有料老人ホーム　モア・ライフ 岡山市東区西大寺南二丁目１番７号岡村一心堂病院６F 944-6307 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） 3122712 令和2年3月17日 令和7年4月30日

くら寿司岡山北店 岡山市北区伊島北町４番７号 250-0610 代表取締役 田中邦彦 くら寿司㈱ 飲食店営業（一般食堂） すし料理 3122648 令和2年3月17日 令和7年7月31日

在宅福祉センター　福浜コープ　ケアプラン福浜 岡山市南区福富中二丁目８番７号 北山敏久 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 3122764 令和2年3月17日 令和7年12月31日

無国籍カレースローバラード 岡山市南区並木町一丁目１７番１７号 平尾有佳 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3122799 令和2年3月17日 令和7年12月31日

カフェ百百 岡山市中区高屋１８７番地４エトワール高屋２Ｆ２０３号 栗元百恵 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3122831 令和2年3月19日 令和7年3月31日
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高島おひさまこども園給食室 岡山市中区国府市場１６４番地１ 代表取締役 秋山裕一 ㈱セントラルフーズ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 3122525 令和2年3月19日 令和7年3月31日

フジヤマドラゴン岡山本店 岡山市南区古新田１１９９番地３ 281-2800 代表取締役 藤森大介 ㈱夢現 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 3122822 令和2年3月19日 令和7年9月30日

ＬＥＭＯＮ６２６ 岡山市南区福富西二丁目６番６号 230-7145 足立孝太 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3122689 令和2年3月19日 令和7年12月31日

町屋やきにく密陽家 岡山市北区奉還町一丁目１３番１４－２号 898-1129 取締役 増田智久 ㈲清代 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 3122863 令和2年3月24日 令和8年1月31日

らあめんだけ 岡山市北区駅前町二丁目２番５号 223-1355 代表取締役 曹瓏 ㈱ＤＡＫＥ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3122888 令和2年3月24日 令和8年2月28日

フリュティエ原尾島店 岡山市中区浜三丁目８番６０号 270-1880 代表取締役 赤松常男 ㈱オースターフーズ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3122804 令和2年3月24日 令和7年3月31日

お好み鉄板どろ東岡山店 岡山市中区下４８７番地２ 279-2260 山田浩史 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 3122797 令和2年3月24日 令和7年3月31日

フリュティエ青江店 岡山市南区新保１１２８番地７ 221-0211 代表取締役 赤松常男 ㈱オースターフーズ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3122802 令和2年3月24日 令和7年9月30日

し～じゃっく妹尾店 岡山市南区妹尾２６１９番地３ 281-3454 代表社員 東哲明 合同会社ＨＩＧＡＳＨＩ　ＤＲＥＡＭ　ＰＲＯＤＵＣＥ 飲食店営業（一般食堂） すし料理 3122889 令和2年3月24日 令和7年9月30日

うどん龍　奥田店 岡山市北区奥田本町２２番１０号ウッドコート医大南１Ｆ１０３号 233-7110 代表取締役 北岡正行 ㈱ベルジャパン 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3122913 令和2年3月26日 令和7年5月31日

笹ヶ瀬第２研修館 岡山市北区横井上１００２番地２ 代表取締役 原田広子 ㈲聖原田 飲食店営業（一般食堂） その他（社食・寮食） 3122921 令和2年3月26日 令和7年11月30日

ＫＭ４３７９岡山 岡山市東区南古都７１６番地岡山市立上道学校給食センター内 代表取締役 善田高志 ㈱ジーエスエフ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 3122820 令和2年3月27日 令和7年4月30日

岡山市立中山小学校 岡山市北区一宮７０２番地 284-0014 代表取締役社長 米谷素明 ㈱日米クック 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 3122779 令和2年3月27日 令和7年11月30日

アネモネ 岡山市北区川入１１５３番地１ 230-6682 代表取締役 藤原雄士 ㈲マーク 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3122914 令和2年3月31日 令和8年1月31日

どんＱ 岡山市東区金岡西町８１１番地７ 944-4475 恒次伸恵 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3122861 令和2年3月31日 令和7年4月30日

焼肉アンジー 岡山市北区奉還町三丁目７番２０号 239-9165 神川延行 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 3122891 令和2年3月31日 令和7年7月31日

自然食材おはな 岡山市北区一宮１２２８番地 250-0875 香川一美 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3122948 令和2年3月31日 令和7年11月30日

ピオーネ当新田 岡山市南区当新田４８２番地５１ 259-2800 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） 3122724 令和2年3月31日 令和7年12月31日

ピオーネ倶楽部 岡山市南区当新田４８５番地２５ 246-6363 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） 3122723 令和2年3月31日 令和7年12月31日

エブリイ大安寺店 岡山市北区大安寺南町二丁目４番５号 239-2555 代表取締役 岡﨑浩樹 ㈱エブリイ 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 3022641 平成31年4月2日 令和7年1月31日

エブリイ大安寺店 岡山市北区大安寺南町二丁目４番５号 239-2555 代表取締役 岡﨑浩樹 ㈱エブリイ 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 3022642 平成31年4月2日 令和7年1月31日

エブリイ大安寺店 岡山市北区大安寺南町二丁目４番５号 239-2555 代表取締役 岡﨑浩樹 ㈱エブリイ 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 3022643 平成31年4月2日 令和7年1月31日

ｓｕｎｎｙ 岡山市北区下石井二丁目２番８号 230-5131 山下哲史 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 3120003 平成31年4月2日 令和7年2月28日

山陽マルナカ下中野店 岡山市北区下中野３７４番地１ 805-1122 代表取締役 宮宇地剛 ㈱山陽マルナカ 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 3022533 平成31年4月11日 令和6年5月31日

山陽マルナカ下中野店 岡山市北区下中野３７４番地１ 805-1122 代表取締役 宮宇地剛 ㈱山陽マルナカ 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 3022535 平成31年4月11日 令和6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

谷田商店 岡山市南区福島四丁目１１番６号 262-1243 谷田周三 飲食店営業（仕出し屋） 給食弁当 3120057 平成31年4月11日 令和6年12月31日

ローソン岡山シンフォニービル店 岡山市北区表町一丁目５番１号 212-1105 代表取締役 児玉眞奈美 ㈱河村商事 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 3022674 平成31年4月16日 令和6年7月31日

つむぎコッペ岡山シンフォニー店 岡山市北区表町一丁目５番１号表町一丁目第一開発ビル１Ｆ 259-0288 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 3120025 平成31年4月16日 令和6年7月31日

泰庵 岡山市北区富田町二丁目１２番２２号 村田泰久 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 3120226 平成31年4月25日 令和7年2月28日

おばんざい弁当 岡山市南区福富中一丁目１４番１２号 250-0798 瀧本美幸 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 3120014 平成31年4月25日 令和6年12月31日

米屋のにぎりめし山田村ブランチ岡山北長瀬店 岡山市北区北長瀬表町二丁目１７番８０号 代表取締役 山田恒一郎 ㈲平成食糧 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 3120325 令和1年6月4日 令和7年1月31日

天満屋ハピーズ北長瀬店 岡山市北区北長瀬表町二丁目１７番８０号 259-1400 代表取締役 野口重明 ㈱天満屋ストア 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 3120437 令和1年6月20日 令和7年1月31日

まぜりんこん #VALUE! 250-8250 代表取締役 神田康博 ㈱ピーレック 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 3120495 令和1年6月20日 令和7年1月31日

つむぎコッペ 岡山市北区北長瀬表町二丁目１７番８０号 250-0780 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 3120502 令和1年6月20日 令和7年1月31日

ほっかほっか亭福島３丁目店 岡山市南区福島三丁目６番３２号 250-0515 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 3120578 令和1年6月25日 令和6年12月31日

イオンスタイル岡山青江 岡山市北区青江二丁目７番１１号 223-0551 代表取締役 井出武美 イオンリテール㈱ 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 3120612 令和1年7月16日 令和7年5月31日

イオンスタイル岡山青江 岡山市北区青江二丁目７番１１号 223-0551 代表取締役 井出武美 イオンリテール㈱ 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 3120614 令和1年7月16日 令和7年5月31日

イオンスタイル岡山青江 岡山市北区青江二丁目７番１１号 223-0551 代表取締役 井出武美 イオンリテール㈱ 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 3120615 令和1年7月16日 令和7年5月31日

イオンスタイル岡山青江 岡山市北区青江二丁目７番１１号 223-0551 代表取締役 井出武美 イオンリテール㈱ 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 3120624 令和1年7月16日 令和7年5月31日

ほっかほっか亭東川原店 岡山市中区東川原１８１番地４ 270-7080 山木秀一 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 3120872 令和1年7月23日 令和7年3月31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 山木秀一 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 3120873 令和1年7月23日 令和7年3月31日

ｕｎ．ｆｌｅｕｒ 岡山市北区今八丁目１番１号 239-7766 代表取締役 髙畑建治 ㈱ＴＳＷ 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 3120789 令和1年7月30日 令和7年1月31日

彩館ゆま 岡山市東区目黒町３１５番地４ 坂口猛 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 3121017 令和1年9月3日 令和7年4月30日

山陽マルナカ高屋店 岡山市中区高屋３６番地１ 271-9500 代表取締役 宮宇地剛 ㈱山陽マルナカ 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 3121129 令和1年9月26日 令和7年3月31日

ほっかほっか亭一宮店 岡山市北区楢津６６６番地５ 284-1102 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 3121148 令和1年9月26日 令和6年11月30日

ローソン岡山下石井一丁目店 岡山市北区下石井一丁目１番１７号 223-7709 門脇雄一 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 3121200 令和1年10月24日 令和7年2月28日

山陽マルナカ大元店 岡山市北区西古松二丁目１番１０４号 243-3010 代表取締役 宮宇地剛 ㈱山陽マルナカ 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 3121276 令和1年10月24日 令和7年5月31日

千屋の肉寿司 岡山市北区田町二丁目６番２４号 和田狩生 飲食店営業（仕出し屋） 仕出し料理 3121442 令和1年11月8日 令和7年6月30日

ありがとう焼うどん 岡山市北区表町一丁目９番３５号中之町会館１,２Ｆ 代表取締役 木庭寛樹 ㈱ありがとうファーム 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 3121523 令和1年11月8日 令和7年7月31日

おかずや　いちばん星 岡山市北区今二丁目８番９号 241-2200 代表取締役 野崎一郎 ㈱アイエヌアイ 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 3121651 令和1年11月19日 令和7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

鶏笑岡山国富店 岡山市中区国富７３４番地 230-2684 代表取締役 石川貴弘 ㈱ＺＥＲＯ 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 3121850 令和1年12月10日 令和7年3月31日

ミツボシラボ 岡山市東区瀬戸町瀬戸２３番地１ 間嶋利和 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 3121859 令和1年12月10日 令和7年4月30日

ほのぼの荘 岡山市北区建部町福渡１００８番地１ 722-4500 会長 内田通子 社会福祉法人岡山市社会福祉協議会 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 3121942 令和1年12月17日 令和7年11月30日

ほっともっと豊成店 岡山市南区豊成二丁目４番１７号 261-5066 代表取締役社長 塩井辰男 ㈱プレナス 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 3122013 令和1年12月26日 令和6年12月31日

配食のふれ愛岡山中央店 岡山市南区若葉町２０番７号ｍｏｍｏビル１Ｆ１０３号 237-1111 代表取締役 竹内俊晴 ＴＥＥ’ｓ㈱ 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 3121939 令和2年1月9日 令和7年12月31日

ローソン岡山神田町二丁目 岡山市北区神田町二丁目４番１１号 232-8575 竹達伸一 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 3121958 令和2年1月21日 令和7年5月31日

ほっかほっか亭下中野店 岡山市南区新保４３０番地 242-0525 中尾慎吾 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 3122103 令和2年1月21日 令和7年9月30日

ほっともっと津高店 岡山市北区横井上１９８番地１ 294-6606 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 3122190 令和2年1月28日 令和7年11月30日

ほっともっと築港新町店 岡山市南区築港新町二丁目７番１２号 902-2030 伊藤智絵 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 3122191 令和2年1月28日 令和7年12月31日

ほっかほっか亭福成店 岡山市南区福成三丁目５番６号 230-6670 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 3122616 令和2年2月27日 令和7年12月31日

米屋のにぎりめし山田村さんすて岡山店 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山南館２ＦＳ２１１ 235-0120 代表取締役 山田恒一郎 ㈲平成食糧 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 3122258 令和2年2月28日 令和8年1月31日

梅の花 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山南館２ＦＳ２０９ 206-1195 代表取締役 堤淳 ㈱梅の花ｐｌｕｓ 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 3122470 令和2年2月28日 令和8年1月31日

ミートはしぐち　さんすて岡山店 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山南館２ＦＳ２１３ 201-2919 代表取締役 橋口周平 ㈱ミートはしぐち 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 3122503 令和2年2月28日 令和8年1月31日

葉と実天満屋岡山店 岡山市北区表町二丁目１番１号天満屋岡山店地階食品売場 231-7818 代表取締役 西岡希 ｅｌｉｍｓ㈱ 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 3122670 令和2年3月4日 令和7年7月31日

株式会社愛菜 岡山市北区奥田本町１０番１１号 224-3868 代表取締役 清水裕喜 ㈱愛菜 飲食店営業（仕出し屋） 給食弁当 3122819 令和2年3月17日 令和7年5月31日

味せい 岡山市北区中央町４番５号中央町プラザビル６Ｆ６０３号 渡部真覚 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 3122869 令和2年3月24日 令和7年6月30日

パン工房　かおり　ほのか 岡山市南区三浜町二丁目２番１号三浜ビル１Ｆ１０１号 平野真紀 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 3122737 令和2年3月24日 令和7年12月31日

とののベーコン。 岡山市北区中山下二丁目１番２１号中山下２１ビル４Ｆ 篠原英治 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 3122881 令和2年3月26日 令和7年6月30日

リョービプラッツ雄町店 岡山市中区雄町２６６番地１ 278-3100 代表取締役 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 3120241 平成31年4月25日 令和7年3月31日

稲荷山温泉　稲荷山健康センター 岡山市北区高松稲荷５７０番地 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 3120304 令和1年5月14日 令和6年11月30日

株式会社サンソレイユ 岡山市北区田中１４５番地１０１ 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 3120690 令和1年6月27日 令和7年1月31日

Ｃｈｉｈｉｒｏ’ｓ カンパニィー株式会社 岡山市北区下中野３４８番地１０３ 364-4488 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 3121802 令和1年12月5日 令和7年5月31日

大東建宅 岡山市南区豊成二丁目１１番２６号サンリットⅢ 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 3121993 令和1年12月26日 令和6年12月31日

株式会社岡山県水 岡山市南区市場一丁目１番地 265-2111 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） 3122226 令和2年1月28日 令和7年12月31日

リョービプラッツ山南店 岡山市東区神崎町６５番地２ 946-0681 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 3122388 令和2年2月13日 令和7年4月30日
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チクバ装飾社 岡山市中区倉益２６８番地３ 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 3122801 令和2年3月17日 令和7年10月31日

両備ヘルシーケア　丸の内ヒルズ 岡山市北区丸の内二丁目１番１０号 235-0800 代表取締役 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 3122916 令和2年3月26日 令和7年7月31日

ワークスマイルラボ 岡山市南区福浜町１５番１０号 代表取締役 及川剛 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 飲食店営業（自動販売形態） スープ類 3122915 令和2年3月26日 令和7年12月31日

中津からあげ　ぶんごや 岡山市一円 峠下雅也 飲食店営業（特殊形態） 自動車 3120033 平成31年4月4日 令和6年11月30日

岡山市一円 長尾智文 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3120058 平成31年4月9日 令和6年7月31日

ＵＭＩＧＡＭＥ 岡山市一円 故引義弘 飲食店営業（特殊形態） 自動車 3120059 平成31年4月9日 令和6年11月30日

岡山市一円 伊丹由香 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3120069 平成31年4月9日 令和6年12月31日

カフェ・スイーツいちぢく 岡山市一円 横田ヒロ子 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3120119 平成31年4月11日 令和7年2月28日

じぞう川 岡山市一円 宮脇まり子 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3120150 平成31年4月16日 令和6年4月30日

大吉フードサービス 岡山市一円 太田秀紀 飲食店営業（特殊形態） 自動車 3120132 平成31年4月16日 令和6年11月30日

中華快席福幸 岡山市一円 西井隆之 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3120141 平成31年4月16日 令和6年11月30日

たこ焼き３５８ 岡山市一円 守屋真理子 飲食店営業（特殊形態） 自動車 3120212 平成31年4月23日 令和7年1月31日

ＵＭＩＧＡＭＥ 岡山市一円 故引義弘 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3120196 平成31年4月23日 令和6年11月30日

ＰＡＦＦＬＥ４０５ 岡山市一円 早瀬崇仁 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3120210 平成31年4月23日 令和6年11月30日

串もん屋七幸 岡山市一円 代表取締役 西村雄祐 ㈱シグナルプラス 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3120242 平成31年4月25日 令和7年3月31日

小樽飯櫃 岡山市一円 代表取締役 須永寿紀 ㈱小樽飯櫃 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3120249 平成31年4月25日 令和6年11月30日

ＷＥ 岡山市一円 理事長 福田睦 特定非営利活動法人パッション 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3120276 令和1年5月9日 令和6年11月30日

ギュゼル　トルコ 岡山市一円 イエーエン　ムスタファ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3120278 令和1年5月9日 令和6年11月30日

株式会社四国屋台村 岡山市一円 代表取締役 篠原誠 ㈱四国屋台村 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3120279 令和1年5月9日 令和6年11月30日

株式会社Ｉ．Ｓ．Ｍ’Ｓ 岡山市一円 代表取締役 松本州治 ㈱Ｉ．Ｓ．Ｍ’Ｓ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3120280 令和1年5月9日 令和6年11月30日

ＣＵＢＥ ＣＡＦＥ Ｒ－ｅｒｒｅ 岡山市一円 秋葉七絵 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3120288 令和1年5月9日 令和6年11月30日

Ｌｅｔ’ｓ号 岡山市一円 代表取締役 宮井竜二 ㈱Ｌｅｔ’ｓ 飲食店営業（特殊形態） 自動車 3120306 令和1年5月14日 令和6年11月30日

Ｌｅｔ’ｓ 岡山市一円 代表取締役 宮井竜二 ㈱Ｌｅｔ’ｓ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3120307 令和1年5月14日 令和6年11月30日

ＤＥＶＩＮＧ 岡山市一円 山根莉絵子 飲食店営業（特殊形態） 自動車 3120335 令和1年5月14日 令和6年11月30日

うなぎ藤田 岡山市一円 藤田四平 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3120373 令和1年5月21日 令和6年6月30日
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岡山操車場跡地にできる新公園を活用する市民の会 岡山市一円 青江整一 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3120459 令和1年5月30日 令和6年9月30日

おいでんせぇカフェ 岡山市一円 逢澤直子 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3120478 令和1年6月4日 令和6年9月30日

仲屋 岡山市一円 前原利公 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3120522 令和1年6月11日 令和6年11月30日

レストラン　ア・ラ・メゾン 岡山市一円 川上秀夫 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3120504 令和1年6月11日 令和6年12月31日

ＭＯＵＮＴＡＩＮ・ＭＯＵＮＴＡＩＮ 岡山市一円 代表取締役 眞山健二 ㈲ＵＬＴＲＡＺ　ＫＩＮＧＤＯＭ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3120651 令和1年6月20日 令和6年6月30日

Ｈａｐｐｙ　Ｌａｂ 岡山市一円 是枝大貴 飲食店営業（特殊形態） 自動車 3120671 令和1年6月25日 令和6年11月30日

ＫＡＯ 岡山市一円 代表取締役 石井利昌 ㈱Ｉ＆Ｉグループ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3120672 令和1年6月25日 令和6年11月30日

むさし 岡山市一円 室田哲也 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3120711 令和1年7月2日 令和6年11月30日

岡山牛窓野菜 岡山市一円 隅健太 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3120909 令和1年8月1日 令和7年1月31日

岡山市一円 上岡大輝 飲食店営業（特殊形態） 自動車 3120949 令和1年8月9日 令和6年11月30日

はやし屋 岡山市一円 林孝一 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3120962 令和1年8月15日 令和6年11月30日

Ｙ．ＯＨＡＮＡ 岡山市一円 代表取締役 柚木忠志 ㈲柚木工業 飲食店営業（特殊形態） 自動車 3120982 令和1年8月22日 令和7年4月30日

Ｐｉａｃｅｖｏｌｅ　ＭＡＹＡＫＡＭＩ 岡山市一円 代表取締役 福田泰人 観空産業㈱ 飲食店営業（特殊形態） 自動車 3120988 令和1年8月22日 令和6年11月30日

Ｃａｆｅｒｒｅｔ’ｓ 岡山市一円 雨堤美佳 飲食店営業（特殊形態） 自動車 3120997 令和1年8月27日 令和6年11月30日

ＳＡＫ企画 岡山市一円 末友亨教 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3121001 令和1年8月27日 令和6年11月30日

ラソンブレ 岡山市一円 代表取締役 松井三花 ㈱天摂会 飲食店営業（特殊形態） 自動車 3121170 令和1年9月24日 令和7年4月30日

柳家 岡山市一円 柳原陽一 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3121167 令和1年9月24日 令和6年11月30日

純喫茶松野 岡山市一円 松野雄介 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3121222 令和1年10月1日 令和7年3月31日

カフェニコ 岡山市一円 福原宣子 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3121265 令和1年10月4日 令和7年3月31日

真備竹林麦酒醸造所 岡山市一円 代表理事 多田伸志 ＮＰＯ法人岡山マインド「こころ」 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3121347 令和1年10月17日 令和6年11月30日

ＶＥＴＴＡ 岡山市一円 光田訓通 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3121376 令和1年10月24日 令和7年9月30日

のり平 岡山市一円 片岡範子 飲食店営業（特殊形態） 自動車 3121415 令和1年10月29日 令和7年1月31日

やきとり竜鳳香川８８０あ１２３１ 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 3121504 令和1年11月7日 令和6年11月30日

べんがら溶岩ＢＢＱ 岡山市一円 代表取締役 小橋健一 ㈲オーガスタ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3121453 令和1年11月12日 令和7年2月28日

岡山市一円 代表取締役 武部一宏 ㈱ステップ・ワン 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3121556 令和1年11月14日 令和7年3月31日
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そよ風 岡山市一円 代表取締役 小椋義昭 三友食品㈱ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3121614 令和1年11月14日 令和7年9月30日

Ｓｍｉｌｅ　Ｃａｆｅ 岡山市一円 代表取締役 秋山健 Ｓｍｉｌｅ　Ｅａｔｓ㈱ 飲食店営業（特殊形態） 自動車 3121671 令和1年11月26日 令和6年11月30日

炭焼き牛タンせんすけ 岡山市一円 渡邊彦一 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3121720 令和1年11月28日 令和6年12月31日

岡山市一円 篠原祥裕 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3121789 令和1年12月5日 令和7年4月30日

ＪＰ’ｓ ｖｅｎｄｅｒ ６１ 岡山市一円 毛利純平 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3121832 令和1年12月10日 令和7年11月30日

いきな家 岡山市一円 服部英樹 飲食店営業（特殊形態） 自動車 3121898 令和1年12月12日 令和7年11月30日

ｃｕｏｒｅ倉敷 岡山市一円 代表取締役 土倉哲也 ㈱アトリエクオーレ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3121899 令和1年12月12日 令和7年11月30日

Ｖｉｌｌａｇｅ．　Ｃｈａｙａ 岡山市一円 髙山章彦 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3121940 令和1年12月17日 令和7年11月30日

満天おむすびＭＯＪＩＲＯ 岡山市一円 時宗正幸 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3121941 令和1年12月17日 令和7年11月30日

キジトラ招福堂 岡山市一円 小泉早都紀 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3121991 令和1年12月26日 令和7年11月30日

岡山市一円 大北龍 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3122006 令和1年12月26日 令和6年12月31日

９８Ｋ・ＳＥＮＮＡＲＩ 岡山市一円 代表取締役 田宇辰 ㈱千成 飲食店営業（特殊形態） 自動車 3122154 令和2年1月21日 令和7年7月31日

喫茶Ｃｈｉｍｎｅｙ 岡山市一円 川口卓也 飲食店営業（特殊形態） 自動車 3122124 令和2年1月21日 令和7年11月30日

コメスタィ 岡山市一円 鶴海聡子 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3122239 令和2年1月28日 令和7年4月30日

ベジフルくめなん 岡山市一円 小分坂祐佳 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3122221 令和2年1月28日 令和7年11月30日

焼焼 岡山市一円 山岡礼子 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3122255 令和2年1月30日 令和7年11月30日

しもつい　たこや 岡山市一円 理事長 森安誠 特定非営利活動法人催合 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3122259 令和2年1月30日 令和7年11月30日

両備ストア本部 岡山市一円 代表取締役 松田敏之 両備ホールディングス㈱ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3122275 令和2年2月4日 令和7年4月30日

露店たこやき山縣 岡山市一円 山縣光 飲食店営業（特殊形態） 屋台 3122543 令和2年2月25日 令和7年12月31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） 自動車 3122767 令和2年3月12日 令和7年11月30日

河内牧場産直店 岡山市一円 河田明記 飲食店営業（特殊形態） 自動車 3122912 令和2年3月26日 令和7年11月30日

ホテルたちばな 岡山市北区十日市西町７番４３号 233-0808 代表取締役 根木一志 ㈱橘商事 飲食店営業（旅館） ホテル 3120369 令和1年5月23日 令和6年5月31日

あわい温泉紫水 岡山市北区粟井２２２３番地１ 代表取締役 黒木博之 ㈱ケイアイホールディングス 飲食店営業（旅館） 旅館 3120444 令和1年6月18日 令和6年11月30日

レストラン　アミスタ 岡山市北区下石井一丁目１番１７号アクロスキューブ岡山駅前４Ｆ 225-7700 代表取締役 塩田憲一 ㈱ハルクニック 飲食店営業（旅館） ホテル 3121181 令和1年10月8日 令和7年2月28日

たけべ八幡温泉 岡山市北区建部町建部上５１０番地１ 722-2500 会長 石井清裕 公益社団法人おかやま観光コンベンション協会 飲食店営業（旅館） 旅館 3122665 令和2年3月10日 令和7年11月30日
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紬屋旅館 岡山市北区南方二丁目３番３９号 230-2283 代表取締役 佐々木慎太郎 Ａ＆Ｃ㈱ 飲食店営業（旅館） 簡易宿泊所 3122920 令和2年3月26日 令和8年2月28日

たまよし 岡山市中区国富１０４６番地 妹尾奈未子 飲食店営業（臨時‐特殊形態） 3122745 令和2年3月19日 令和2年4月6日

カタマラン株式会社活用物件 岡山市北区石関町５番１１号 250-3931 成田海波 飲食店営業（臨時‐特殊形態） 3122958 令和2年4月1日 令和2年5月31日

コリアンフードビストロ貴仙岡山店 岡山市北区今四丁目１番１号ダイシン産業ビル１F 244-2200 代表取締役 木川哲男 ㈱貴仙 飲食店営業（臨時‐普通形態） 3122279 令和2年2月1日 令和2年4月29日

季節料理かしの 岡山市北区柳町一丁目５番１４号 222-4158 樫野淑子 飲食店営業（臨時‐普通形態） 3122481 令和2年3月1日 令和2年5月30日

ほっかほっか亭東岡山長岡店 岡山市中区長岡５８４番地３ 208-5008 代表取締役 青木達也 ㈱ハークスレイ 飲食店営業（臨時‐普通形態） 3122769 令和2年4月1日 令和2年4月30日

カフェテラスちょっと・いん 岡山市中区国府市場８１番地５ 275-2981 村上隆啓 飲食店営業（臨時‐普通形態） 3122688 令和2年4月1日 令和2年6月29日

エブリイ大安寺店 岡山市北区大安寺南町二丁目４番５号 239-2555 代表取締役 岡﨑浩樹 ㈱エブリイ 菓子製造業 パン 3022644 平成31年4月2日 令和7年1月31日

SＵC　RE: 岡山市中区赤坂本町１番８号 片山亜弥 菓子製造業 洋菓子 3120067 平成31年4月9日 令和6年10月31日

ローソン岡山神崎町店 岡山市東区神崎町８９番地１ 946-2224 高都祐果 菓子製造業 その他 3120220 平成31年4月24日 令和6年4月30日

ＢＲＩＬＬＩＡＮＴ　ＴＥＡ 岡山市北区田町一丁目１０番１１号１F 磯山明子 菓子製造業 洋菓子 3120287 令和1年5月21日 令和6年6月30日

たまご屋 岡山市南区箕島１６４０番地７９ 代表取締役 上本澄洋 ㈲コーエイコーポレーション 菓子製造業 洋菓子 3120420 令和1年5月23日 令和6年9月30日

わおん　ｄｅ　グーショップ 岡山市南区洲崎二丁目１４番２２号 上田寿子 菓子製造業 その他 3120392 令和1年5月23日 令和6年12月31日

フェリヌ．ｄｅ．ｒｉｚ 岡山市北区北長瀬表町二丁目１７番８０号 239-0666 代表取締役 河田明記 ＰＵ－ＡＮ企画㈱ 菓子製造業 その他 3120409 令和1年6月4日 令和7年1月31日

Ｅａｒｔｈ　Ｂｒｅａｄ 岡山市中区倉田５２２番地１Ｆ 中村初恵 菓子製造業 パン 3120314 令和1年6月4日 令和6年10月31日

菓子工房 岡山市南区西市４６３番地 250-7962 代表取締役 石戸紀代美 ㈱笑福屋 菓子製造業 洋菓子 3120507 令和1年6月11日 令和6年9月30日

ｃａｋｅ＆ｂｒｅａｄ”ＣＨＩＦＦＯＮ” 岡山市中区原尾島８６０番地７ 村上真弓 菓子製造業 洋菓子 3120641 令和1年6月25日 令和7年3月31日

炭火焼せんべい工房 岡山市北区旭町１０１番地 畠山敏雄 菓子製造業 和菓子 3120703 令和1年7月2日 令和7年5月31日

ＫＡＯ 岡山市北区吉備津９８９番地 280-2711 代表取締役 石井利昌 ㈱Ｉ＆Ｉグループ 菓子製造業 洋菓子 3120673 令和1年7月9日 令和6年11月30日

ガトーメメール 岡山市南区中畦６０６番地３ 298-2175 村上眞爾 菓子製造業 洋菓子 3120773 令和1年7月11日 令和6年9月30日

イオンスタイル岡山青江 岡山市北区青江二丁目７番１１号 223-0551 代表取締役 井出武美 イオンリテール㈱ 菓子製造業 パン 3120623 令和1年7月16日 令和7年5月31日

ｕｎ．ｆｌｅｕｒ 岡山市北区今八丁目１番１号 239-7766 代表取締役 髙畑建治 ㈱ＴＳＷ 菓子製造業 洋菓子 3120790 令和1年7月30日 令和7年1月31日

パリ３区 岡山市南区下中野１４０１番地４ワイズ大元南１Ｆ 959-4735 佐々木健次 菓子製造業 洋菓子 3120907 令和1年8月1日 令和6年9月30日

イタリア惣菜屋トミヤ 岡山市北区奉還町二丁目９番１０号 武田隼人 菓子製造業 洋菓子 3120945 令和1年8月22日 令和7年1月31日

ファミリーマート岡山藤原西町店 岡山市中区藤原西町二丁目１番３号 270-3200 代表取締役 赤木みさき ㈱ＡＭＢＩＴＩＯＮＳ 菓子製造業 その他 3120933 令和1年8月27日 令和7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

山陽マルナカ芳田店 岡山市南区西市１２０番地６ 243-6800 代表取締役 宮宇地剛 ㈱山陽マルナカ 菓子製造業 パン 3120980 令和1年9月10日 令和6年9月30日

セブンイレブン岡山箕島店 岡山市南区箕島８４２番地 282-1171 代表取締役 金田知美 ㈲Ｃｏｍｆｏｒｔ 菓子製造業 その他 3121082 令和1年9月10日 令和6年9月30日

ひよりベーカリー 岡山市北区鹿田町一丁目７番２１号 238-3687 代表取締役 石戸紀代美 ㈱笑福屋 菓子製造業 パン 3121145 令和1年9月17日 令和7年5月31日

ハレパン岡山店 岡山市北区東古松２１９番地３ 230-5033 代表取締役 河原弘子 ㈱ペブルフードオペレーション 菓子製造業 パン 3120995 令和1年9月24日 令和7年5月31日

Aｔｅｌｉｅｒ　Ｃｏｕｅｒ　ｅｔ　ｃｏｕｅｒ 岡山市北区奥田本町１２番１３号１Ｆ１０３号 髙原加奈 菓子製造業 洋菓子 3121159 令和1年9月24日 令和7年5月31日

ＨＡＴＴＯＲＩ　ＢＡＧＥＬ 岡山市北区奉還町一丁目４番１２－１号 959-4391 服部恭子 菓子製造業 パン 3121198 令和1年10月1日 令和7年1月31日

草々 岡山市東区瀬戸町鍛冶屋１４９０番地 238-4030 金出地雅仁 菓子製造業 その他 3121208 令和1年10月1日 令和7年4月30日

ＨＡＮＡ　Ｂａｇｅｌ 岡山市北区津高台四丁目２０５７番地１６ 土屋雅子 菓子製造業 パン 3121151 令和1年10月1日 令和6年11月30日

Ｌｅａ　Ｌｅａ　ＢＯＸ 岡山市北区磨屋町１０番１０８号 代表取締役 上西浩一 ㈱リジョイン 菓子製造業 洋菓子 3121249 令和1年10月8日 令和7年6月30日

㈱デリカエッセン　岡山工場 岡山市南区築港元町１３番２１号 264-7211 代表取締役 小坂章壽 ㈱でりかエッセン 菓子製造業 和菓子 3121199 令和1年10月8日 令和6年12月31日

山陽マルナカ大元店 岡山市北区西古松二丁目１番１０４号 243-3010 代表取締役 宮宇地剛 ㈱山陽マルナカ 菓子製造業 パン 3121274 令和1年10月24日 令和7年5月31日

ローソン岡山伊島店 岡山市北区伊島町二丁目２２番２６号 252-0130 鶴長虹輝 菓子製造業 その他 3121357 令和1年10月31日 令和7年7月31日

パティスリーエスベース 岡山市中区・１５２番地１ 230-1297 杉本翔一 菓子製造業 洋菓子 3121404 令和1年11月5日 令和7年3月31日

岡山市北区高松１４０番地３ 287-5757 藤田瑛次 菓子製造業 回転焼 3121420 令和1年11月5日 令和6年11月30日

福屋 岡山市北区高松稲荷６７０番地 287-2402 永尾信子 菓子製造業 和菓子 3121479 令和1年11月8日 令和6年11月30日

ふりかｂｙ浦志満本舗 岡山市北区大元一丁目１１番１７号 241-4728 代表取締役 三宅知恵子 ㈲浦志満本舗 菓子製造業 和菓子 3121617 令和1年11月19日 令和7年5月31日

菓子屋ｓａｎｉｃｏ 岡山市北区北長瀬本町１３番５１号ドルチェ１Ｆ 生駒紗由季 菓子製造業 その他 3121634 令和1年11月21日 令和7年1月31日

金銀堂 岡山市北区伊福町一丁目６番１７号 貴島睦 菓子製造業 洋菓子 3121484 令和1年11月21日 令和7年7月31日

セブンイレブン岡山野殿東町店 岡山市北区野殿東町４番２５号 255-7500 代表社員 新庄友子 合同会社新庄商店 菓子製造業 その他 3121403 令和1年11月26日 令和7年1月31日

青空市場五城村 岡山市北区御津新庄３０３０番地３ 050-1744-9297 中里早苗 菓子製造業 洋菓子 3121558 令和1年12月3日 令和7年11月30日

花かまくら 岡山市南区福田２２６番地３ 250-8010 代表取締役 柴田修次 ㈱Ｃｕｌｔｉｖａｔｅ 菓子製造業 和菓子 3121772 令和1年12月3日 令和6年12月31日

中納言本店 岡山市中区中納言町７番３２号 272-2268 代表取締役 武田浩一 ㈱廣榮堂 菓子製造業 和菓子 3121776 令和1年12月5日 令和7年3月31日

カントリーケーキ　もりのくまさん 岡山市北区西古松一丁目１８番８号大元マンション１Ｆ１０２号 森深雪 菓子製造業 洋菓子 3121619 令和1年12月24日 令和7年5月31日

岡山はハレの日 岡山市北区弓之町１７番５号リオン後楽園１Ｆ１０２号 230-1134 代表取締役 谷尾学 ㈲ライディーン 菓子製造業 パン 3121852 令和1年12月26日 令和7年2月28日

株式会社ＦＬＣ　ｄｅｓｉｇｎ 岡山市北区御津新庄５４５番地 050-1744-9306 代表取締役 中里真一 ㈱ＦＬＣ　ｄｅｓｉｇｎ 菓子製造業 洋菓子 3121962 令和1年12月26日 令和7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

Ｌ．Ａ．ＭＡＳＡＢＡＫＥＲＳ 岡山市北区北長瀬表町二丁目１７番８０号ブランチ岡山北長瀬Ｊ１１０ 代表取締役 正部貴司 ㈱Ｍａｓａｂａｋｅｒｙ 菓子製造業 パン 3121918 令和2年1月7日 令和7年1月31日

心種 ｃｏｃｏ－ｔａｎｅ 岡山市北区北長瀬表町二丁目２番７号 海道なおみ 菓子製造業 洋菓子 3122049 令和2年1月14日 令和7年1月31日

ローソン岡山下石井一丁目店 岡山市北区下石井一丁目１番１７号 223-7709 門脇雄一 菓子製造業 その他 3122157 令和2年1月23日 令和7年2月28日

ポプラ岡山長利店 岡山市中区長利２４５番地２ 279-7750 代表取締役社長 目黒俊治 ㈱ポプラ 菓子製造業 3122234 令和2年1月28日 令和7年3月31日

ポプラ岡山岡工前店 岡山市北区伊福町一丁目１０番２０号 256-3303 代表取締役社長 目黒俊治 ㈱ポプラ 菓子製造業 その他 3122233 令和2年1月28日 令和7年7月31日

ポプラ総社インター店 岡山市北区高塚１４７番地１ 905-0255 代表取締役社長 目黒俊治 ㈱ポプラ 菓子製造業 パン 3122232 令和2年1月28日 令和7年11月30日

セブンイレブン今７丁目店 岡山市北区今七丁目２４番２７号 244-1755 濱田純一 菓子製造業 その他 3122193 令和2年1月30日 令和7年1月31日

ＴＨＥ ＣＯＦＦＥＥ ＰＡＲＬＯＵＲ　－喫茶室－ 岡山市北区本町６番４０号本館２Ｆ 代表取締役 木下尚之 ㈱キノシタショウテン 菓子製造業 洋菓子 3122159 令和2年2月13日 令和7年2月28日

ファミリーマート岡山倉富店 岡山市中区倉富３６７番地１０ 200-0233 代表取締役 森本幸久 Ｊ’ｓ ｆａｍｉｌｙ ｗｏｒｋｓ㈱ 菓子製造業 3122358 令和2年2月17日 令和7年10月31日

ファミリーマート岡山上道駅前店 岡山市東区中尾１３９番地１ 208-5688 代表取締役 澤田貴司 ㈱ファミリーマート 菓子製造業 その他 3122551 令和2年2月27日 令和7年4月30日

ｅｌｉｍｓ㈱津島西坂工場 岡山市北区津島西坂二丁目３番４１号 239-3886 代表取締役 西岡希 ｅｌｉｍｓ㈱ 菓子製造業 3122632 令和2年2月27日 令和7年7月31日

ラ・ムー平井店 岡山市中区平井六丁目６番１６号 270-7133 代表取締役 大賀昭司 大黒天物産㈱ 菓子製造業 回転焼 3122660 令和2年3月3日 令和7年10月31日

㈱JA岡山Aコープ西大寺 岡山市東区西大寺中野３８８番地２ 943-1711 代表取締役 宮武博 ㈱JA岡山 菓子製造業 パン 3122650 令和2年3月5日 令和7年4月30日

たいそう 岡山市南区曽根５５２番地 岡田幸子 菓子製造業 回転焼 3122662 令和2年3月5日 令和7年9月30日

㈱スミヨシ岡山営業所花いちご 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山南館１ＦＳ１１７－２ 223-9374 代表取締役 槇富士夫 ㈱スミヨシ 菓子製造業 洋菓子 3122288 令和2年3月10日 令和8年1月31日

ファミリーマート岡山浜二丁目店 岡山市中区浜二丁目４番１４号 901-0755 代表取締役 坂本英子 ㈱ｉｍａｇｉｎｅ 菓子製造業 その他 3122741 令和2年3月12日 令和7年3月31日

ジュ・フォヴィアン 岡山市北区西古松西町９番２６号 246-3088 笹埜友規 菓子製造業 洋菓子 3122833 令和2年3月17日 令和7年5月31日

フリュティエ原尾島店 岡山市中区浜三丁目８番６０号 270-1880 代表取締役 赤松常男 ㈱オースターフーズ 菓子製造業 洋菓子 3122805 令和2年3月24日 令和7年3月31日

フリュティエ青江店 岡山市南区新保１１２８番地７ 221-0211 代表取締役 赤松常男 ㈱オースターフーズ 菓子製造業 洋菓子 3122803 令和2年3月24日 令和7年9月30日

らすかふぇ 岡山市中区藤崎３１７番地３０ 井上知明 菓子製造業 その他 3122883 令和2年3月24日 令和7年10月31日

パン工房　かおり　ほのか 岡山市南区三浜町二丁目２番１号三浜ビル１Ｆ１０１号 平野真紀 菓子製造業 パン 3122738 令和2年3月24日 令和7年12月31日

イーロ 岡山市中区高屋４８０番地２ 藤井美保 菓子製造業 洋菓子 3122582 令和2年3月26日 令和7年3月31日

Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　Ｊｕｎａ 岡山市北区一宮９４番地２ 284-8540 重名遼介 菓子製造業 洋菓子 3122713 令和2年3月26日 令和7年11月30日

株式会社サンキ商会新倉庫 岡山市北区奥田一丁目１番１８号 231-8743 代表取締役 石原忍 ㈱サンキ商会 菓子製造業 洋菓子 3122768 令和2年3月31日 令和7年5月31日

株式会社サンキ商会 岡山市北区奥田一丁目３番５号 231-8743 代表取締役 石原忍 ㈱サンキ商会 菓子製造業 洋菓子 3122770 令和2年3月31日 令和7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

ＵＭＩＧＡＭＥ 岡山市一円 故引義弘 菓子製造業（特殊形態） 3120060 平成31年4月9日 令和6年11月30日

倉敷お好鯛本舗 岡山市一円 代表取締役 景山鈴枝 ㈱ひまわりの種 菓子製造業（特殊形態） 3120118 平成31年4月11日 令和6年9月30日

ＰＡＦＦＬＥ４０５ 岡山市一円 早瀬崇仁 菓子製造業（特殊形態） 3120209 平成31年4月23日 令和6年11月30日

ＵＭＩＧＡＭＥ 岡山市一円 故引義弘 菓子製造業（特殊形態） 3120197 平成31年4月23日 令和6年11月30日

ＣＵＢＥ ＣＡＦＥ Ｒ－ｅｒｒｅ 岡山市一円 秋葉七絵 菓子製造業（特殊形態） 3120289 令和1年5月9日 令和6年11月30日

ちくぽんｃａｆｅ 岡山市一円 竹本奨 菓子製造業（特殊形態） 3120928 令和1年8月6日 令和7年7月31日

Ｐｉａｃｅｖｏｌｅ　ＭＡＹＡＫＡＭＩ 岡山市一円 代表取締役 福田泰人 観空産業㈱ 菓子製造業（特殊形態） 3120989 令和1年8月22日 令和6年11月30日

ＤＥＶＩＮＧ 岡山市一円 山根莉絵子 菓子製造業（特殊形態） 3121593 令和1年11月14日 令和6年11月30日

しもつい　たこや 岡山市一円 理事長 森安誠 特定非営利活動法人催合 菓子製造業（特殊形態） 3122260 令和2年1月30日 令和7年11月30日

クレープシュクレ 岡山市一円 小林大輔 菓子製造業（特殊形態） 3122671 令和2年3月5日 令和7年11月30日

らすかふぇ 岡山市一円 井上知明 菓子製造業（特殊形態） 3122884 令和2年3月24日 令和7年10月31日

東西企画 岡山市北区下石井一丁目２番１号イオンモール岡山１Ｆ未来スクエア 803-6601 今村治郎 菓子製造業（臨時‐特殊形態） 3121970 令和2年1月14日 令和2年4月12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 缶詰又は瓶詰食品製造業 3120835 令和1年7月18日 令和6年11月30日

ｅｌｉｍｓ㈱津島西坂工場 岡山市北区津島西坂二丁目３番４１号 239-3886 代表取締役 西岡希 ｅｌｉｍｓ㈱ 缶詰又は瓶詰食品製造業 3122633 令和2年2月27日 令和7年7月31日

株式会社田口商店 岡山市南区築港栄町５番３８号 265-0404 代表取締役 田口秀男 ㈱田口商店 缶詰又は瓶詰食品製造業 3122658 令和2年3月3日 令和7年12月31日

敷島堂瀬戸店 岡山市東区瀬戸町瀬戸１８３番地１ 952-5656 代表取締役 眞殿昌宏 竹久夢二本舗敷島堂㈱ 喫茶店営業 その他 3120030 平成31年4月11日 令和6年4月30日

大手饅頭伊部屋雄町工場 岡山市中区雄町２０１番地１ 279-3688 取締役社長 大岸豊和 ㈱大手饅頭伊部屋 喫茶店営業 その他 3120145 平成31年4月19日 令和7年3月31日

吉備レストラン 岡山市北区今岡４７６番地吉備サービスエリア下り線 284-8600 代表取締役 福島悌二 岡山ルートサービス㈱ 喫茶店営業 その他 3120469 令和1年6月4日 令和6年11月30日

天満屋ハピーズ北長瀬店 岡山市北区北長瀬表町二丁目１７番８０号 259-1400 代表取締役 野口重明 ㈱天満屋ストア 喫茶店営業 その他 3120439 令和1年6月20日 令和7年1月31日

フレッシュタルトのお店　ｓｔｙｌｅ 岡山市北区問屋町１５番地１０１-１Ｆ１０４区画 代表取締役 三宅昭士 ㈱スタイル 喫茶店営業 その他 3120713 令和1年7月2日 令和7年1月31日

猫茶 岡山市南区郡３００４番地１１３ 267-3700 岩﨑梢 喫茶店営業 純喫茶 3120658 令和1年7月9日 令和6年9月30日

イオンスタイル岡山青江 岡山市北区青江二丁目７番１１号 223-0551 代表取締役 井出武美 イオンリテール㈱ 喫茶店営業 その他 3120625 令和1年7月16日 令和7年5月31日

インダス 岡山市北区表町三丁目１２番４８号山浩ビル１Ｆ 233-0090 山﨑伶庚 喫茶店営業 純喫茶 3120547 令和1年7月16日 令和6年7月31日

瑪蜜黛岡山天満屋店 岡山市北区表町二丁目１番１号てんちかフードガーデン 231-7099 代表取締役 谷俊憲 ㈱レーヴファクトリー 喫茶店営業 その他 3120889 令和1年7月30日 令和6年7月31日

宣喜茶 岡山市北区津島新野一丁目１番２号上林ビル１Ｆ東 王玲 喫茶店営業 その他 3120806 令和1年7月30日 令和6年7月31日



営業所名 営業所所在地 営業所ＴＥＬ 申請者肩書 代表者名 申請者名 業種 種目 許可番号 許可年月日 許可満了日

パリ３区 岡山市南区下中野１４０１番地４ワイズ大元南１Ｆ 959-4735 佐々木健次 喫茶店営業 純喫茶 3120908 令和1年8月1日 令和6年9月30日

喫茶ぼの 岡山市東区城東台東二丁目１０番２２号 289-5382 金光育美 喫茶店営業 純喫茶 3121173 令和1年10月29日 令和7年4月30日

まいど屋珈琲 岡山市南区植松３８番地２ 米戸仁司 喫茶店営業 純喫茶 3121755 令和1年12月5日 令和7年9月30日

ＣＡＦＥ　ＤＥ　ＷＡＮＧＰＹ 岡山市南区大福１６２番地１ 209-0012 代表取締役 山本文吉 ㈱セントラル 喫茶店営業 その他 3121882 令和1年12月24日 令和7年9月30日

来美古庵 岡山市北区白石西新町７番地１０６ 255-0557 西田くみ子 喫茶店営業 その他 3122214 令和2年1月23日 令和7年1月31日

ゴディバイオンモール岡山店 岡山市北区下石井一丁目２番１号イオンモール岡山２Ｆ２０５０ 227-7712 代表取締役社長 ジェローム・シュシャン ゴディバジャパン㈱ 喫茶店営業 その他 3122690 令和2年3月2日 令和8年2月28日

ＴＡＢＡＳＡ． 岡山市中区国府市場６６番地４ 275-7166 元木優美路 喫茶店営業 純喫茶 3122674 令和2年3月12日 令和7年3月31日

お宝発見なるはやロビー 岡山市北区今八丁目１４番１０１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 3120039 平成31年4月9日 令和7年1月31日

リコージャパン株式会社岡山支社２Ｆ事務所 岡山市北区下中野２３６番地６ 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3120037 平成31年4月9日 令和6年5月31日

岡山県赤十字血液センター血液センター③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 3120041 平成31年4月9日 令和6年7月31日

岡山大学福祉会館 岡山市北区津島中一丁目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 3120035 平成31年4月9日 令和6年7月31日

岡山スイキュウ㈱倉富物流センター１Ｆ休憩室 岡山市中区倉富３６７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 3120042 平成31年4月9日 令和6年10月31日

オムロン㈱昇陽館２F食堂 岡山市中区海吉２０７５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 3120040 平成31年4月9日 令和6年10月31日

岡山大学工学部 岡山市北区津島中二丁目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 3120036 平成31年4月9日 令和6年11月30日

山陽マルナカ下中野店 岡山市北区下中野３７４番地１ 805-1122 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） 清涼飲料 3022536 平成31年4月11日 令和6年5月31日

山陽マルナカ下中野店 岡山市北区下中野３７４番地１ 805-1122 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） その他（水） 3022537 平成31年4月11日 令和6年5月31日

エブリイ大安寺店イートイン 岡山市北区大安寺南町二丁目４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 3120174 平成31年4月23日 令和7年1月31日

㈱ＪＲ西日本岡山メンテック新幹線事業所休憩所軒下 岡山市北区北長瀬本町１番２９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 3120173 平成31年4月23日 令和7年1月31日

株式会社ヨシケイ岡山 岡山市北区田中１３０番地１０５ 243-8500 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3120178 平成31年4月23日 令和7年1月31日

一般財団法人積善会（臨床研究棟通路） 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 3120200 平成31年4月23日 令和6年5月31日

一般財団法人積善会（エスパスリーブルＪ） 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 3120202 平成31年4月23日 令和6年5月31日

一般財団法人積善会（保健学科棟２階） 岡山市北区鹿田町二丁目５番１号岡山大学病院内 233-8608 代表理事 小出典男 一般財団法人積善会 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3120203 平成31年4月23日 令和6年5月31日

陸上自衛隊三軒屋駐屯地２１５号隊舎西 岡山市北区宿９７８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 3120179 平成31年4月23日 令和6年11月30日

花王グループカスタマーマーケティング㈱東中国支店 岡山市北区下石井二丁目２番５号岡山ニッセイスクエアビル１１Ｆ 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 3120237 平成31年4月25日 令和7年2月28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 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3120240 平成31年4月25日 令和7年3月31日
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株式会社中原製作所 岡山市中区乙多見４６３番地 279-1221 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 3120236 平成31年4月25日 令和7年3月31日

コカ・コーラボトラーズジャパン岡山南支店 岡山市南区藤田６６７番地１ 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3120176 平成31年4月25日 令和6年9月30日

エニタイムフィットネス岡山富田店 岡山市北区富田５０８番地３ 238-9032 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） 3120204 令和1年5月7日 令和6年5月31日

高島屋岡山店　外商事務所 岡山市北区本町６番４０号 232-1111 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 3120302 令和1年5月14日 令和7年2月28日

高島屋岡山店　本館８Ｆ 岡山市北区本町６番４０号 232-1111 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 3120303 令和1年5月14日 令和7年2月28日

パチンコｎｉｋｋｏ　東岡山店　休憩室 岡山市中区神下４３７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 3120300 令和1年5月14日 令和7年3月31日

社会福祉法人岡山中央福祉会さくら苑リハビリセンター１Ｆ 岡山市東区西大寺浜２６１番地 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3120301 令和1年5月14日 令和7年4月30日

㈱イズミ　ゆめタウン平島店　１階 岡山市東区東平島１６３番地 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3120299 令和1年5月14日 令和7年4月30日

パナソニック㈱　岡山支部　１階通路 岡山市東区東平島１３５０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 3120298 令和1年5月14日 令和7年4月30日

㈱岡山県水　岡山市場　軒下 岡山市南区市場一丁目１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 3120297 令和1年5月14日 令和6年12月31日

くすりのレデイ西市店 岡山市南区西市９６番地１０ 230-6751 代表取締役 白石明生 ㈱レデイ薬局 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 3120357 令和1年5月21日 令和6年9月30日

岡山市総合文化体育館 岡山市南区浦安南町４９３番地２ 263-7474 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 3120394 令和1年5月21日 令和6年12月31日

さざなみ茶屋 岡山市北区後楽園１番４号 272-4147 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 3120462 令和1年6月4日 令和6年7月31日

大家族の湯岡山ロビー 岡山市北区久米１９７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 3120521 令和1年6月11日 令和7年1月31日

㈱ビックモーター岡山店キッズ側待合所 岡山市北区久米２０３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 3120518 令和1年6月11日 令和7年1月31日

岡山交通㈱旭東営業所軒下 岡山市中区藤原西町一丁目４番１７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 3120520 令和1年6月11日 令和7年3月31日

岡山西大寺病院外来ロビー 岡山市東区金岡東町一丁目１番７０号 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3120517 令和1年6月11日 令和7年4月30日

㈱天満屋岡山店３Ｆ食堂 岡山市北区表町二丁目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 3120519 令和1年6月11日 令和6年7月31日

オーバルスポーツコム円山校 岡山市中区円山１２５番地１ 277-1100 代表取締役 宗安堅志 三洋建材㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 3120505 令和1年6月11日 令和6年10月31日

くすりのレデイ撫川店 岡山市北区撫川１４５７番地２ 250-7360 代表取締役 白石明生 ㈱レデイ薬局 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 3120598 令和1年6月25日 令和7年1月31日

ダイキＥＸ岡山店 岡山市南区藤田５６０番地２３６ 296-0303 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 3120661 令和1年6月25日 令和6年9月30日

ヤンマー農機製造㈱ 岡山市中区江並４２８番地 276-8111 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 3120659 令和1年6月25日 令和6年10月31日

アサゴエ工業㈱本社工場 岡山市南区箕島５５７番地４ 282-0131 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 3120686 令和1年6月27日 令和6年9月30日

アサゴエ工業㈱御津工場北休憩室① 岡山市北区御津高津１２０番地２８ 724-0141 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 3120687 令和1年6月27日 令和6年11月30日

アサゴエ工業㈱御津工場北休憩室② 岡山市北区御津高津１２０番地２８ 724-0141 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 3120688 令和1年6月27日 令和6年11月30日
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アサゴエ工業㈱御津工場南休憩室外 岡山市北区御津高津１２０番地２８ 724-0141 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 3120689 令和1年6月27日 令和6年11月30日

ガリバー岡山庭瀬店ショールーム内 岡山市北区平野６９４番地 292-2204 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3120820 令和1年7月11日 令和7年1月31日

㈶淳風会健康管理センター４Ｆ 岡山市北区大供二丁目３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 3120819 令和1年7月11日 令和7年5月31日

クラブフェニックス浦安 岡山市南区浦安本町６４番地１３ 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3120821 令和1年7月11日 令和6年12月31日

イオンスタイル岡山青江 岡山市北区青江二丁目７番１１号 223-0551 代表取締役 井出武美 イオンリテール㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 3120622 令和1年7月16日 令和7年5月31日

ＯＳＫスポーツクラブ岡山 岡山市北区絵図町１番５０号 代表取締役 今原直紀 ㈱ｅｎｎ 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3120749 令和1年8月6日 令和7年7月31日

丸田産業㈱第一セントラルビル２号館８階（CCW単受） 岡山市北区本町６番３６号 231-7721 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3120956 令和1年8月13日 令和7年2月28日

㈱東京インテリア家具岡山店レジカウンター前左 岡山市中区神下９８番地 737-1111 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3120957 令和1年8月13日 令和7年3月31日

㈱東京インテリア家具岡山店レジカウンター前右 岡山市中区神下９８番地 737-1111 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3120958 令和1年8月13日 令和7年3月31日

株式会社山陽マルナカ平島店１Fイートインコーナー 岡山市東区東平島１６０９番地 297-9770 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3120951 令和1年8月13日 令和7年4月30日

イオンスタイル岡山青江店従業員休憩所（CCW単受） 岡山市北区青江二丁目７番１１号 223-0551 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3120950 令和1年8月13日 令和7年5月31日

日本郵便株式会社岡山郵便局食堂 岡山市北区中山下二丁目１番１号 0570-0004-108 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3120952 令和1年8月13日 令和7年6月30日

明星産商㈱岡山１階自販機コーナー 岡山市北区大窪１９９番地２ 286-4416 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3120953 令和1年8月13日 令和6年11月30日

株式会社ヘルシーホームすまいのエコ住宅館 岡山市南区富浜町５番１０号 262-0367 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3120954 令和1年8月13日 令和6年12月31日

株式会社ヘルシーホームショールーム内 岡山市南区富浜町５番１０号 262-0367 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3120955 令和1年8月13日 令和6年12月31日

岡山労災病院 岡山市南区築港緑町一丁目１０番２５号 263-0233 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 3120983 令和1年8月22日 令和6年12月31日

岡山ダイハツ販売㈱平島店 岡山市東区矢井７番地１ 297-4523 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 3121004 令和1年8月29日 令和7年4月30日

㈱ハローズ妹尾店　従食（ＣＣＷ受託） 岡山市南区箕島１３７８番地３ 281-8786 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 3121028 令和1年9月5日 令和6年9月30日

㈱ハローズ円山店　（ＣＣＷ受託） 岡山市中区円山６８番地１ 200-3186 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3121029 令和1年9月5日 令和6年10月31日

㈱ハローズ津高店　店内（ＣＣＷ受託） 岡山市北区津高６４０番地１ 254-8886 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3121027 令和1年9月5日 令和6年11月30日

山陽マルナカ芳田店 岡山市南区西市１２０番地６ 243-6800 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） 清涼飲料 3120981 令和1年9月10日 令和6年9月30日

岡山市立市民病院 岡山市北区北長瀬表町三丁目２０番１号 737-3000 代表取締役 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 3121224 令和1年10月1日 令和7年1月31日

特別養護老人ホーム上道荘 岡山市東区中尾１０３６番地 297-3725 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 3121209 令和1年10月1日 令和7年4月30日

一般財団法人積善会（入院棟西棟１１Ｆ） 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 3121327 令和1年10月15日 令和7年5月31日

㈱おかやま工房リエゾン 岡山市北区田中１１２番地１０３ 243-0722 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3121336 令和1年10月17日 令和7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

ＮＥＣソリューションイノベータ　岡山センター３Ｆ 岡山市北区大内田６７７番地 292-0185 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3121338 令和1年10月17日 令和7年1月31日

トナミ運輸㈱岡山支店 岡山市北区撫川９５５番地３ 293-7677 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3121337 令和1年10月17日 令和7年1月31日

はるやま商事㈱岡山西大寺店 岡山市東区西大寺中野４２８番地１ 942-0155 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3121335 令和1年10月17日 令和7年4月30日

岡山県土地開発公社ビル 岡山市北区蕃山町１番２０号 222-6666 代表取締役 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 3121364 令和1年10月24日 令和7年2月28日

社会福祉法人恵風会 岡山市中区今在家３０４番地６ 277-0761 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 3121366 令和1年10月24日 令和7年3月31日

㈱ニッカリ 岡山市東区西大寺川口４６５番地１ 943-0051 代表取締役 及川剛 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3121368 令和1年10月24日 令和7年4月30日

山陽マルナカ大元店 岡山市北区西古松二丁目１番１０４号 243-3010 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） 清涼飲料 3121275 令和1年10月24日 令和7年5月31日

宇野自動車㈱ 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 3121365 令和1年10月24日 令和7年7月31日

みのる化成㈱牟佐工場 岡山市北区牟佐５０３番地 229-2921 代表取締役 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 3121367 令和1年10月24日 令和6年11月30日

㈱ウエルズ 岡山市南区浜野四丁目２２番２４号 263-0099 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 3121363 令和1年10月24日 令和6年12月31日

シティライト城東店 岡山市中区長利２３９番地１ 278-9888 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 3121433 令和1年11月5日 令和7年3月31日

軽カープラス東岡山店 岡山市中区長利２５１番地１ 208-3280 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 3121432 令和1年11月5日 令和7年3月31日

はるやま商事㈱岡山大安寺店 岡山市北区大安寺南町一丁目７番２４号 256-4122 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3121521 令和1年11月12日 令和7年1月31日

西日本旅客鉄道㈱岡山支店４階休憩室 岡山市北区駅前町二丁目１番７号 223-2031 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3121515 令和1年11月12日 令和7年2月28日

西日本旅客鉄道㈱岡山支店３階休憩室 岡山市北区駅前町二丁目１番７号 223-2031 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3121516 令和1年11月12日 令和7年2月28日

㈱マルナカ西大寺店従食 岡山市東区西大寺南一丁目２番９号 944-5611 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3121517 令和1年11月12日 令和7年4月30日

岡山大学病院入院棟１１F 岡山市北区鹿田町二丁目５番１号 223-7151 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3121520 令和1年11月12日 令和7年5月31日

㈱天満屋岡山店６F広場 岡山市北区表町二丁目１番１号 231-7111 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3121518 令和1年11月12日 令和7年7月31日

グランドマート津高店休憩室 岡山市北区津高８２０番地 254-1141 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3121519 令和1年11月12日 令和6年11月30日

ＫＬａｂ㈱岡山事業所７Ｆ 岡山市北区錦町５番１０号 212-0707 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 3121686 令和1年11月26日 令和7年2月28日

ＫＬａｂ㈱岡山事業所３Ｆ 岡山市北区錦町５番１０号 212-0707 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 3121687 令和1年11月26日 令和7年2月28日

帝人ナカシマメディカル㈱ 岡山市東区上道北方６８８番地１ 279-5111 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 3121688 令和1年11月26日 令和7年4月30日

セブン・イレブン・ハートイン岡山駅在来線改札内店 岡山市北区駅元町１番１号 235-1128 代表取締役 北條裕介 ㈱ジェイアールサービスネット岡山 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3121716 令和1年11月28日 令和7年1月31日

セブン・イレブン・キヨスク岡山駅新幹線下りホーム 岡山市北区駅元町１番１号 227-7768 代表取締役 北條裕介 ㈱ジェイアールサービスネット岡山 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3121717 令和1年11月28日 令和7年1月31日

新中国交通㈱新保事務所 岡山市南区新保６６０番地３ 251-0818 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3121726 令和1年11月28日 令和7年9月30日
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デリカサラダボーイ㈱ 岡山市南区築港元町１３番１８号 261-2005 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 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3121800 令和1年12月5日 令和6年12月31日

大善株式会社 岡山市北区撫川１５１３番地 293-5111 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3121902 令和1年12月12日 令和7年1月31日

㈱ベネッセコーポレーション岡山地下１Ｆ 岡山市北区南方三丁目７番１７号 225-1100 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3121965 令和1年12月24日 令和7年2月28日

パチンコバージン東岡山店中央 岡山市中区下４９２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 3121966 令和1年12月24日 令和7年3月31日

一喜 岡山市北区中仙道二丁目２６番８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 3121997 令和1年12月26日 令和7年1月31日

スズキ岡山販売西岡山店 岡山市北区平野６２２番地５ 292-3512 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 3121996 令和1年12月26日 令和7年1月31日

はるやま岡山平島店 岡山市東区南古都４２６番地１ 297-8633 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 3121998 令和1年12月26日 令和7年4月30日

名鉄運輸㈱ 岡山市南区中畦８７９番地１ 298-3883 代表取締役 及川剛 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3121994 令和1年12月26日 令和7年9月30日

カバヤ食品㈱ 岡山市北区御津野々口１１００番地 0867-24-4300 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 3121995 令和1年12月26日 令和7年11月30日

ヘルシーホームハロウスプレステージ城東展示場 岡山市中区下１２６番地１ 201-2650 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3122227 令和2年1月28日 令和7年3月31日

アビスイン岡山 岡山市北区大供一丁目３番１０号 234-6000 代表取締役 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 3122230 令和2年1月28日 令和7年5月31日

タツモ㈱岡山３Ｆ食堂 岡山市北区芳賀５３１１番地 239-5000 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3122229 令和2年1月28日 令和7年11月30日

さんもく工業㈱本社軒下 岡山市南区海岸通二丁目６番３号 262-0137 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3122228 令和2年1月28日 令和7年12月31日

パナソニックホームズ１Ｆ 岡山市北区今四丁目９番３０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 3122251 令和2年1月30日 令和7年1月31日

パナソニックホームズ２Ｆ 岡山市北区今四丁目９番３０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 3122252 令和2年1月30日 令和7年1月31日

両備プラッツ泉田店イートインコーナー 岡山市南区泉田３８１番地１ 242-2911 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3122387 令和2年2月13日 令和7年12月31日

ホットヨガスタジオＬＡＶＡイオンモール岡山店 岡山市北区下石井一丁目２番１号イオンモール岡山３Ｆ３０７－２ 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） 3122231 令和2年2月27日 令和7年2月28日

医療法人おおぞら会同仁病院１階休憩室 岡山市北区下伊福上町１５番７号 242-2911 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3122726 令和2年3月10日 令和8年1月31日

岡山交通㈱豊成営業所休憩室 岡山市南区豊成一丁目１４番１２号 263-3337 代表取締役社長 森吉平 ㈱アペックス西日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3122725 令和2年3月10日 令和7年12月31日

株式会社ハローズ十日市店 岡山市北区十日市西町８番５２－２号 221-2886 代表取締役 佐藤利行 ㈱ハローズ 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 3122834 令和2年3月17日 令和7年5月31日

リジョー㈱岡山営業所 岡山市南区新保６８７番地２６ 241-0222 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 3122806 令和2年3月17日 令和7年9月30日

株式会社ハローズ津高店 岡山市北区津高６４０番地１ 254-8886 代表取締役 佐藤利行 ㈱ハローズ 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 3122835 令和2年3月17日 令和7年11月30日

㈱三石深井 岡山市東区藤井２７５番地 279-7575 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 3122917 令和2年3月26日 令和7年4月30日

オリックス岡山支店 岡山市北区下石井二丁目１番１８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 3122939 令和2年3月31日 令和8年2月28日

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） 3022687 平成31年4月2日 令和7年1月31日
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御菓子處華宵庵 岡山市一円 代表取締役 宮内孝和 岡山製菓㈱ 喫茶店営業（特殊形態） 3120485 令和1年6月6日 令和7年3月31日

Ｇｅｌａｔｅｒｉａ　Ｌａ　Ｎａｖｅ 岡山市一円 代表取締役 石橋尚 ㈱ＡＬＥＴＴＡ 喫茶店営業（特殊形態） 3120643 令和1年6月18日 令和7年5月31日

うみかぜ草園 岡山市一円 長野絹加 喫茶店営業（特殊形態） 3120635 令和1年6月18日 令和6年11月30日

さざなみ堂 岡山市一円 谷綾 喫茶店営業（特殊形態） 3120654 令和1年6月20日 令和6年11月30日

Ｇｕｍａ　ｃｏｆｆｅｅ 岡山市一円 赤堀一直 喫茶店営業（特殊形態） 3120748 令和1年7月4日 令和6年11月30日

岡山市一円 代表取締役 赤木政一 ㈱カイタックトレーディング 喫茶店営業（特殊形態） 3120780 令和1年7月9日 令和7年1月31日

カフェ・ド・アラローム 岡山市一円 根木友道 喫茶店営業（特殊形態） 3121158 令和1年9月19日 令和7年4月30日

タピオカざんまい 岡山市一円 髙﨑直人 喫茶店営業（特殊形態） 3121328 令和1年10月15日 令和6年11月30日

ル・ヴェール 岡山市一円 代表取締役 片岡由治 ル・ヴェール㈲ 喫茶店営業（特殊形態） 3121756 令和1年12月3日 令和7年11月30日

ティーズクローバー 岡山市一円 柴田知央 喫茶店営業（特殊形態） 3121901 令和1年12月12日 令和7年11月30日

ＡＬＩＣＥ　ＣＯＦＦＥＥ　ＳＴＯＲＥ 岡山市一円 福井忍 喫茶店営業（特殊形態） 3121992 令和1年12月26日 令和7年3月31日

小屋珈琲 岡山市一円 板野年克 喫茶店営業（特殊形態） 3122048 令和2年1月14日 令和7年11月30日

エブリイ大安寺店 岡山市北区大安寺南町二丁目４番５号 239-2555 代表取締役 岡﨑浩樹 ㈱エブリイ 魚介類販売業 3022647 平成31年4月2日 令和7年1月31日

天満屋ハピーズ北長瀬店 岡山市北区北長瀬表町二丁目１７番８０号 259-1400 代表取締役 野口重明 ㈱天満屋ストア 魚介類販売業 3120436 令和1年6月20日 令和7年1月31日

イオンスタイル岡山青江 岡山市北区青江二丁目７番１１号 223-0551 代表取締役 井出武美 イオンリテール㈱ 魚介類販売業 3120610 令和1年7月16日 令和7年5月31日

イオンスタイル岡山青江 岡山市北区青江二丁目７番１１号 223-0551 代表取締役 井出武美 イオンリテール㈱ 魚介類販売業 3120611 令和1年7月16日 令和7年5月31日

いそもと 岡山市南区北浦３１３番地５ 礒本光明 魚介類販売業 3121048 令和1年9月10日 令和6年9月30日

天満屋グループ生鮮センター 岡山市南区築港元町１３番２１号 264-2511 代表取締役 野口重明 ㈱天満屋ストア 魚介類販売業 3122033 令和2年2月20日 令和7年12月31日

ユアーズさんすて岡山店 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山南館１ＦＳ１０３ 226-3800 代表取締役社長 根石紀雄 ㈱ユアーズ 魚介類販売業 3122337 令和2年2月26日 令和8年1月31日

とくし丸２６号 岡山市一円 池脇慎悟 魚介類販売業（移動販売形態） 3120860 令和1年7月16日 令和7年3月31日

とくし丸４号 岡山市一円 安田尚正 魚介類販売業（移動販売形態） 3122546 令和2年2月20日 令和8年1月31日

とくし丸２８号車 岡山市一円 須賀輝男 魚介類販売業（移動販売形態） 3122585 令和2年2月25日 令和8年1月31日

ドラッグコスモス吉備津店 岡山市北区西辛川４０６番地１ 284-9010 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） 3022617 平成31年4月2日 令和6年11月30日

ザグザグ下伊福店 岡山市北区下伊福二丁目６番３５号 214-5558 代表取締役 森信 ㈱ザグザグ 魚介類販売業（簡易形態） 3022699 平成31年4月4日 令和7年1月31日

ザグザグ北長瀬店 岡山市北区北長瀬表町三丁目２番１号 805-0110 代表取締役 森信 ㈱ザグザグ 魚介類販売業（簡易形態） 3022696 平成31年4月4日 令和7年1月31日
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ザグザグ白石店 岡山市北区白石２８０番地１ 214-3900 代表取締役 森信 ㈱ザグザグ 魚介類販売業（簡易形態） 3022694 平成31年4月4日 令和7年1月31日

ザグザグ海吉店 岡山市中区海吉１７８５番地２ 200-1168 代表取締役 森信 ㈱ザグザグ 魚介類販売業（簡易形態） 3022705 平成31年4月4日 令和6年10月31日

ザグザグ北方店 岡山市北区北方二丁目１番２４号 801-5200 代表取締役 森信 ㈱ザグザグ 魚介類販売業（簡易形態） 3022698 平成31年4月4日 令和6年11月30日

ザグザグ岡北店 岡山市北区中井町二丁目５番３５－３号 221-3339 代表取締役 森信 ㈱ザグザグ 魚介類販売業（簡易形態） 3022704 平成31年4月4日 令和6年11月30日

ザグザグ福成店 岡山市南区福成一丁目１８０番地４ 262-2239 代表取締役 森信 ㈱ザグザグ 魚介類販売業（簡易形態） 3022707 平成31年4月4日 令和6年12月31日

ザグザグ豊成店 岡山市南区豊成一丁目３番７号 235-8139 代表取締役 森信 ㈱ザグザグ 魚介類販売業（簡易形態） 3022701 平成31年4月4日 令和6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 魚介類販売業（簡易形態） 3022706 平成31年4月5日 令和7年1月31日

ザグザグ下中野店 岡山市北区下中野１２１７番地２ 805-1339 代表取締役 森信 ㈱ザグザグ 魚介類販売業（簡易形態） 3022702 平成31年4月5日 令和6年5月31日

ザグザグ西之町店 岡山市北区西之町９番１０９号 805-3500 代表取締役 森信 ㈱ザグザグ 魚介類販売業（簡易形態） 3022697 平成31年4月5日 令和6年5月31日

ザグザグ妹尾店 岡山市南区妹尾１８８３番地１ 281-0102 代表取締役 森信 ㈱ザグザグ 魚介類販売業（簡易形態） 3022695 平成31年4月5日 令和6年9月30日

ザグザグ建部店 岡山市北区建部町宮地６７番地１ 722-5039 代表取締役 森信 ㈱ザグザグ 魚介類販売業（簡易形態） 3022703 平成31年4月5日 令和6年11月30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 魚介類販売業（簡易形態） 3022693 平成31年4月9日 令和6年4月30日

ザグザグ西大寺店 岡山市東区西大寺中野９３０番地１ 944-5539 代表取締役 森信 ㈱ザグザグ 魚介類販売業（簡易形態） 3022700 平成31年4月9日 令和6年4月30日

ドラッグコスモス三浜店 岡山市南区三浜町一丁目７番９号 261-7220 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） 3120009 平成31年4月9日 令和6年12月31日

ローソン岡山シンフォニービル店 岡山市北区表町一丁目５番１号 212-1105 代表取締役 児玉眞奈美 ㈱河村商事 魚介類販売業（簡易形態） 3022677 平成31年4月16日 令和6年7月31日

セブン－イレブン山陽道瀬戸ＰＡ下り店 岡山市東区瀬戸町大井６４９番地 953-2110 三宅一規 魚介類販売業（簡易形態） 3022717 平成31年4月23日 令和6年4月30日

ローソン岡山神崎町店 岡山市東区神崎町８９番地１ 946-2224 高都祐果 魚介類販売業（簡易形態） 3120223 平成31年4月24日 令和6年4月30日

セブン－イレブン岡山高松店 岡山市北区高松原古才６７７番地１ 287-8678 清水二郎 魚介類販売業（簡易形態） 3022713 平成31年4月25日 令和6年11月30日

ザグザグ西古松店 岡山市北区西古松３２６番地１０１ 805-8801 代表取締役 森信 ㈱ザグザグ 魚介類販売業（簡易形態） 3120291 令和1年5月9日 令和6年5月31日

ザグザグ金川店 岡山市北区御津宇垣１４８３番地１ 724-9303 代表取締役 森信 ㈱ザグザグ 魚介類販売業（簡易形態） 3120290 令和1年5月9日 令和6年11月30日

岡山市場海産 岡山市南区市場一丁目１番地関連棟７０ 265-3800 代表取締役 寺坂文子 ㈲寺坂商事 魚介類販売業（簡易形態） 3120371 令和1年5月16日 令和6年12月31日

ら・む～マート中井店 岡山市中区中井４４６番地１ 代表取締役 大賀昭司 大黒天物産㈱ 魚介類販売業（簡易形態） 3120355 令和1年5月23日 令和7年3月31日

ファミリーマート岡山雄町店 岡山市中区国府市場５８０番地１ 208-3255 代表取締役 小林豊 ㈱エクスプローラー 魚介類販売業（簡易形態） 3120450 令和1年5月28日 令和7年3月31日

ファミリーマート岡山目黒町店 岡山市東区目黒町２５番地３ 944-5120 竹田和秀 魚介類販売業（簡易形態） 3120377 令和1年5月30日 令和7年4月30日

セブンイレブン岡山中央署前店 岡山市中区浜二丁目１０番８号 271-7585 吉村和宏 魚介類販売業（簡易形態） 3120630 令和1年6月25日 令和7年3月31日
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信木商店 岡山市南区迫川１２１３番地１ 信木嘉代子 魚介類販売業（簡易形態） 3120697 令和1年6月27日 令和6年9月30日

オーシャンウエルネス株式会社青江倉庫 岡山市北区青江一丁目７番６号岡山中央冷蔵株式会社倉庫内 225-3685 代表取締役 土屋友紀雄 オーシャンウエルネス㈱ 魚介類販売業（簡易形態） 3120734 令和1年7月2日 令和7年5月31日

ザグザグ奥田店 岡山市北区奥田南町１番２８号 代表取締役 森信 ㈱ザグザグ 魚介類販売業（簡易形態） 3120867 令和1年8月1日 令和7年5月31日

株式会社丸富 岡山市南区迫川８３９番地７ 362-7717 代表取締役 黒田隆志 ㈱丸富 魚介類販売業（簡易形態） 3120922 令和1年8月6日 令和6年9月30日

ファミリーマート岡山藤原西町店 岡山市中区藤原西町二丁目１番３号 270-3200 代表取締役 赤木みさき ㈱ＡＭＢＩＴＩＯＮＳ 魚介類販売業（簡易形態） 3120936 令和1年8月27日 令和7年3月31日

ポプラ岡山福富中店 岡山市南区福富中一丁目２番１２０号 261-8720 本郷信之 魚介類販売業（簡易形態） 3120971 令和1年8月27日 令和6年12月31日

ドラッグコスモス西大寺店 岡山市東区久保１６３番地１ 944-6677 代表取締役 横山英昭 ㈱コスモス薬品 魚介類販売業（簡易形態） 3121012 令和1年9月3日 令和7年4月30日

ドラッグコスモス大福店 岡山市南区大福１９番地２ 209-0303 代表取締役 横山英昭 ㈱コスモス薬品 魚介類販売業（簡易形態） 3121009 令和1年9月5日 令和6年9月30日

スーパードラッグコスモス備中高松店 岡山市北区高松２１９番地１ 287-3080 代表取締役 横山英昭 ㈱コスモス薬品 魚介類販売業（簡易形態） 3121010 令和1年9月5日 令和6年11月30日

ドラッグコスモス御津店 岡山市北区御津宇垣１５０４番地１ 724-3737 代表取締役 横山英昭 ㈱コスモス薬品 魚介類販売業（簡易形態） 3121013 令和1年9月5日 令和6年11月30日

山陽マルナカ芳田店 岡山市南区西市１２０番地６ 243-6800 代表取締役 宮宇地剛 ㈱山陽マルナカ 魚介類販売業（簡易形態） 3120978 令和1年9月10日 令和6年9月30日

セブンイレブン岡山箕島店 岡山市南区箕島８４２番地 282-1171 代表取締役 金田知美 ㈲Ｃｏｍｆｏｒｔ 魚介類販売業（簡易形態） 3121085 令和1年9月10日 令和6年9月30日

関西フローズン株式会社岡山支店 岡山市中区桜橋二丁目１８番５２号 270-7801 代表取締役社長 今尾充 関西フローズン㈱ 魚介類販売業（簡易形態） 3121193 令和1年9月26日 令和6年10月31日

セブンイレブン岡山芳明小前店 岡山市南区米倉６７番地１ 244-2077 代表取締役 尾髙紀光 ㈱尾髙酒店 魚介類販売業（簡易形態） 3121214 令和1年10月8日 令和7年9月30日

株式会社あじかん岡山営業所 岡山市北区大内田８２８番地１ 292-5650 代表取締役社長 足利恵一 ㈱あじかん 魚介類販売業（簡易形態） 3121383 令和1年10月24日 令和7年1月31日

ローソン岡山下石井一丁目店 岡山市北区下石井一丁目１番１７号 223-7709 門脇雄一 魚介類販売業（簡易形態） 3121203 令和1年10月24日 令和7年2月28日

ローソン岡山伊島店 岡山市北区伊島町二丁目２２番２６号 252-0130 鶴長虹輝 魚介類販売業（簡易形態） 3121360 令和1年10月31日 令和7年7月31日

セブン-イレブン岡山可知５丁目店 岡山市東区可知五丁目１２９番地２４ 943-5167 岡田和久 魚介類販売業（簡易形態） 3121448 令和1年11月5日 令和7年4月30日

セブンイレブン岡山野殿東町店 岡山市北区野殿東町４番２５号 255-7500 代表社員 新庄友子 合同会社新庄商店 魚介類販売業（簡易形態） 3121402 令和1年11月26日 令和7年1月31日

セブン－イレブン岡山昭和町店 岡山市北区昭和町１０番１６号 255-3818 代表取締役 永松文彦 ㈱セブン-イレブン・ジャパン 魚介類販売業（簡易形態） 3121732 令和1年11月28日 令和7年1月31日

株式会社名給岡山営業所 岡山市北区大内田８２２番地３ 292-3122 代表取締役社長 青木基博 ㈱名給 魚介類販売業（簡易形態） 3121725 令和1年11月28日 令和7年1月31日

セブンイレブン岡山北方店 岡山市北区北方二丁目１２２４番地１ 222-1910 太田祐二 魚介類販売業（簡易形態） 3121736 令和1年11月28日 令和6年11月30日

有限会社川上一商店 岡山市南区市場一丁目１番地関連棟９２ 265-3838 取締役 赤瀬雅之 ㈲川上一商店 魚介類販売業（簡易形態） 3121774 令和1年12月6日 令和6年12月31日

セブン-イレブン岡山東花尻店 岡山市北区東花尻３４３番地１ 903-0235 早瀬隆博 魚介類販売業（簡易形態） 3121712 令和1年12月17日 令和7年1月31日

ドラッグコスモス福富店 岡山市南区豊成三丁目２３番３８号 261-7220 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） 3121858 令和1年12月24日 令和6年12月31日
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有限会社フレッシュノザキ 岡山市南区福富東二丁目７番１５号 261-8666 代表取締役 野﨑雅之 ㈲フレッシュノザキ 魚介類販売業（簡易形態） 3122004 令和1年12月26日 令和6年12月31日

ファミリーマート原尾島一丁目店 岡山市中区原尾島一丁目１番６号 270-5788 德山譲 魚介類販売業（簡易形態） 3122151 令和2年1月21日 令和7年3月31日

ローソン岡山神田町二丁目 岡山市北区神田町二丁目４番１１号 232-8575 竹達伸一 魚介類販売業（簡易形態） 3121961 令和2年1月21日 令和7年5月31日

セブン‐イレブン岡山宿毛店 岡山市東区宿毛１１２８番地１ 946-8600 谷本滋弘 魚介類販売業（簡易形態） 3121978 令和2年1月23日 令和7年4月30日

セブンイレブン今７丁目店 岡山市北区今七丁目２４番２７号 244-1755 濱田純一 魚介類販売業（簡易形態） 3122196 令和2年1月30日 令和7年1月31日

セブンイレブン岡山桃太郎大通り店 岡山市北区野田屋町一丁目１番１５号岡山桃太郎大通りビル１Ｆ 226-8226 代表取締役 安井一将 ㈲ユウザキ 魚介類販売業（簡易形態） 3122411 令和2年2月13日 令和7年2月28日

ファミリーマート岡山倉富店 岡山市中区倉富３６７番地１０ 200-0233 代表取締役 森本幸久 Ｊ’ｓ ｆａｍｉｌｙ ｗｏｒｋｓ㈱ 魚介類販売業（簡易形態） 3122361 令和2年2月17日 令和7年10月31日

セブン－イレブン岡山山崎店 岡山市中区山崎４２番地２ 277-3012 森光生 魚介類販売業（簡易形態） 3122479 令和2年2月25日 令和7年10月31日

ファミリーマート岡山上道駅前店 岡山市東区中尾１３９番地１ 208-5688 代表取締役 澤田貴司 ㈱ファミリーマート 魚介類販売業（簡易形態） 3122550 令和2年2月27日 令和7年4月30日

おみやげ街道さんすて 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山南館２ＦＳ２１６ 233-0660 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） 3122381 令和2年2月28日 令和8年1月31日

ファミリーマート岡山浜二丁目店 岡山市中区浜二丁目４番１４号 901-0755 代表取締役 坂本英子 ㈱ｉｍａｇｉｎｅ 魚介類販売業（簡易形態） 3122744 令和2年3月12日 令和7年3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 代表取締役 永松文彦 ㈱セブン-イレブン・ジャパン 魚介類販売業（簡易形態） 3122925 令和2年3月31日 令和7年3月31日

ｒｅｖｅ　ｌｅ　ｆｕｔｕｒ 岡山市北区門前３９０番地３ 230-7703 代表取締役 野上雄一 ㈱暁 食肉製品製造業 3121291 令和1年10月8日 令和6年11月30日

三友食品㈱藤田配送センター 岡山市南区藤田５６４番地１４７ 296-6565 代表取締役 小椋義昭 三友食品㈱ 食肉製品製造業 3121615 令和1年11月19日 令和7年9月30日

エブリイ大安寺店 岡山市北区大安寺南町二丁目４番５号 239-2555 代表取締役 岡﨑浩樹 ㈱エブリイ 食肉販売業 3022646 平成31年4月2日 令和7年1月31日

肉屋　久 岡山市中区藤原西町一丁目６番４５号 行本久枝 食肉販売業 3120147 令和1年5月14日 令和7年3月31日

大西精肉店 岡山市北区丸の内一丁目１番１８号 大西正也 食肉販売業 3120526 令和1年6月13日 令和6年7月31日

天満屋ハピーズ北長瀬店 岡山市北区北長瀬表町二丁目１７番８０号 259-1400 代表取締役 野口重明 ㈱天満屋ストア 食肉販売業 3120435 令和1年6月20日 令和7年1月31日

イオンスタイル岡山青江 岡山市北区青江二丁目７番１１号 223-0551 代表取締役 井出武美 イオンリテール㈱ 食肉販売業 3120608 令和1年7月16日 令和7年5月31日

ミート大元 岡山市北区西古松８７番地１ 221-2929 代表取締役 金岡政基 ㈱ゴールド・ヒル 食肉販売業 3120847 令和1年7月18日 令和7年5月31日

㈲丸福精肉本店 岡山市北区奉還町四丁目１３番４号 取締役 本定夫 ㈲丸福精肉本店 食肉販売業 3121008 令和1年10月1日 令和7年7月31日

㈱Ｋ・Ｋフーズ 岡山市中区浜三丁目２番３０号 代表取締役 河田啓輔 ㈱Ｋ・Ｋフーズ 食肉販売業 3122269 令和2年2月4日 令和7年3月31日

㈱ＨＯＡＮＧ　ＬＩＮＨ 岡山市中区神下７３番６号 代表取締役 マイティチャン ㈱ＨＯＡＮＧ　ＬＩＮＨ 食肉販売業 3122294 令和2年2月4日 令和7年3月31日

ユアーズさんすて岡山店 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山南館１ＦＳ１０３ 226-3800 代表取締役社長 根石紀雄 ㈱ユアーズ 食肉販売業 3122338 令和2年2月26日 令和8年1月31日

とくし丸２６号 岡山市一円 池脇慎悟 食肉販売業（移動販売形態） 3120859 令和1年7月16日 令和7年3月31日
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ＴＯＭＯＤＡＣＨＩ 岡山市一円 上田グラナダカタタ 食肉販売業（移動販売形態） 3121449 令和1年11月8日 令和6年11月30日

とくし丸４号 岡山市一円 安田尚正 食肉販売業（移動販売形態） 3122544 令和2年2月20日 令和8年1月31日

とくし丸２８号車 岡山市一円 須賀輝男 食肉販売業（移動販売形態） 3122584 令和2年2月25日 令和8年1月31日

ドラッグコスモス吉備津店 岡山市北区西辛川４０６番地１ 284-9010 代表取締役 横山英昭 ㈱コスモス薬品 食肉販売業（簡易形態） 3022616 平成31年4月2日 令和6年11月30日

伊藤ハムミート販売西株式会社中国販売部岡山営業所 岡山市南区築港元町１３番１７号シーアール物流㈱岡南第三物流センター内 236-8071 代表取締役 上谷一也 伊藤ハムミート販売西㈱ 食肉販売業（簡易形態） 3022718 平成31年4月4日 令和6年12月31日

ドラッグコスモス三浜店 岡山市南区三浜町一丁目７番９号 261-7220 代表取締役 横山英昭 ㈱コスモス薬品 食肉販売業（簡易形態） 3120008 平成31年4月9日 令和6年12月31日

ローソン岡山シンフォニービル店 岡山市北区表町一丁目５番１号 212-1105 代表取締役 児玉眞奈美 ㈱河村商事 食肉販売業（簡易形態） 3022676 平成31年4月16日 令和6年7月31日

中四国営業部ミート岡山 岡山市北区青江一丁目７番６号岡山中央冷蔵㈱内 738-0022 代表取締役社長 角春樹 丸大ミート株式会社 食肉販売業（簡易形態） 3120205 平成31年4月22日 令和6年5月31日

ＮＰＯ法人けしごやま　希望 岡山市東区松新町２０８番地４-２０８ビル１０３号 942-3444 理事 藤原三由 特定非営利活動法人けしごやま 食肉販売業（簡易形態） 3120195 平成31年4月23日 令和6年4月30日

セブン－イレブン山陽道瀬戸ＰＡ下り店 岡山市東区瀬戸町大井６４９番地 953-2110 三宅一規 食肉販売業（簡易形態） 3022716 平成31年4月23日 令和6年4月30日

ローソン岡山神崎町店 岡山市東区神崎町８９番地１ 946-2224 高都祐果 食肉販売業（簡易形態） 3120222 平成31年4月24日 令和6年4月30日

セブン－イレブン岡山高松店 岡山市北区高松原古才６７７番地１ 287-8678 清水二郎 食肉販売業（簡易形態） 3022712 平成31年4月25日 令和6年11月30日

ら・む～マート中井店 岡山市中区中井４４６番地１ 代表取締役 大賀昭司 大黒天物産㈱ 食肉販売業（簡易形態） 3120354 令和1年5月23日 令和7年3月31日

ファミリーマート岡山雄町店 岡山市中区国府市場５８０番地１ 208-3255 代表取締役 小林豊 ㈱エクスプローラー 食肉販売業（簡易形態） 3120449 令和1年5月28日 令和7年3月31日

ファミリーマート岡山目黒町店 岡山市東区目黒町２５番地３ 944-5120 竹田和秀 食肉販売業（簡易形態） 3120376 令和1年5月30日 令和7年4月30日

セブンイレブン岡山中央署前店 岡山市中区浜二丁目１０番８号 271-7585 吉村和宏 食肉販売業（簡易形態） 3120629 令和1年6月25日 令和7年3月31日

信木商店 岡山市南区迫川１２１３番地１ 信木嘉代子 食肉販売業（簡易形態） 3120696 令和1年6月27日 令和6年9月30日

ＳＡＣＨＡＮ　ＱＵＡＮ 岡山市北区駅前町二丁目４番１９号 206-6090 代表取締役 ＴＲＡＮ　ＤＩＮＨ　Ｄｕｙ ㈱ＳＡＣＨＡＮ 食肉販売業（簡易形態） 3120887 令和1年7月30日 令和7年2月28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 食肉販売業（簡易形態） 3120899 令和1年7月30日 令和6年12月31日

ファミリーマート岡山藤原西町店 岡山市中区藤原西町二丁目１番３号 270-3200 代表取締役 赤木みさき ㈱ＡＭＢＩＴＩＯＮＳ 食肉販売業（簡易形態） 3120935 令和1年8月27日 令和7年3月31日

ポプラ岡山福富中店 岡山市南区福富中一丁目２番１２０号 261-8720 本郷信之 食肉販売業（簡易形態） 3120970 令和1年8月27日 令和6年12月31日

山陽マルナカ芳田店 岡山市南区西市１２０番地６ 243-6800 代表取締役 宮宇地剛 ㈱山陽マルナカ 食肉販売業（簡易形態） 3120977 令和1年9月10日 令和6年9月30日

セブンイレブン岡山箕島店 岡山市南区箕島８４２番地 282-1171 代表取締役 金田知美 ㈲Ｃｏｍｆｏｒｔ 食肉販売業（簡易形態） 3121084 令和1年9月10日 令和6年9月30日

唐人物産 岡山市北区新道２８番地１０ 206-3839 杉本美江 食肉販売業（簡易形態） 3121175 令和1年9月26日 令和7年5月31日

セブンイレブン岡山芳明小前店 岡山市南区米倉６７番地１ 244-2077 代表取締役 尾髙紀光 ㈱尾髙酒店 食肉販売業（簡易形態） 3121213 令和1年10月8日 令和7年9月30日



営業所名 営業所所在地 営業所ＴＥＬ 申請者肩書 代表者名 申請者名 業種 種目 許可番号 許可年月日 許可満了日

株式会社あじかん岡山営業所 岡山市北区大内田８２８番地１ 292-5650 代表取締役社長 足利恵一 ㈱あじかん 食肉販売業（簡易形態） 3121382 令和1年10月24日 令和7年1月31日

ローソン岡山下石井一丁目店 岡山市北区下石井一丁目１番１７号 223-7709 門脇雄一 食肉販売業（簡易形態） 3121202 令和1年10月24日 令和7年2月28日

ローソン岡山伊島店 岡山市北区伊島町二丁目２２番２６号 252-0130 鶴長虹輝 食肉販売業（簡易形態） 3121359 令和1年10月31日 令和7年7月31日

セブン-イレブン岡山可知５丁目店 岡山市東区可知五丁目１２９番地２４ 943-5167 岡田和久 食肉販売業（簡易形態） 3121447 令和1年11月5日 令和7年4月30日

セブンイレブン岡山野殿東町店 岡山市北区野殿東町４番２５号 255-7500 代表社員 新庄友子 合同会社新庄商店 食肉販売業（簡易形態） 3121401 令和1年11月26日 令和7年1月31日

セブン－イレブン岡山昭和町店 岡山市北区昭和町１０番１６号 255-3818 代表取締役 永松文彦 ㈱セブン-イレブン・ジャパン 食肉販売業（簡易形態） 3121731 令和1年11月28日 令和7年1月31日

株式会社名給岡山営業所 岡山市北区大内田８２２番地３ 292-3122 代表取締役社長 青木基博 ㈱名給 食肉販売業（簡易形態） 3121724 令和1年11月28日 令和7年1月31日

セブンイレブン岡山北方店 岡山市北区北方二丁目１２２４番地１ 222-1910 太田祐二 食肉販売業（簡易形態） 3121735 令和1年11月28日 令和6年11月30日

セブン-イレブン岡山東花尻店 岡山市北区東花尻３４３番地１ 903-0235 早瀬隆博 食肉販売業（簡易形態） 3121711 令和1年12月17日 令和7年1月31日

ドラッグコスモス福富店 岡山市南区豊成三丁目２３番３８号 261-7220 代表取締役 横山英昭 ㈱コスモス薬品 食肉販売業（簡易形態） 3121857 令和1年12月24日 令和6年12月31日

有限会社フレッシュノザキ 岡山市南区福富東二丁目７番１５号 261-8666 代表取締役 野﨑雅之 ㈲フレッシュノザキ 食肉販売業（簡易形態） 3122003 令和1年12月26日 令和6年12月31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 食肉販売業（簡易形態） 3122009 令和2年1月7日 令和7年3月31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 食肉販売業（簡易形態） 3122008 令和2年1月7日 令和7年3月31日

ファミリーマート原尾島一丁目店 岡山市中区原尾島一丁目１番６号 270-5788 德山譲 食肉販売業（簡易形態） 3122149 令和2年1月21日 令和7年3月31日

ローソン岡山神田町二丁目 岡山市北区神田町二丁目４番１１号 232-8575 竹達伸一 食肉販売業（簡易形態） 3121960 令和2年1月21日 令和7年5月31日

セブン‐イレブン岡山宿毛店 岡山市東区宿毛１１２８番地１ 946-8600 谷本滋弘 食肉販売業（簡易形態） 3121977 令和2年1月23日 令和7年4月30日

セブンイレブン今７丁目店 岡山市北区今七丁目２４番２７号 244-1755 濱田純一 食肉販売業（簡易形態） 3122195 令和2年1月30日 令和7年1月31日

セブンイレブン岡山桃太郎大通り店 岡山市北区野田屋町一丁目１番１５号岡山桃太郎大通りビル１Ｆ 226-8226 代表取締役 安井一将 ㈲ユウザキ 食肉販売業（簡易形態） 3122410 令和2年2月13日 令和7年2月28日

ファミリーマート岡山倉富店 岡山市中区倉富３６７番地１０ 200-0233 代表取締役 森本幸久 Ｊ’ｓ ｆａｍｉｌｙ ｗｏｒｋｓ㈱ 食肉販売業（簡易形態） 3122360 令和2年2月17日 令和7年10月31日

セブン－イレブン岡山山崎店 岡山市中区山崎４２番地２ 277-3012 森光生 食肉販売業（簡易形態） 3122478 令和2年2月25日 令和7年10月31日

ファミリーマート岡山上道駅前店 岡山市東区中尾１３９番地１ 208-5688 代表取締役 澤田貴司 ㈱ファミリーマート 食肉販売業（簡易形態） 3122549 令和2年2月27日 令和7年4月30日

おみやげ街道さんすて 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山南館２ＦＳ２１６ 233-0660 代表取締役 北條裕介 ㈱ジェイアールサービスネット岡山 食肉販売業（簡易形態） 3122380 令和2年2月28日 令和8年1月31日

ファミリーマート岡山浜二丁目店 岡山市中区浜二丁目４番１４号 901-0755 代表取締役 坂本英子 ㈱ｉｍａｇｉｎｅ 食肉販売業（簡易形態） 3122743 令和2年3月12日 令和7年3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 代表取締役 永松文彦 ㈱セブン-イレブン・ジャパン 食肉販売業（簡易形態） 3122924 令和2年3月31日 令和7年3月31日

株式会社アイスラインアイス事業部製造部 岡山市東区西大寺新地１５０番地１ 944-6886 代表取締役 石井希典 ㈱アイスライン 食品の冷凍又は冷蔵業 冷凍食品製造業 3120923 令和1年8月6日 令和7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

株式会社田口商店 岡山市南区築港栄町５番３８号 265-0404 代表取締役 田口秀男 ㈱田口商店 食品の冷凍又は冷蔵業 3122659 令和2年3月3日 令和7年12月31日

ｅｌｉｍｓ㈱津島西坂工場 岡山市北区津島西坂二丁目３番４１号 239-3886 代表取締役 西岡希 ｅｌｉｍｓ㈱ 清涼飲料水製造業 3122634 令和2年2月27日 令和7年7月31日

とくし丸２６号 岡山市一円 池脇慎悟 乳類販売業（移動販売形態） 3120858 令和1年7月16日 令和7年3月31日

とくし丸４号 岡山市一円 安田尚正 乳類販売業（移動販売形態） 3122545 令和2年2月20日 令和8年1月31日

とくし丸２８号車 岡山市一円 須賀輝男 乳類販売業（移動販売形態） 3122583 令和2年2月25日 令和8年1月31日

エブリイ大安寺店 岡山市北区大安寺南町二丁目４番５号 239-2555 代表取締役 岡﨑浩樹 ㈱エブリイ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3022645 平成31年4月2日 令和7年1月31日

ドラッグコスモス吉備津店 岡山市北区西辛川４０６番地１ 284-9010 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） 3022615 平成31年4月2日 令和6年11月30日

ドラッグコスモス三浜店 岡山市南区三浜町一丁目７番９号 261-7220 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） 3120007 平成31年4月9日 令和6年12月31日

ローソン岡山シンフォニービル店 岡山市北区表町一丁目５番１号 212-1105 代表取締役 児玉眞奈美 ㈱河村商事 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3022675 平成31年4月16日 令和6年7月31日

セブン－イレブン山陽道瀬戸ＰＡ下り店 岡山市東区瀬戸町大井６４９番地 953-2110 三宅一規 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3022715 平成31年4月23日 令和6年4月30日

ローソン岡山神崎町店 岡山市東区神崎町８９番地１ 946-2224 高都祐果 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3120221 平成31年4月24日 令和6年4月30日

セブン－イレブン岡山高松店 岡山市北区高松原古才６７７番地１ 287-8678 清水二郎 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3022711 平成31年4月25日 令和6年11月30日

くすりのレデイ西市店 岡山市南区西市９６番地１０ 230-6751 代表取締役 白石明生 ㈱レデイ薬局 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3120356 令和1年5月21日 令和6年9月30日

ら・む～マート中井店 岡山市中区中井４４６番地１ 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） 3120353 令和1年5月23日 令和7年3月31日

ファミリーマート岡山雄町店 岡山市中区国府市場５８０番地１ 208-3255 代表取締役 小林豊 ㈱エクスプローラー 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3120448 令和1年5月28日 令和7年3月31日

ファミリーマート岡山目黒町店 岡山市東区目黒町２５番地３ 944-5120 竹田和秀 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3120375 令和1年5月30日 令和7年4月30日

天満屋ハピーズ北長瀬店 岡山市北区北長瀬表町二丁目１７番８０号 259-1400 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） 3120438 令和1年6月20日 令和7年1月31日

セブンイレブン岡山中央署前店 岡山市中区浜二丁目１０番８号 271-7585 吉村和宏 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3120628 令和1年6月25日 令和7年3月31日

信木商店 岡山市南区迫川１２１３番地１ 信木嘉代子 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3120695 令和1年6月27日 令和6年9月30日

イオンスタイル岡山青江 岡山市北区青江二丁目７番１１号 223-0551 代表取締役 井出武美 イオンリテール㈱ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3120621 令和1年7月16日 令和7年5月31日

ドンレミーアウトレット岡山店 岡山市南区藤田５６６番地２７６ 296-2871 代表取締役 木本髙一朗 ㈱ドンレミー 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3120837 令和1年7月16日 令和6年9月30日

ザグザグ奥田店 岡山市北区奥田南町１番２８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） 3120866 令和1年8月1日 令和7年5月31日

ラクト横井 岡山市南区郡２２１０番地１㈱関西通商内 267-1911 横井辰文 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3120959 令和1年8月13日 令和6年9月30日

ファミリーマート岡山藤原西町店 岡山市中区藤原西町二丁目１番３号 270-3200 代表取締役 赤木みさき ㈱ＡＭＢＩＴＩＯＮＳ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3120934 令和1年8月27日 令和7年3月31日

ポプラ岡山福富中店 岡山市南区福富中一丁目２番１２０号 261-8720 本郷信之 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3120969 令和1年8月27日 令和6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

山陽マルナカ芳田店 岡山市南区西市１２０番地６ 243-6800 代表取締役 宮宇地剛 ㈱山陽マルナカ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3120979 令和1年9月10日 令和6年9月30日

セブンイレブン岡山箕島店 岡山市南区箕島８４２番地 282-1171 代表取締役 金田知美 ㈲Ｃｏｍｆｏｒｔ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3121083 令和1年9月10日 令和6年9月30日

㈱りこっちゃ 岡山市南区郡２２１０番地１㈱関西通商内 代表取締役 御室律子 ㈱りこっちゃ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3121095 令和1年9月12日 令和6年9月30日

セブンイレブン岡山芳明小前店 岡山市南区米倉６７番地１ 244-2077 代表取締役 尾髙紀光 ㈱尾髙酒店 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3121212 令和1年10月8日 令和7年9月30日

ローソン岡山下石井一丁目店 岡山市北区下石井一丁目１番１７号 223-7709 門脇雄一 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3121201 令和1年10月24日 令和7年2月28日

山陽マルナカ大元店 岡山市北区西古松二丁目１番１０４号 243-3010 代表取締役 宮宇地剛 ㈱山陽マルナカ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3121273 令和1年10月24日 令和7年5月31日

ローソン岡山伊島店 岡山市北区伊島町二丁目２２番２６号 252-0130 鶴長虹輝 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3121358 令和1年10月31日 令和7年7月31日

セブン-イレブン岡山可知５丁目店 岡山市東区可知五丁目１２９番地２４ 943-5167 岡田和久 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3121446 令和1年11月5日 令和7年4月30日

セブンイレブン岡山野殿東町店 岡山市北区野殿東町４番２５号 255-7500 代表社員 新庄友子 合同会社新庄商店 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3121400 令和1年11月26日 令和7年1月31日

セブン－イレブン岡山昭和町店 岡山市北区昭和町１０番１６号 255-3818 代表取締役 永松文彦 ㈱セブン-イレブン・ジャパン 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3121730 令和1年11月28日 令和7年1月31日

株式会社名給岡山営業所 岡山市北区大内田８２２番地３ 292-3122 代表取締役社長 青木基博 ㈱名給 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3121723 令和1年11月28日 令和7年1月31日

生活彩家重井附属病院店 岡山市南区山田２１１７番地重井医学研究所附属病院外来棟１F 281-6881 代表取締役社長 目黒俊治 ㈱ポプラ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3121708 令和1年11月28日 令和7年9月30日

セブンイレブン岡山北方店 岡山市北区北方二丁目１２２４番地１ 222-1910 太田祐二 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3121734 令和1年11月28日 令和6年11月30日

金光薬品岡山庭瀬店 岡山市北区平野８５０番地１ 292-6078 代表取締役 藤岡康二 金光薬品㈱ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3121689 令和1年12月5日 令和7年1月31日

セブン-イレブン岡山東花尻店 岡山市北区東花尻３４３番地１ 903-0235 早瀬隆博 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3121710 令和1年12月17日 令和7年1月31日

ＮＹＤＳ　ｎｉｋｋｏ十日市店 岡山市北区十日市中町１５番７０号 234-2200 代表取締役 川井祐介 ㈱和 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3121804 令和1年12月24日 令和7年5月31日

ドラッグコスモス福富店 岡山市南区豊成三丁目２３番３８号 261-7220 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） 3121856 令和1年12月24日 令和6年12月31日

有限会社フレッシュノザキ 岡山市南区福富東二丁目７番１５号 261-8666 代表取締役 野﨑雅之 ㈲フレッシュノザキ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3122002 令和1年12月26日 令和6年12月31日

Ｌ．Ａ．ＭＡＳＡＢＡＫＥＲＳ 岡山市北区北長瀬表町二丁目１７番８０号ブランチ岡山北長瀬Ｊ１１０ 代表取締役 正部貴司 ㈱Ｍａｓａｂａｋｅｒｙ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3121919 令和2年1月7日 令和7年1月31日

金光薬品当新田店 岡山市南区当新田７３番地６ 806-6866 代表取締役 藤岡康二 金光薬品㈱ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3122020 令和2年1月7日 令和7年12月31日

ファミリーマート原尾島一丁目店 岡山市中区原尾島一丁目１番６号 270-5788 德山譲 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3122150 令和2年1月21日 令和7年3月31日

ローソン岡山神田町二丁目 岡山市北区神田町二丁目４番１１号 232-8575 竹達伸一 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3121959 令和2年1月21日 令和7年5月31日

セブン‐イレブン岡山宿毛店 岡山市東区宿毛１１２８番地１ 946-8600 谷本滋弘 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3121976 令和2年1月23日 令和7年4月30日

セブンイレブン今７丁目店 岡山市北区今七丁目２４番２７号 244-1755 濱田純一 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3122194 令和2年1月30日 令和7年1月31日

セブンイレブン岡山桃太郎大通り店 岡山市北区野田屋町一丁目１番１５号岡山桃太郎大通りビル１Ｆ 226-8226 代表取締役 安井一将 ㈲ユウザキ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3122409 令和2年2月13日 令和7年2月28日
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ファミリーマート岡山倉富店 岡山市中区倉富３６７番地１０ 200-0233 代表取締役 森本幸久 Ｊ’ｓ ｆａｍｉｌｙ ｗｏｒｋｓ㈱ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3122359 令和2年2月17日 令和7年10月31日

ミルクショップ拓海 岡山市北区中島田町二丁目３番２号 小松原翔馬 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3122520 令和2年2月20日 令和7年5月31日

セブン－イレブン岡山山崎店 岡山市中区山崎４２番地２ 277-3012 森光生 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3122477 令和2年2月25日 令和7年10月31日

ユアーズさんすて岡山店 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山南館１ＦＳ１０３ 226-3800 代表取締役社長 根石紀雄 ㈱ユアーズ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3122336 令和2年2月26日 令和8年1月31日

ファミリーマート岡山上道駅前店 岡山市東区中尾１３９番地１ 208-5688 代表取締役 澤田貴司 ㈱ファミリーマート 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3122548 令和2年2月27日 令和7年4月30日

おみやげ街道さんすて 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山南館２ＦＳ２１６ 233-0660 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） 3122379 令和2年2月28日 令和8年1月31日

ファミリーマート岡山浜二丁目店 岡山市中区浜二丁目４番１４号 901-0755 代表取締役 坂本英子 ㈱ｉｍａｇｉｎｅ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3122742 令和2年3月12日 令和7年3月31日

パン工房　かおり　ほのか 岡山市南区三浜町二丁目２番１号三浜ビル１Ｆ１０１号 平野真紀 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3122739 令和2年3月24日 令和7年12月31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 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3122871 令和2年3月26日 令和7年5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 代表取締役 永松文彦 ㈱セブン-イレブン・ジャパン 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3122923 令和2年3月31日 令和7年3月31日

岡山県立岡山操山高等学校 岡山市中区浜４１２番地 272-1241 代表取締役 藤原丈士 ㈲毎日 乳類販売業（自動販売形態） 3022603 平成31年4月4日 令和7年3月31日

岡山県立西大寺高等学校 岡山市東区西大寺上二丁目１番１７号 942-4150 代表取締役 藤原丈士 ㈲毎日 乳類販売業（自動販売形態） 3022605 平成31年4月4日 令和6年4月30日

岡山県立岡山南高等学校 岡山市北区奥田二丁目４番７号 224-2226 代表取締役 藤原丈士 ㈲毎日 乳類販売業（自動販売形態） 3022604 平成31年4月4日 令和6年5月31日

陸上自衛隊三軒屋駐屯地 岡山市北区宿９７８番地 代表取締役社長 コステル・マンドレア ＦＶジャパン㈱ 乳類販売業（自動販売形態） 3120124 平成31年4月11日 令和6年11月30日

一般財団法人積善会（保健学科棟２階） 岡山市北区鹿田町二丁目５番１号岡山大学病院内 233-8608 代表理事 小出典男 一般財団法人積善会 乳類販売業（自動販売形態） 3120199 平成31年4月23日 令和6年5月31日

一般財団法人積善会（エスパスリーブルＮ） 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 乳類販売業（自動販売形態） 3120206 平成31年4月23日 令和6年5月31日

岡山県立岡山御津高等学校 岡山市北区御津金川９４０番地 724-0831 代表取締役 藤原丈士 ㈲毎日 乳類販売業（自動販売形態） 3120296 令和1年5月14日 令和6年11月30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 浅見正明 ㈱キリンビバックス 乳類販売業（自動販売形態） 3120347 令和1年5月16日 令和7年3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 浅見正明 ㈱キリンビバックス 乳類販売業（自動販売形態） 3120348 令和1年5月16日 令和7年3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 浅見正明 ㈱キリンビバックス 乳類販売業（自動販売形態） 3120349 令和1年5月16日 令和7年3月31日

岡山県立岡山城東高等学校 岡山市中区下１１０番地 279-2005 代表取締役 浅見正明 ㈱キリンビバックス 乳類販売業（自動販売形態） 3120350 令和1年5月16日 令和7年3月31日

岡山県立岡山城東高等学校 岡山市中区下１１０番地 279-2005 代表取締役 浅見正明 ㈱キリンビバックス 乳類販売業（自動販売形態） 3120351 令和1年5月16日 令和7年3月31日

岡山県立瀬戸高等学校 岡山市東区瀬戸町光明谷３１６番地１ 952-1031 代表取締役 浅見正明 ㈱キリンビバックス 乳類販売業（自動販売形態） 3120346 令和1年5月16日 令和7年4月30日

岡山県生涯学習センター 岡山市北区伊福町三丁目１番１号 251-9750 代表取締役 浅見正明 ㈱キリンビバックス 乳類販売業（自動販売形態） 3120352 令和1年5月16日 令和6年7月31日

岡山市総合文化体育館 岡山市南区浦安南町４９３番地２ 263-7474 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） 3120395 令和1年5月21日 令和6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

岡山県立東岡山工業高等学校 岡山市中区土田２９０番地１ 279-0565 代表取締役 藤原丈士 ㈲毎日 乳類販売業（自動販売形態） 3120434 令和1年5月28日 令和7年3月31日

ヤンマー農機製造㈱ 岡山市中区江並４２８番地 276-8111 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） 3120660 令和1年6月25日 令和6年10月31日

一般社団法人岡山県農業会館 岡山市北区磨屋町９番１８号 232-2370 代表取締役 浅見正明 ㈱キリンビバックス 乳類販売業（自動販売形態） 3120857 令和1年7月16日 令和7年6月30日

岡山県立岡山工業高等学校 岡山市北区伊福町四丁目３番９２号 252-5231 代表取締役 浅見正明 ㈱キリンビバックス 乳類販売業（自動販売形態） 3120856 令和1年7月16日 令和6年7月31日

ボルダーガーデンサボ 岡山市南区富浜町１番３９号 897-2820 代表取締役 浅見正明 ㈱キリンビバックス 乳類販売業（自動販売形態） 3121049 令和1年9月10日 令和6年12月31日

岡山県警察学校 岡山市北区玉柏２７５３番地 234-0110 代表取締役 藤原丈士 ㈲毎日 乳類販売業（自動販売形態） 3121236 令和1年10月3日 令和6年11月30日

岡山県警察本部機動隊庁舎内 岡山市北区いずみ町１１番２１号 234-0110 代表取締役 浅見正明 ㈱キリンビバックス 乳類販売業（自動販売形態） 3121444 令和1年11月5日 令和7年7月31日

タツモ株式会社 岡山市北区芳賀５３１１番地岡山リサーチパーク 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） 3121801 令和1年12月5日 令和7年11月30日

創志学園高等学校 岡山市北区下伊福西町７番３８号 252-2101 代表取締役社長 内田茂 ㈲新田恵商店 乳類販売業（自動販売形態） 3122050 令和2年1月23日 令和7年1月31日

ＲＥＴＩＯ　ＢＯＤＹ　ＤＥＳＩＧＮ　問屋町店 岡山市北区問屋町９番地１０２ 236-6675 代表取締役 浅見正明 ㈱キリンビバックス 乳類販売業（自動販売形態） 3122254 令和2年1月30日 令和7年1月31日

ＲＥＴＩＯ　ＢＯＤＹ　ＤＥＳＩＧＮ　東岡山店 岡山市中区高屋２９５番地３ 230-0507 代表取締役 浅見正明 ㈱キリンビバックス 乳類販売業（自動販売形態） 3122253 令和2年1月30日 令和7年3月31日


