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

ＭＡＲＳ ＬＡＢ 岡山市北区問屋町１１番地１０６ＴＯＩＹＡＣＨＯ ＢＯＯＴＨ ＢＬＤ１Ｆ１０２号 239-8981 代表取締役 原卓也 ＭＡＲＳ Ｊａｐａｎ㈱ そうざい製造業 0221586 令和2年11月10日 令和8年1月31日

桃仙デリ 岡山市北区平野９２０番地わたなべ生鮮館内 941-1237 代表取締役 吴大可 ㈱ミサイ そうざい製造業 0221067 令和2年8月6日 令和8年1月31日

旬菜一楽 岡山市北区錦町８番１５号オサカビル 221-8000 代表取締役 杉村裕輝 ㈱すぎ屋 そうざい製造業 0221135 令和2年8月20日 令和8年2月28日

スープカレーなっぱ 岡山市東区古都南方３０７７番地１ 中村和也 そうざい製造業 0222650 令和3年2月25日 令和8年4月30日

株式会社イズミゆめタウン平島 岡山市東区東平島１６３番地 297-5678 代表取締役 山⻄泰明 ㈱イズミ そうざい製造業 0221109 令和2年8月11日 令和8年4月30日

祥雲 岡山市北区中央町１番７号 230-3682 代表取締役 秋山宜之 ㈱ＵＭＡＩＺＥ そうざい製造業 0220884 令和2年7月7日 令和8年6月30日

ＭＯＶE ＵＰ Ｃａｆｅ 岡山市北区田町一丁目２番４号 207-2283 代表社員 山本将弥 合同会社ＨＣＬＩ そうざい製造業 0222184 令和3年1月12日 令和8年6月30日

株式会社宮脇商店 岡山市北区表町三丁目１２番１１号 233-6181 代表取締役 宮脇徹 ㈱宮脇商店 そうざい製造業 0221895 令和2年12月22日 令和8年7月31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㈱ そうざい製造業 0220595 令和2年6月10日 令和7年9月30日

㈱ソナテック 岡山市北区津高１７５０番地 253-0222 代表取締役 魚谷博光 ㈱ソナテック そうざい製造業 0221852 令和2年11月19日 令和7年11月30日

ホーミイダイニング岡山惣菜 岡山市北区横井上８３番地３エブリイＯｋａｎａｋａ津高２F 230-7780 代表取締役 岡﨑真悟 ㈱ホーミイダイニング そうざい製造業 0222439 令和3年2月2日 令和8年11月30日

フレッシュミート 岡山市南区豊浜町１０番４８号 239-8929 代表取締役 緋田幸生 ㈱フレッシュミート そうざい製造業 0222687 令和3年3月4日 令和8年12月31日

ハピーズ泉田店 岡山市南区泉田四丁目１番６２号 244-3100 代表取締役 小坂章壽 ㈱でりかエッセン そうざい製造業 0222402 令和3年1月28日 令和8年12月31日

コマリ ファーム＊。 加工場 岡山市東区可知二丁目１番２９号 竹本かおり みそ製造業 0222745 令和3年3月30日 令和8年4月30日

博多とんこつばり 岡山市北区中仙道二丁目１０番８号 245-6583 代表取締役 山本義和 ㈱髙嶋工業 めん類製造業 0220429 令和2年5月21日 令和8年1月31日

ラーメンきずな 岡山市北区野田屋町一丁目２番１６号 神達康照 めん類製造業 0220043 令和2年4月7日 令和8年2月28日

平木製麺所 岡山市中区東山二丁目５番３号 272-2475 赤城法明 めん類製造業 0222926 令和3年3月18日 令和8年3月31日

麺処ぐり⻁ 岡山市北区内山下一丁目１２番７号廣瀬ヴィルヌーブ２Ｆ 231-1838 代表取締役 礒貝翔 ㈱ｇｕｒｉｋｏ めん類製造業 0222075 令和3年1月12日 令和8年7月31日

沼池製麺所 岡山市南区福吉町２７番３２号 262-1613 沼池利夫 めん類製造業 0221963 令和2年12月4日 令和7年12月31日

むすび 岡山市北区奉還町一丁目１番５号 259-1642 島田将義 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0220830 令和2年7月2日 令和8年1月31日

炉ばた屋 ろばたん 岡山市北区奉還町一丁目５番９号 254-8844 川野由紀 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0222388 令和3年1月26日 令和8年1月31日

ローソン岡山奉還町一丁目店 岡山市北区奉還町一丁目１４番１号 256-1285 小橋康弘 飲食店営業（その他） その他 0221811 令和3年1月5日 令和8年1月31日

炭火ダイニングｒｉｆｕｇｉｏつぼみ 岡山市北区奉還町二丁目２番１０号太田ビル１Ｆ 255-0888 宮本知美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0222121 令和3年2月2日 令和9年1月31日

ＯＹＯＢＥ ＢＥＥＲ 岡山市北区奉還町二丁目７番１６号 代表取締役 及部謙太 ㈲およべ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3122955 令和2年4月30日 令和8年1月31日

映画ＢＡＲローマの休日 岡山市北区奉還町二丁目１４番１０号宮本ビル１Ｆ 林和常 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221050 令和2年7月28日 令和8年1月31日

ｌｉｔｔｌｅ岡山 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山南館２ＦＥ２１１ 235-9871 代表取締役 脇山賢一 ㈱暮らしと珈琲 飲食店営業（その他） その他 0220046 令和2年4月16日 令和8年1月31日

ゴンチャ さんすて岡山店 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山北館１ＦＮ１１５ 238-7588 代表取締役 大⻄寛 ヒロボシ㈱ 飲食店営業（その他） その他 0221024 令和2年9月1日 令和8年1月31日
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セブン−イレブン・ハ−トインさんすて岡山北館１階店 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山北館１F Ｎ１０８ 231-5005 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 0221169 令和2年9月8日 令和8年1月31日

ＧＯＨＯＢＩ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２ＦＳ２２５ 801-3833 代表取締役 平野幸司 ㈱果実工房 飲食店営業（その他） その他 0222694 令和3年3月2日 令和9年1月31日

目利きの銀次 岡山市北区駅元町２２番１７号シモサダビル２Ｆ 253-2288 代表取締役 大神輝博 ㈱モンテローザフーズ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0220424 令和2年5月26日 令和8年1月31日

⻄⼝フードサークル（やす⼋商店・がや・ｍｏｆｕ−ｄｏｒａ） 岡山市北区駅元町２２番１８号くすの木ビル１Ｆ 代表取締役 ⿊⽯靖 ㈱靖幸 飲食店営業（その他） そうざい調理店 0222769 令和3年3月18日 令和9年1月31日

天満屋ハピーズ昭和町店 岡山市北区昭和町４番３８号 236-7141 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 0221820 令和2年12月3日 令和8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 内田茂 ㈲新田恵商店 飲食店営業（その他） その他 0221045 令和2年7月30日 令和8年1月31日

ぺろり 岡山市北区今三丁目９番２号 236-6936 渡辺実津子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0222573 令和3年2月16日 令和9年1月31日

とりでん今店 岡山市北区今三丁目２４番３８号 代表取締役 安原伸 ㈱ハッピーハーモニー 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（焼き鳥） 0221082 令和2年8月13日 令和8年1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（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0220420 令和2年5月19日 令和8年1月31日

ＭＡＲＳ ＬＡＢ 岡山市北区問屋町１１番地１０６ＴＯＩＹＡＣＨＯ ＢＯＯＴＨ ＢＬＤ１Ｆ１０２号 239-8981 代表取締役 原卓也 ＭＡＲＳ Ｊａｐａｎ㈱ 飲食店営業（その他） その他 0221582 令和2年11月10日 令和8年1月31日

九郎の途上 岡山市北区問屋町１２番地１０５ 244-7707 代表取締役 山本伸一 ㈱Ｓｏｌａｎａ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0220977 令和2年7月21日 令和8年1月31日

チェゴ屋 岡山市北区中仙道５５番地１２４サンピオーネ１０１号 代表取締役 島田三由紀 Ｃｈｅｇｏ．Ｍ．Ｃ㈱ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0221181 令和2年9月15日 令和8年1月31日

０８６ＢＡＳＥ 岡山市北区花尻あかね町６番地１０４ 250-4771 桑本萌香 飲食店営業（その他） その他 0222593 令和3年2月18日 令和9年1月31日

たこ焼きふえた 岡山市北区⻄花尻１３２４番地２ 中川幸子 飲食店営業（その他） その他 0221640 令和2年11月10日 令和8年1月31日

ローソン岡山庭瀬店 岡山市北区平野９３３番地３ 250-8180 代表取締役 高見秀作 ㈱高見 飲食店営業（その他） その他 0220371 令和2年6月2日 令和8年1月31日

カフェ＆バー ワンダフルワールド 岡山市北区富田町一丁目９番１５号 234-3200 代表取締役 原田博美 ㈱オフィス原田 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220479 令和2年5月26日 令和8年2月28日

すし居酒や梅さん 岡山市北区野田屋町一丁目２番１号 山本勝和 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0221642 令和3年3月4日 令和9年2月28日

淡路島バーガースタンド 岡山市北区野田屋町一丁目５番２０号ハタヤマビル１F 277-6511 岡田朋泰 飲食店営業（その他） その他 0222390 令和3年2月4日 令和8年2月28日

コテージレストランリン 岡山市北区野田屋町一丁目７番２０号中野ビル 224-5888 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） 0222625 令和3年2月18日 令和8年2月28日

ＢＡＮＡＮＡ ＳＴＡＮＤ 岡山市北区野田屋町二丁目３番２号１Ｆ 地実レアノ 飲食店営業（その他） その他 0222343 令和3年1月28日 令和8年2月28日

ＳＮＡＣＫ育 岡山市北区野田屋町二丁目５番３号赤松ビル１Ｆ１０３号 中田勝也 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222657 令和3年3月2日 令和9年2月28日

セブン−イレブン岡山野田屋町２丁目店 岡山市北区野田屋町二丁目１１番１７号 232-3701 神谷敏男 飲食店営業（その他） その他 0221012 令和2年7月28日 令和8年2月28日

ＩＣＨＩCＯ 岡山市北区駅前町一丁目２番１５号−２ 代表取締役 ⽯橋尚 ㈱ＡＬＥＴＴＡ 飲食店営業（その他） 0220661 令和2年6月16日 令和8年2月28日

はらペコ屋たま商店 岡山市北区駅前町一丁目４番１８号 953-4120 代表取締役 三宅忠佳 ㈲三宅玩具 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0222162 令和3年1月7日 令和8年2月28日

大衆鉄板田田 岡山市北区駅前町一丁目７番１８号 201-2915 取締役 増田智久 ㈲清代 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0221989 令和2年12月10日 令和8年2月28日

ＡＵＳＳＩＥ ＢＡＲ 岡山市北区駅前町一丁目１０番２１号 代表取締役 ハント ジェイソン スコット ＨＵＮＴ ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥＳ ㈱ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0220264 令和2年5月12日 令和8年2月28日

ＴＯＲＮＡＤＯ ＯＫＡＹＡＭＡ 岡山市北区駅前町一丁目１０番２１号駅前第５ビル２Ｆ 佐藤学 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222091 令和2年12月24日 令和8年2月28日
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ファミリーマート岡山駅前店 岡山市北区駅前町二丁目１番１０１号JR岡山駅第１ＮＫビル１Ｆ 234-6171 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 0221557 令和2年10月27日 令和8年2月28日

フットプリント 岡山市北区幸町１番７号太田ビル５Ｆ 206-2502 笹尾翔太 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222622 令和3年2月22日 令和8年2月28日

幸町飛葉 岡山市北区幸町４番１８−２号幸町山村ビル１Ｆ 柴田大陸 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0221032 令和2年8月4日 令和8年2月28日

Ｔｏｍｍｙ Ｓｈｏｋｕｄｏ 岡山市北区幸町４番１８−２号幸町山村ビル２F 230-4565 富永華祈 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0221143 令和2年8月25日 令和8年2月28日

白 岡山市北区幸町４番２６号 222-7739 若林健人 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0221103 令和2年8月11日 令和8年2月28日

ディヴァイン 岡山市北区幸町５番１２号パークサイド幸町２Ｆ２００１号 227-7822 杉山稔 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220609 令和2年6月16日 令和8年2月28日

コリアンキッチンジャンガラ 岡山市北区幸町６番２９号ＩＮＧビル１Ｆ 225-5255 松本康太 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0221493 令和2年10月13日 令和8年2月28日

バッジオ 岡山市北区幸町６番３３号旭ビル１Ｆ 238-7963 代表取締役 坪井哲也 ㈱カウンターカルチャー 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0221415 令和2年10月13日 令和8年2月28日

旬彩くおん 岡山市北区錦町３番６−２号ハスパリビル１Ｆ 223-9510 代表取締役 難波紀治 ㈱ｅｎｉｓｈｉ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0220712 令和2年6月23日 令和8年2月28日

酒とおばんざい 菜な 岡山市北区錦町３番１２号２F 代表社員 森田勇介 合同会社エンプレ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0221351 令和2年9月24日 令和8年2月28日

ｃｏｍｐａｓｓ 岡山市北区錦町８番１１号フェリスビル５Ｆ５−Ｂ 232-0330 川上真奈美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0221531 令和2年10月22日 令和8年2月28日

ＮＹ ＳＴＹＬＥＢＡＲ Ａ−ＲＯＤ 岡山市北区錦町８番２２号２Ｆ 代表取締役 山﨑明弘 ㈱ＫＯＥＲＵ ＣＲＥＡＴＥ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222696 令和3年3月9日 令和9年2月28日

ファミリーマート錦町東店 岡山市北区錦町８番２６号 803-5303 代表取締役 森下和彦 ㈱ＫＭＳ 飲食店営業（その他） その他 0220713 令和2年6月23日 令和8年2月28日

ショットバー ウィッシュボン 岡山市北区本町１番１０号松原ビル３F 227-1160 代表取締役 樋之津晃 ㈱瀬⼾内シュリンプカンパニー 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220540 令和2年5月28日 令和8年2月28日

ＳＡＭ´Ｓ ＫＩＴＣＨＥＮ＆ＡＬＯＨＡ ＳＴＥＡＫ 岡山市北区本町１番１１号１Ｆ２Ｆ 代表取締役 ラジャマルム ＲＯＹＡＬ ＨＡＷＡＩＩＡＮ Ｒ．ＧＲＯＵＰ Ｌ．Ｔ．Ｄ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0221180 令和2年9月3日 令和8年2月28日

九十九 岡山市北区本町１番１４号ＯＫビル２，３Ｆ 代表取締役 津曲大貴 ㈱Ｏｖｅｒ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0221886 令和2年11月26日 令和8年2月28日

ｓｏｉｒｅｅ 岡山市北区本町２番１３号竹広ビル１Ｆ１０２号 ⻄岡果歩 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220538 令和2年6月2日 令和8年2月28日

Ｐｕｌｐｕｎｔｅ 岡山市北区本町２番１６号小林本町ビル３Ｆ 小林英雅 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220776 令和2年6月23日 令和8年2月28日

ゴールドフィッシュ 岡山市北区本町２番１６号小林本町ビル２Ｆ 230-3933 谷脇厚史 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221464 令和2年10月8日 令和8年2月28日

串どり 岡山市北区本町２番２１号 222-1080 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） 0221889 令和2年11月26日 令和8年2月28日

ラ・シェリ 岡山市北区本町２番２３号錦ビル２Ｆ 223-1470 ⽯岡敏美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220541 令和2年6月2日 令和8年2月28日

ローソン岡山本町店 岡山市北区本町３番６号桃太郎プラザ１F 801-3121 志水俊之 飲食店営業（その他） その他 0220024 令和2年4月30日 令和8年2月28日

岡山餃子製作所 岡山市北区本町３番６号桃太郎プラザ１Ｆ 237-7231 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） 0222673 令和3年2月22日 令和8年2月28日

月のあかり 岡山市北区本町４番３号ＡＲＡＴＡビルＢ1Ｆ 233-0006 堀田澤祐香 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222592 令和3年2月18日 令和8年2月28日

ありがたや 岡山市北区本町４番１８号コア本町ａ北 230-3313 代表取締役 岡田好美 ㈱岡田商運 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0221091 令和2年8月18日 令和8年2月28日

マルキ 岡山駅前店 岡山市北区本町４番２０号ベネフィットホテル岡山ほんまち１Ｆ南側 201-7717 代表取締役 小林司 ㈱ＪＳ商事 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0221496 令和2年10月20日 令和8年2月28日

炭焼き大山鶏とあご出汁おでん ごろ兵衛 岡山市北区本町５番１号重広ビル１F 201-0650 安達政弓 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0221465 令和2年10月8日 令和8年2月28日



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

ＧＬＥＡＭ 岡山店 岡山市北区本町５番４号 238-3204 代表取締役 栗林雅人 ㈱ＡｐｅＸ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0222378 令和3年1月26日 令和8年2月28日

みやび 岡山駅前店 岡山市北区本町５番７号Ｇ-ＫＯＢＡＳＨＩ３Ｆ 225-0729 代表取締役 小林司 株式会社ＪＳ商事 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0220149 令和2年4月21日 令和8年2月28日

旬の魚と串カツ居酒屋 ご馳走屋 岡山駅前店 岡山市北区本町５番１０号岡本ビル３F 224-4488 代表取締役 吉井渉 ㈱シンク 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0221467 令和2年10月8日 令和8年2月28日

個室居酒屋たき火 岡山市北区本町７番１３号１Ｆ 225-0390 代表取締役 小林圭吾 ㈱たき火 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0222928 令和3年3月23日 令和9年2月28日

肉とレモン 岡山市北区本町８番１５号本町プラザ１Ｆ１号 227-2229 安達政弓 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0221466 令和2年10月8日 令和8年2月28日

牛窓加藤水産直送・いとう 岡山市北区本町８番１５号本町プラザ１Ｆ 206-6008 伊藤孝行 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0222920 令和3年3月18日 令和9年2月28日

山人 岡山市北区本町９番１３号池田ビル１Ｆ 代表取締役 永淵里香 ㈱本家⼋方 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0220481 令和2年6月23日 令和8年2月28日

度々 岡山市北区本町９番２０号プティハイム本町２Ｆ 221-0326 山岡憲 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0221606 令和2年11月10日 令和8年2月28日

ＵＮＩＶＥＲＳＥ 岡山市北区本町１０番２６号本町Kビル４Ｆ 岩藤俊佑 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222949 令和3年3月23日 令和9年2月28日

Ｂｌｕｅ Ｒｏｓｅ． 岡山市北区柳町一丁目４番８号ヒカリホールディングスビル１Ｆ１０３号 ⻘井智佐 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221063 令和2年8月11日 令和8年2月28日

Ｂｏｎｎｅ ｃｈａｎｃｅ 岡山市北区柳町一丁目４番８号ヒカリホールディングスビル１Ｆ１０１号 234-3313 代表社員 安部加代子 Ｂｏｎｎｅ ｃｈａｎｃｅ合同会社 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221943 令和2年12月3日 令和8年2月28日

道楽息子 岡山市北区柳町一丁目５番１２号 223-0645 代表取締役 ⻄田健太 ㈱道楽 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0220281 令和2年5月12日 令和8年2月28日

Ｃａｆｅ＆Ｄｉｎｉｎｇ８８ 岡山市北区柳町一丁目８番８号東本柳町ビル２Ｆ 201-1288 代表取締役 横山和弘 ＦＲＥＥＤＯＭ㈱ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0222114 令和2年12月28日 令和8年2月28日

テロワール 岡山市北区柳町一丁目９番１２号パークビル２Ｆ２０１号 232-4255 代表取締役 中原健一 ネッツ商事㈱ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222660 令和3年2月22日 令和8年2月28日

Ｓｅｃｒｅｔ 岡山市北区柳町一丁目９番１３号柳町８８ビル２Ｆ２０１号 髙﨑直人 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221718 令和2年11月12日 令和8年2月28日

Ｓｈｉｓｈａ Ｂａｒ もくもく 岡山市北区柳町一丁目９番１３号柳町８８ビル５Ｆ５０１号 田中初音 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222055 令和2年12月17日 令和8年2月28日

円 岡山市北区柳町一丁目９番１４号柳町３３ビル１Ｆ 206-5528 伊田祐介 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221037 令和2年7月28日 令和8年2月28日

ルピナス 岡山市北区柳町一丁目９番１６号柳町５５ビル３Ｆ３０２号 234-0717 日笠郁子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220150 令和2年4月21日 令和8年2月28日

スナックセバスチャン 岡山市北区柳町一丁目９番１６号柳町５５ビル５Ｆ５０２号 225-3477 ⻘森貴久 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220539 令和2年6月2日 令和8年2月28日

Ｆａｍｉｌｌｅ 岡山市北区柳町一丁目９番１６号柳町５５ビル１Ｆ１０２号 232-2023 浦上典恵 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221178 令和2年9月1日 令和8年2月28日

Ｆｕｌｌ ｍｏｏｎ 岡山市北区柳町一丁目９番１６号柳町５５ビル３Ｆ３０１号 山﨑恵子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221875 令和2年11月24日 令和8年2月28日

Ｌｕｃｅｎｔ 岡山市北区柳町一丁目９番１６号柳町５５ビル３Ｆ３０３号 225-5375 近藤和恵 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222943 令和3年3月25日 令和9年2月28日

コスプレぱらだいす 岡山市北区柳町一丁目９番２０号シティ柳町１Ｆ１０２号 237-0093 岡崎信行 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222734 令和3年3月9日 令和9年2月28日

蒼い月 岡山市北区柳町一丁目９番２２号ＫＴビル１Ｆ 226-0189 帶刀潤 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221108 令和2年8月13日 令和8年2月28日

Ｄｅｍｉ 岡山市北区柳町一丁目１０番２４号プレジデントビル２Ｆ 223-3085 小坂田曜子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220114 令和2年4月14日 令和8年2月28日

のぶこ 岡山市北区柳町一丁目１０番２５号プレジデントビル３F南東号 222-3433 阪⼝信子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221390 令和2年10月1日 令和8年2月28日

はれお 岡山市北区柳町一丁目１３番１５号 ⽯川佳弘 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0221130 令和2年9月8日 令和8年2月28日
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花魁 岡山市北区柳町一丁目１４番３号メディア柳町１Ｆ東側 227-9789 代表取締役 小林昭仁 ㈱Ｉ．Ｃ．Ｇ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220704 令和2年6月16日 令和8年2月28日

ラウンジ凛華 岡山市北区柳町一丁目１４番１１号２F 226-7811 ⻑谷⺠枝 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222215 令和3年1月14日 令和8年2月28日

クラブ スターズ 岡山市北区柳町一丁目１４番１２号⻄川１００ビル４Ｆ 代表取締役 吉村樹 ㈱ソフィア 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220162 令和2年4月21日 令和8年2月28日

紅蘭 岡山市北区柳町一丁目１４番１２号⻄川１００ビル２Ｆ２０３号 松笠裕章 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220622 令和2年6月9日 令和8年2月28日

クラブ麒麟 岡山市北区柳町一丁目１４番１２号⻄川１００ビル８Ｆ 234-0030 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） 0221361 令和2年9月24日 令和8年2月28日

下⻄川町酒場はね⿊ 岡山市北区柳町一丁目１４番１２号⻄川１００ビル１Ｆ 223-2233 代表取締役 花尾和久 ㈱クロジ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0222675 令和3年2月25日 令和8年2月28日

アンドＡＣＴ 岡山市北区柳町一丁目１４番１５号藤井ビル１Ｆテナント 080-9795-0820 平田由香 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222436 令和3年2月16日 令和8年2月28日

アーリ 岡山市北区柳町一丁目１４番１８号ピアワンビル１Ｆ 801-2133 ⻄本由里子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220965 令和2年7月14日 令和8年2月28日

Ｌｏｕｎｇｅ Ｂａｒ ＳＯＲＡ 岡山市北区柳町一丁目１４番１８号ピア１ビル５F 238-2994 代表取締役 三宅脩介 Ｌ．ＧＯ㈱ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221172 令和2年8月27日 令和8年2月28日

ラウンジ桃香 岡山市北区柳町一丁目１４番１８号ピア１ビル２Ｆ２０１号 233-5333 上田愛 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222768 令和3年3月9日 令和9年2月28日

Ｌｏｕｎｇｅ柳樂 岡山市北区柳町一丁目１４番１８号ピア１ビル３Ｆ 柳樂千秋 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222960 令和3年3月25日 令和9年2月28日

Ｌｉｅｂｅ 岡山市北区柳町一丁目１４番１９号コトブキビル２Ｆ北室 片山綾子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222953 令和3年3月25日 令和9年2月28日

陶泉 岡山市北区柳町一丁目１４番２２号松田ビル１Ｆ 横山隆志 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0221041 令和2年7月28日 令和8年2月28日

ＣＬＵＢ ＨＥＲＯ 岡山市北区柳町二丁目２番２号フロム３１ ５F 238-7767 三吉勇也 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221624 令和2年11月5日 令和8年2月28日

隠れ屋ごはん夜いち。 岡山市北区柳町二丁目２番１８号 283-6006 近保薫 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0221113 令和2年9月8日 令和8年2月28日

フィリピン料理店Ｃｒｉｓｐｙ 岡山市北区柳町二丁目３番５号柳町エレガンスビル１Ｆ１０５号 050-8881-0720 安田修一 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0222410 令和3年2月2日 令和8年2月28日

夜食屋 岡山市北区柳町二丁目３番５号柳町エレガンスビル１Ｆ１０１号 221-8242 高橋芳都弥 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0222596 令和3年2月18日 令和8年2月28日

ラウンジＳＨＵＥ 岡山市北区柳町二丁目４番１５号ソシアルイン柳町４Ｆ 221-1288 池田紀恵 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221056 令和2年7月30日 令和8年2月28日

プチ・マーメイド 岡山市北区柳町二丁目４番１５号ソシアルイン柳町６Ｆ６０２号 222-2730 福島由美子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222680 令和3年2月22日 令和8年2月28日

ｆｌａｐ 岡山市北区柳町二丁目５番２３号サンピア柳町１F 201-1862 宇野伸弘 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0222279 令和3年1月14日 令和8年2月28日

Ｂａｒセカンドシンプソン忠左衛門 岡山市北区柳町二丁目６番６号１Ｆ５号 和田忠之 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221947 令和2年12月8日 令和8年2月28日

一途と春 岡山市北区広瀬町３番３号島本ビル１Ｆ 223-3318 代表取締役 山本伸一 ㈱Ｓｏｌａｎａ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0220942 令和2年7月21日 令和8年2月28日

パブリックカウンター 岡山市北区⽯関町５番１１号 238-3188 代表取締役 打谷直樹 カタマラン㈱ 飲食店営業（その他） そうざい調理店 0221355 令和2年9月29日 令和8年2月28日

ｋｏｅ ｐｉｚｚａ ｏｋａｙａｍａ 岡山市北区⽯関町７番 代表取締役社⻑ 立花隆央 ㈱ストライプインターナショナル 飲食店営業（その他） その他 3122800 令和2年4月9日 令和8年2月28日

福岡醤油ギャラリー 岡山市北区弓之町１７番３５号 代表理事 ⽯川康晴 公益財団法人⽯川文化振興財団 飲食店営業（その他） その他 0222857 令和3年3月30日 令和9年2月28日

ジービーズカフェ 岡山市北区南方五丁目６番４号南方新納ビル１F 谷⼝晃一 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0220398 令和2年5月19日 令和8年2月28日

辰杏珠 ｓｉｎ ａｎ ｊｕ 岡山市北区下⽯井一丁目２番１号イオンモール岡山１Ｆ１０４２区画 230-3007 代表取締役 百富進 ㈱まる 飲食店営業（その他） その他 0220619 令和2年6月9日 令和8年2月28日



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

ローソン岡山浜三丁目店 岡山市中区浜三丁目３番２３号 270-6620 坪井啓明 飲食店営業（その他） その他 0222851 令和3年3月11日 令和8年3月31日

セブン−イレブン岡山原尾島１丁目店 岡山市中区原尾島一丁目５番４８号 272-8717 山内重臣 飲食店営業（その他） その他 0221203 令和2年9月15日 令和8年3月31日

楽家優志 岡山市中区原尾島三丁目８番５３号ＹＳＤ第３ビル１Ｆ 山﨑優魅 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0220207 令和2年4月30日 令和8年3月31日

ＶʼｓＣａｆｅ東岡山店 岡山市中区下４９２番地１パチンコバージン東岡山店内 278-9555 代表取締役 松田高志 ㈱Ｖシステム 飲食店営業（その他） その他 0220744 令和2年6月30日 令和8年3月31日

ローソン岡山⻑利店 岡山市中区⻑利２４５番地２ 279-1577 三宅司 飲食店営業（その他） その他 0222661 令和3年2月25日 令和8年3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 飲食店営業（その他） その他 0220493 令和2年6月18日 令和8年4月30日

Ｒａｉｎｂｏｗ Ｊｕｉｃｅ ７８５ 岡山市東区中川町３１６番地１３エストメゾンｆｉｅｒ１F店舗１ 末永友里 飲食店営業（その他） その他 0221341 令和2年9月29日 令和8年4月30日

ＡＱＵＡ 岡山市東区益野町３５番地３山川ビル１Ｆ 樋⼝世津子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220051 令和2年4月9日 令和7年4月30日

ｉｓｈ ｄｉｓｈ 岡山市東区広谷４７４番地１８ 瀬川章人 飲食店営業（その他） その他 0221519 令和2年10月22日 令和8年4月30日

ナルキッソス 岡山市東区松新町２０８番地４-２０８ビル１Ｆ１０５号 山崎達史 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220427 令和2年5月19日 令和8年4月30日

華 岡山市東区⻄大寺中三丁目６番１０号 谷本芳枝 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222674 令和3年3月2日 令和8年4月30日

ローソン岡山⾦岡⻄町店 岡山市東区⾦岡⻄町６３９番地１ 942-5777 河原信英 飲食店営業（その他） その他 0222860 令和3年3月25日 令和8年4月30日

ありせ（有声） 岡山市東区⻄大寺浜５８９番地２ 942-3700 ⻄本利加 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222911 令和3年3月16日 令和8年4月30日

ローソン岡山⻄大寺浜店 岡山市東区⻄大寺浜６２８番地１ 944-6422 舟木哲也 飲食店営業（その他） その他 0222874 令和3年3月16日 令和8年4月30日

３８カフェ 岡山市北区上中野一丁目２番２２号 臼井強 飲食店営業（その他） その他 0222784 令和3年3月11日 令和8年5月31日

海女小屋貝マニア 岡山市北区下中野３４４番地１０１シャローム下中野川⼝第２ビル１Ｆ東 246-3520 魚住麻恵 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0220794 令和2年6月25日 令和8年5月31日

から丸岡山下中野店 岡山市北区下中野４６５番地４ 239-5021 代表取締役 鶴原和行 ㈱ＮＢＦ 飲食店営業（その他） その他 0221996 令和2年12月10日 令和8年5月31日

ＨＡＲＵ ＨＡＲＵ 岡山市北区新屋敷町三丁目１９番１２号塚本マンション１Ｆ 250-0580 代表取締役 ⾦村明 ㈱クオリス 飲食店営業（その他） その他 0221680 令和2年11月10日 令和8年5月31日

ファミリーマート野田一丁目店 岡山市北区野田一丁目１０番２号 ⻄嵜精伸 飲食店営業（その他） その他 3122929 令和2年4月30日 令和7年5月31日

ファミリーマート東古松中央店 岡山市北区東古松４９４番１号 235-2325 代表取締役 ⽯原光敏 ㈲ＮＥＸＴ ＶＩＳＩＯＮ 飲食店営業（その他） その他 0220896 令和2年7月28日 令和8年5月31日

我流たつみ 岡山市北区東島田町一丁目６番５号第二フジイビル１Ｆ 227-3308 佐藤龍二 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0220799 令和2年7月2日 令和8年5月31日

ファミリーマート岡山東島田店 岡山市北区東島田町一丁目７番１７号 801-7520 代表取締役 森下和彦 ㈱ＫＭＳ 飲食店営業（その他） その他 0220717 令和2年6月23日 令和8年5月31日

キッチンバー千鳥 岡山市北区厚生町二丁目２番１４号サンハイム厚生町１Ｆ１０４号 松本司 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0222374 令和3年1月21日 令和8年5月31日

鉄板焼 諭吉 岡山市北区大供一丁目３番１５号内田ビル１Ｆ ⽯田艶子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0220425 令和2年5月19日 令和7年5月31日

セブン−イレブン岡山⿅田町２丁目店 岡山市北区⿅田町二丁目２番５号 221-3388 代表取締役 羽原巧治 フェザーフィールド㈱ 飲食店営業（その他） その他 0222466 令和3年2月18日 令和8年5月31日

ローソン岡大病院店 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 飲食店営業（その他） その他 0220003 令和2年4月23日 令和7年5月31日

すてら 岡山市北区⻘江一丁目１３番４６号 226-3747 甲〆美千代 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0220282 令和2年5月12日 令和7年5月31日



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

岡山正宗骨里香 岡山市北区清輝橋一丁目６番１５号 080-3052-6668 加藤勝美 飲食店営業（その他） そうざい調理店 0222820 令和3年3月9日 令和8年5月31日

Ｅｉｎʼｓ 岡山市北区清輝橋二丁目１番７号ハイデルベルグビル１Ｆ 佐々木肇 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220306 令和2年5月12日 令和7年5月31日

ちゅらＳＵＮ 岡山市北区奥田一丁目１番３号アベニュー奥田１Ｆ１０２号 221-5251 今吉博 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0221716 令和2年11月11日 令和8年5月31日

おばんざいと一品と出前定食酒場にこ家 岡山市北区奥田一丁目１番６号第３国際コーポ１Ｆ１０３号 225-0215 代表取締役 坪倉秀行 ㈱ヴィクトワール 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0222919 令和3年3月18日 令和8年5月31日

保 岡山市北区中山下一丁目７番２３号 206-1285 三浦清香 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0221049 令和2年8月4日 令和8年6月30日

孝蔵 岡山店 岡山市北区中山下一丁目８番１号ロイヤルコーポ２Ｆ 代表取締役 桝⼝諒太 ガイナロードサービス㈱ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0221117 令和2年8月25日 令和8年6月30日

シャンパンバー・ピノ 岡山市北区中山下一丁目１０番１０２号２F 代表取締役 中野操 ㈲ピノフードサービス 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220454 令和2年5月26日 令和7年6月30日

麺酒一照庵岡山本店 岡山市北区中山下二丁目１番２１号中山下２１ビル１Ｆ１０１号 206-7539 代表取締役 大野浩史 ㈱いちてらす 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0222727 令和3年3月4日 令和8年6月30日

中山下テラス 岡山市北区中山下二丁目１番５５号５Ｆ 代表取締役 小倉康平 ㈱バズクリエーション 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220121 令和2年4月23日 令和7年6月30日

和風居酒屋わらじや 岡山市北区中山下二丁目２番２２号 206-7333 藤原猛光 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0220993 令和2年7月16日 令和8年6月30日

餃子酒場がや 岡山市北区中山下二丁目２番８３号 代表取締役 ⿊⽯靖 ㈱靖幸 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0220330 令和2年5月19日 令和7年6月30日

トランスパランス 岡山市北区中山下二丁目３番４８号中山下ホワイトビル２Ｆ 岡馬雅美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221896 令和2年12月1日 令和8年6月30日

ＲＥＲＯＯＭ 岡山市北区中山下二丁目３番４９号中村第一ビル３Ｆ北 代表取締役 ⾦村明 ㈱クオリス 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221463 令和2年10月13日 令和8年6月30日

スナック⾦魚 岡山市北区中山下二丁目３番４９号中村第一ビル３Ｆ南 代表取締役 近藤雅也 ㈱Ｏｎｅ Ｅｉｇｈｔ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221475 令和2年10月13日 令和8年6月30日

さゝや 岡山市北区中央町１番１号由良ビル１Ｆ 232-7115 笹木龍二 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0220809 令和2年6月25日 令和7年6月30日

⾦太郎 岡山市北区中央町１番１３号カレント壱番館８Ｆ８０１号 尾﨑敏子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220456 令和2年5月21日 令和7年6月30日

Ｒｏｓｅｙ 岡山市北区中央町１番１３号カレント壱番館８Ｆ８０２号 225-3779 藤原正之 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220518 令和2年5月28日 令和7年6月30日

ハーラン 岡山市北区中央町１番１３号カレント壱番館６Ｆ６０４号 233-0234 代表取締役 宮本滋代 ㈱祥 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220625 令和2年6月9日 令和7年6月30日

ＱｕｅＳｅｒａ−ケセラ− 岡山市北区中央町１番１３号カレント壱番館７F７０１号 223-0025 加藤真由美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220913 令和2年7月9日 令和8年6月30日

ラウンジ ハーラン アネックス 岡山市北区中央町１番１３号カレント壱番館６Ｆ６０１号 233-0234 代表取締役 宮本滋代 ㈱祥 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220917 令和2年7月9日 令和8年6月30日

Ｔｓｕｋｉ 岡山市北区中央町１番１３号カレント壱番館３Ｆ３０４号 中川桃華 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221941 令和2年12月3日 令和8年6月30日

スナックＮｏｅｌ 岡山市北区中央町１番１３号カレント壱番館３Ｆ３０１号 末房祐紀 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222561 令和3年2月16日 令和8年6月30日

Ｂａｒ Ｇｌｏｒｉａ 岡山市北区中央町１番１４号センターパレ１F１０１号 235-0011 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） 0221093 令和2年8月27日 令和8年6月30日

パッション 岡山市北区中央町１番１７号風見鶏の館１Ｆ１号 222-8020 ⽯岡浩己 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220438 令和2年5月19日 令和7年6月30日

５ｆｉｖｅ 岡山市北区中央町１番１２４号風見鶏の館２Ｆ４号 久保田友佳 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220881 令和2年7月9日 令和8年6月30日

Ｔｓｕｋｕｓｈｉ 岡山市北区中央町２番２号雪絵ビル３Ｆ３０１号 牧野将大 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220866 令和2年7月9日 令和8年6月30日

どんぐりここころ 岡山市北区中央町２番２号雪絵ビル５Ｆ５０３号 代表取締役 福永涼人 ㈱ＦＵＫＵ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221112 令和2年8月13日 令和8年6月30日
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ぎょうざ家 岡山市北区中央町２番３号 代表社員 ⽯上昌弘 合同会社ＳＴＯＮＥ ＵＰ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0221477 令和2年10月15日 令和8年6月30日

ｃｈａ− 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル３Ｆ３０７号 232-8383 三宅恵利子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220014 令和2年4月2日 令和7年6月30日

アプラン 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル６F６０８号 230-1728 髙國奈恵 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220270 令和2年5月12日 令和7年6月30日

ＣＬＵＢ ＤＯＬＣＥ 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル８Ｆ８０４号 234-2678 今川湧太 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220480 令和2年5月28日 令和7年6月30日

アピール 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル４Ｆ４０６号 232-8822 原田美紀 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220639 令和2年6月23日 令和7年6月30日

マチュア 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル６Ｆ６１０号 801-9171 山本勝晃 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220655 令和2年6月11日 令和7年6月30日

ＢＡＲ Ｘｒｏｓｓ 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル６Ｆ６０２号 國松一也 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221594 令和2年10月29日 令和8年6月30日

ＧＲＡＣＥ 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル７Ｆ７０２号 233-7700 箭内まゆ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221869 令和2年11月24日 令和8年6月30日

ＢＡＲ ＦＡＥＭ 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル６Ｆ６０５号 中野優 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222668 令和3年2月22日 令和8年6月30日

ラウンジ エル 岡山市北区中央町２番１４号中央２０ビル２Ｆ２０１号・２０７号 223-7855 山本達也 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222959 令和3年3月25日 令和8年6月30日

千景 岡山市北区中央町２番１９号グランデ岡山４Ｆ４０２号 227-9375 植村律子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220836 令和2年6月30日 令和7年6月30日

ムーランルージュ 岡山市北区中央町２番１９号グランデ岡山２F２０２号 ⽯川雅夕美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221097 令和2年8月6日 令和8年6月30日

Ｃｌｏｖｅｒ Ｃａｆｅ 岡山市北区中央町２番２６号 塚原郷 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220791 令和2年6月25日 令和7年6月30日

もみじ 岡山市北区中央町３番３０号クリスタルビル１Ｆ１０１号 谷⼝雅美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122766 令和2年4月9日 令和7年6月30日

ＣＬＵＢ ＵＮＩＴＹ 岡山市北区中央町３番３０号クリスタルビル２Ｆ 234-0234 中島利浩 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221993 令和2年12月8日 令和8年6月30日

ｑｕａｒｔｅｔ 岡山市北区中央町３番３０号クリスタルビル５F５０１号 207-2833 小林摩莉 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222412 令和3年1月28日 令和8年6月30日

Ｒｅｃｅｐｔｉｏｎ 岡山市北区中央町３番３０号クリスタルビル４Ｆ４０１号 髙藏新一 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222948 令和3年3月23日 令和8年6月30日

アミューズ 岡山市北区中央町３番３３号社交ビル４Ｆ４０５号 222-1175 牧山善愛 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220348 令和2年5月26日 令和7年6月30日

Ｌａｄｙʼｓ Ｃｌｕｂ Ｍ 岡山市北区中央町３番３３号社交ビル３Ｆ３０６号 岩井麻弥 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222389 令和3年1月26日 令和8年6月30日

ｔｏｒａｎ 岡山市北区中央町３番３３号社交ビル５Ｆ 近藤⻁之介 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222735 令和3年3月16日 令和8年6月30日

Ｂｅｂｅ 岡山市北区中央町３番３５号クリスタルハイツ２Ｆ２１６号 高生理未 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220642 令和2年6月11日 令和7年6月30日

クラブソレイユ 岡山市北区中央町３番３５号クリスタルハイツ２F２１５号 山⼝大希 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222014 令和2年12月10日 令和8年6月30日

ｃｌｕｂ Ｆｌｅｕｒ 岡山市北区中央町３番３６号 238-6169 代表取締役 小林公太 Ａｔｌａｓ Ｊａｐａｎ㈱ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220590 令和2年6月11日 令和7年6月30日

Ｍｉｎｔｙ 岡山市北区中央町３番３７号中央第５ビル３Ｆ３０４号 内藤理絵 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221081 令和2年8月4日 令和8年6月30日

香蘭 岡山市北区中央町３番４１号ニューセントラルプラザ５Ｆ５０５号 山本達也 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222958 令和3年3月25日 令和8年6月30日

ＣＲＥＡ 岡山市北区中央町４番３号ニューインタービル６Ｆ６０１号 222-3842 代表取締役 岡本美柚 ＧＲＡＮ ＣＲＥＡ㈱ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220062 令和2年4月14日 令和7年6月30日

ＬＯＵＮＧＥ ＢＡＲ ＳＥＮＳＥ 岡山市北区中央町４番３号ニューインタービル４Ｆ４０２号 代表取締役 佐藤洋彰 ㈱ＦＯＲＥＳ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220589 令和2年6月4日 令和7年6月30日



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

Ｃａｒｉｎａ 岡山市北区中央町４番３号ニューインタービル１Ｆ１０２号 201-0004 牧野智佳 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221247 令和2年9月10日 令和8年6月30日

ＭＡＨＯ堂 岡山市北区中央町４番３号ニューインタービル２Ｆ２０２号 原愛優美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221607 令和2年11月10日 令和8年6月30日

はやし 岡山市北区中央町４番５号中央町プラザ３Ｆ３０３号 233-0028 代表取締役 林⻯太朗 ㈱考 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122959 令和2年4月2日 令和7年6月30日

ＲＡＯ 岡山市北区中央町４番５号中央町プラザ４Ｆ４０３号 曽我由香里 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222904 令和3年3月18日 令和8年6月30日

BARCODE 岡山市北区中央町４番６号サントリープラザ１Ｆ１０５号 232-3666 真子卓也 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122960 令和2年4月14日 令和7年6月30日

Ｌｉｌｙｓ 岡山市北区中央町４番６号サントリープラザ１F１０６号 233-2002 三宅未来 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220036 令和2年4月9日 令和7年6月30日

Lｉｎｋ 岡山市北区中央町４番７号エミーナビル５Ｆ５０３号 宮脇翔 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220123 令和2年4月14日 令和7年6月30日

Ｉｒｉｓ 岡山市北区中央町４番７号エミーナビル６F６０２号 小松原麻衣 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221044 令和2年7月28日 令和8年6月30日

ナミックス 岡山市北区中央町４番７号エミーナビル５Ｆ５０２号 238-7977 岡幹夫 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222105 令和2年12月22日 令和8年6月30日

Ｒｅｉ 岡山市北区中央町４番７号エミーナビル４F４０２号 233-5355 原美沙 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222232 令和3年1月19日 令和8年6月30日

ＬａＬｕｃｅ 岡山市北区中央町４番１０号イモトビル４Ｆ４０２、４０３、４０４号室 227-5880 藤井ちか 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220216 令和2年4月28日 令和7年6月30日

ラウンジＳａｌｕｔ 岡山市北区中央町４番１０号イモトビル４Ｆ４０５号 藤原政則 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220613 令和2年6月11日 令和7年6月30日

Pｅａｒ 岡山市北区中央町４番１０号イモトビル４F４０９号 夏山梨花 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221110 令和2年8月18日 令和8年6月30日

ｃｌｕｂ 華 岡山市北区中央町４番１０号イモトビル３F３０６号 221-5335 松田悠佳 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221870 令和2年11月24日 令和8年6月30日

おし花 岡山市北区中央町４番１０号イモトビル３Ｆ３１０号 225-6660 原⼝幸恵 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222216 令和3年1月12日 令和8年6月30日

Ａｒｅａ Ｔｈｉｒｔｅｅｎ 岡山市北区中央町４番１０号第１井元ビル１Ｆ１０４号 伊佐真子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222667 令和3年2月22日 令和8年6月30日

じじばば 岡山市北区中央町４番１４号中央町第２ファミリービル４Ｆ４０２号 233-4330 島田優子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220376 令和2年5月19日 令和7年6月30日

香 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 チョウセイ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221946 令和2年12月24日 令和8年6月30日

ＳＡＳＹＡ 岡山市北区中央町４番２３−３号サルーテ中央町１Ｆ１０１号 223-0056 取締役 谷⼝正直 ㈱ＳＮＧ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 3122949 令和2年4月23日 令和7年6月30日

Ｌｏｕｎｇｅ Ｒｉｎ 岡山市北区中央町４番２３−３号サルーテ中央町４F⻄ 226-6688 森拓也 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220050 令和2年4月14日 令和7年6月30日

ＣＬＵＢ 薔蘭 岡山市北区中央町４番２３−３号サルーテ中央町２Ｆ、３Ｆ 206-1233 代表取締役 臼井強 ㈱Ｊａｃｋ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221533 令和2年11月19日 令和8年6月30日

アズリナ 岡山市北区中央町４番２４号ケイアイビル２F 230-2699 木村進作 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0221080 令和2年8月6日 令和8年6月30日

ＺＥＡＬ 岡山市北区中央町４番２４号ケイアイビル３Ｆ３０２号 逸見有希 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221885 令和2年11月26日 令和8年6月30日

ｈａｎｇｏｖｅｒ 岡山市北区中央町４番２７号パークサイドプラザ３Ｆ３０２号 古泉寛聡 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220796 令和2年6月25日 令和7年6月30日

ＤＩＡＶＥＬ 岡山市北区中央町４番２７号パークサイドプラザビル４Ｆ４０１号 223-4000 代表取締役 浅海俊明 ㈱オフィス浅海 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221085 令和2年8月3日 令和8年6月30日

まりおねっと 岡山市北区中央町４番２７号パークサイドプラザ３Ｆ３０３号 橘貴代子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222602 令和3年2月18日 令和8年6月30日

大連 岡山市北区中央町６番１１号ＫＴ８８ビル４Ｆ４０２号 鄒本楠 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222733 令和3年3月4日 令和8年6月30日



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

Ａｆｔｅｒ Ｔｈｅ Ｏｎｅ 岡山市北区中央町６番１８号レインボープラザＢ１Ｆ 224-2236 代表取締役 肖湘萍 ㈲エルニド 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0221534 令和2年10月20日 令和8年6月30日

ラウンジ Ｋｅｌｌｙ 岡山市北区中央町６番２０号中央コーポ１Ｆ 大地家ちえり 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220040 令和2年4月9日 令和7年6月30日

ラウンジ一条 岡山市北区中央町６番２２号中央町ヒルズ３Ｆ３０２号 221-1616 代表取締役 山⼝貴子 ㈱一条 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220157 令和2年4月17日 令和7年6月30日

ＬＯＵＮＧＥ Ｏ 岡山市北区中央町６番２２号中央町ヒルズ１F１０２号 232-1222 代表取締役 ⻄井久美子 ㈱ＷＡ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221537 令和2年10月20日 令和8年6月30日

カルミア 岡山市北区中央町６番２２号中央町ヒルズ２F２０１号 佐藤潤 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222371 令和3年1月21日 令和8年6月30日

Ｌｉｂｒｅ 岡山市北区中央町６番２６号タイムビル２F２０５号 久富裕之 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221151 令和2年9月1日 令和8年6月30日

Ｄａｒｔｓ Ｂａｒ ８ｍｉｌｅ 岡山市北区中央町６番２６号タイムビル４Ｆ４０２号 953-4008 ⻄原尚弥 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222054 令和2年12月15日 令和8年6月30日

Ａｎｇｅ 岡山市北区中央町７番１号Ｋ＆Ｋビル２Ｆ２０２号 227-5310 堀田澤彬仙 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220795 令和2年6月25日 令和7年6月30日

旬彩酒処 貴しん 岡山市北区中央町７番６−２号サンシスビル１Ｆ 227-1024 代表取締役 新居里美 ㈱Ｈ．Ｏ．Ｂ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0222623 令和3年2月25日 令和8年6月30日

旬彩酒処 貴しん 岡山市北区中央町７番６号２サンシスビル１F 227-1024 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） 0221299 令和2年9月17日 令和8年6月30日

Ｓｎａｃｋ ゆか 岡山市北区中央町７番７号中央町ファミリービル６F６０２号 222-2050 冨永有加里 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221623 令和2年11月5日 令和8年6月30日

ＢＡＲ ＲＯＺＥ 岡山市北区中央町７番１０号中央町第２パラダイス１Ｆ 内藤理絵 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221711 令和2年11月10日 令和8年6月30日

Ｓｗａｎ 岡山市北区中央町７番１３号赤松１５ビル３Ｆ３０１号 代表社員 入船淳一 合同会社ｙｏｕｔｈ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221061 令和2年7月30日 令和8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 代表取締役 池田佳隆 ㈱Ｃｅｐａｇｅ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221639 令和2年11月10日 令和8年6月30日

Ａｆｔｅｒ ｂａｒ アサマデ 岡山市北区中央町７番１３号アカマツ１５ビル３Ｆ 足森雅哉 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222856 令和3年3月18日 令和8年6月30日

ＹＥＬＬ 岡山市北区中央町７番１３号赤松１５ビル８Ｆ 代表社員 入船淳一 合同会社ＹＯＵＴＨ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222903 令和3年3月16日 令和8年6月30日

Ｂｉａｎｃａ−ｃｏｌｏｒｉｎｇ− 岡山市北区中央町７番２４号セントラルプラザ４Ｆ４０５号 231-3636 久保田智生 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220022 令和2年4月7日 令和7年6月30日

ＫｒｅＢＡＲ 岡山市北区中央町７番２４号セントラルプラザ５F５０１号 杉山裕也 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220623 令和2年6月9日 令和7年6月30日

Ａｍｕｓｅｍｅｎｔ Ｂａｒ ＨｏｄｏＨｏｄｏ 岡山市北区中央町７番２４号セントラルプラザ２Ｆ２０８号 坂本祐紀 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221422 令和2年10月8日 令和8年6月30日

ｖｉｖａｎｔｅ 岡山市北区中央町７番２４号セントラルプラザ３Ｆ３０９号 ⻘木和湖 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221575 令和2年10月27日 令和8年6月30日

ＮＥＸＴＥ 岡山市北区中央町７番２４号セントラルプラザビル３Ｆ３０１号 ⽯森将⺒ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221598 令和2年10月29日 令和8年6月30日

ＰｏｋｅｒＨｏｕｓｅ ＭｕｌｔｉＷａｙ 岡山市北区中央町７番２４号ＣＥＮＴＲＡＬＰＬＡＺＡ２Ｆ２０５号 坂本祐紀 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222782 令和3年3月9日 令和8年6月30日

スナック馬 岡山市北区中央町７番２５号タワービル３F 232-7301 糸田幸子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220226 令和2年4月28日 令和7年6月30日

Dｒｕｋ 岡山市北区中央町８番３号セントラルハイツ１Ｆ１０１号 234-6107 早瀬由希 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222548 令和3年3月4日 令和8年6月30日

天天中華居酒屋 岡山市北区中央町８番１０号 238-3250 代表取締役 史俊耀 ＯＢＤＲｅｓｏｕｒｃｅ電子㈱ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0220764 令和2年6月23日 令和7年6月30日

ｅｎｂｌｉｓｓ 岡山市北区中央町８番１６号岡山銀の館４Ｆ４０５号 清水麻美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221349 令和2年9月29日 令和8年6月30日

ジェラシー 岡山市北区中央町９番２号パラダイス中央町ビル３Ｆ 水河健二郎 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221196 令和2年9月3日 令和8年6月30日



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

ＬＵＡＵ 岡山市北区中央町９番１０号ＴＭ２２ビル４Ｆ４０５号 佐藤隼人 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221573 令和2年10月29日 令和8年6月30日

紅 岡山市北区中央町９番１０号TM−２２ビル３Ｆ３０２号 木村実 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222028 令和2年12月17日 令和8年6月30日

ｌｏｕｎｇｅ ｓｈｅｌｌｅｒ 岡山市北区中央町９番１０号ＴＭ２２ビル２Ｆ２０１号・２０２号 末田絵理華 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222506 令和3年2月9日 令和8年6月30日

ＢＡＲ ＧＲＯＷＩＮＧ 岡山市北区田町一丁目２番２８号エクセルメゾン田町２Ｆ 江本昌浩 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222935 令和3年3月23日 令和8年6月30日

よんかいのおみせ 岡山市北区田町一丁目７番２４号ニュー田町ビル４Ｆ 737-4597 代表社員 阪田雄平 合同会社村のマスコット 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0220575 令和2年6月4日 令和7年6月30日

ＫＪ´ｓ Ｂａｒ ＦＲＥＡＫ 岡山市北区田町一丁目７番２４号ニュー田町ビル５Ｆ 897-4530 代表社員 阪田雄平 合同会社村のマスコット 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220918 令和2年7月14日 令和8年6月30日

よりしま多幸半 岡山市北区田町一丁目８番６号 山田洋一 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0220309 令和2年5月26日 令和7年6月30日

御豆処 〼 岡山市北区田町一丁目１２番２号 代表取締役 増田亮治 ㈱増田豆富店 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0220059 令和2年4月9日 令和7年6月30日

ｓｏｂａ ｂａｒ水谷 岡山市北区田町一丁目１２番４号 206-6727 代表取締役 水谷光春 ㈱水谷 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0221538 令和2年10月22日 令和8年6月30日

バンカラ ＥＩ−ｇ 岡山市北区田町一丁目１２番８号 ⻑尾英治 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0221129 令和2年8月18日 令和8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 藤原一政 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220286 令和2年5月19日 令和7年6月30日

ＢＲＯＴＨＥＲ 岡山市北区田町二丁目５番７号ストーク２１ビル５Ｆ 234-7007 赤木寛嗣 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220747 令和2年7月2日 令和8年6月30日

竹ちゃん 岡山市北区田町二丁目５番７号ストーク２１ビル２F東 代表社員 竹原央 福⾦海産業合同会社 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221089 令和2年8月4日 令和8年6月30日

バンブー 岡山市北区田町二丁目５番７号ストーク２１ビル１０Ｆ 代表取締役 竹原央 ｍｅｕ ｃｏｍｐａｎｙ㈱ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221090 令和2年8月4日 令和8年6月30日

Ｓ２ｂａｒ 岡山市北区田町二丁目５番７号ストーク２１ ２Ｆ東 王嘉楠 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222152 令和3年1月26日 令和8年6月30日

ＮＥＷ桃太郎 岡山市北区田町二丁目５番１７号２Ｆ、３Ｆ、４Ｆ（４０２号） 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） 0220466 令和2年5月26日 令和7年6月30日

スナックさくら 岡山市北区田町二丁目６番５号サンシャインビル３Ｆ３０１号 227-4500 山本伸一 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220208 令和2年4月23日 令和7年6月30日

スナック 久美 岡山市北区田町二丁目６番５号サンシャインプラザ１Ｆ 231-4026 綱嶋千恵子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220659 令和2年6月16日 令和7年6月30日

かみふうせん 岡山市北区田町二丁目６番５号サンシャインプラザ５Ｆ５０２号 内藤高子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221026 令和2年7月28日 令和8年6月30日

Ｌｕｎａ Ｉｒｉｓ 岡山市北区田町二丁目７番６号エミネント田町１Ｆ１０３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） 0220063 令和2年4月9日 令和7年6月30日

のん 岡山市北区田町二丁目７番６号エミネント田町２Ｆ２０３号 234-3717 丹原伸枝 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220638 令和2年6月23日 令和7年6月30日

ｓｎａｃｋ ｅｌｆ 岡山市北区田町二丁目７番６号エミネント田町３Ｆ３０２号 222-7177 山下由美子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222387 令和3年1月26日 令和8年6月30日

ひふみ・よい 岡山市北区田町二丁目８番３号 238-8808 山村香代子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220313 令和2年5月19日 令和7年6月30日

Ｃｌｕｂ ＲＯＹＡＬ 岡山市北区田町二丁目９番７号リーセイントビル１Ｆ 眞山凌 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221429 令和2年10月13日 令和8年6月30日

クラブ エスグランド 岡山市北区田町二丁目９番１０号シャトーヤナギ２Ｆ 代表取締役 三村隆行 ㈱ステラプラス 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222902 令和3年3月18日 令和8年6月30日

ｅｍｅｒａｕｄｅ 岡山市北区田町二丁目１０番１３号ステム大同ビル５Ｆ５０１号 安井己加 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220852 令和2年7月2日 令和8年6月30日

ラウンジＦｕｋｕ 岡山市北区田町二丁目１０番１３号ステム大同ビル５Ｆ５０１号 224-0057 北條香織 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221087 令和2年8月4日 令和8年6月30日



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

ドマーニ 岡山市北区田町二丁目１１番１号パラダイス田町４Ｆ４０２号 232-2566 ⻘木英子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220377 令和2年5月19日 令和7年6月30日

Ｂｏｎｎｅ ｃｈａｎｃｅ 岡山市北区田町二丁目１２番２２号アスパイア参番館８Ｆ８０１号 234-3313 安部幸代 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221423 令和2年10月6日 令和8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４F４０２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） 0222202 令和3年2月2日 令和8年6月30日

千 岡山市北区田町二丁目１２番２２号アスパイア参番館３Ｆ３０４号 225-2636 森千章 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222728 令和3年3月9日 令和8年6月30日

Ｓｈｏｗ Ｈｏｕｓｅ Ｔｈｅ Ｕｎｉｖｅｒｓｅ 岡山市北区田町二丁目１２番２５号２Ｆ 212-1716 代表取締役 月野木淳一 ㈱ＤＰＴＶ−ＨＤ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221173 令和2年9月1日 令和8年6月30日

ショーハウス紫苑ジョイ 岡山市北区田町二丁目１２番２５号３F 226-6711 代表取締役 寺坂浩 ㈱日美企画岡山 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221208 令和2年9月8日 令和8年6月30日

杜季 岡山市北区田町二丁目１３番１号ＳＷＩＳＳ⻄川２Ｆ２Ａ号 206-5119 代表取締役 杜佳銘 ㈱杜商会 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222695 令和3年3月2日 令和8年6月30日

Ｐｕｒｅ 岡山市北区田町二丁目１３番１０号岡田ビル１Ｆ１０３号 224-3677 赤嶺智恵 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221391 令和2年10月1日 令和8年6月30日

春よし 岡山市北区田町二丁目１４番１１号シャンティ田町ビル１Ｆ 238-9292 代表取締役 永吉友幸 ㈱ソルーナ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0220992 令和2年7月28日 令和8年6月30日

ダイニングバーＤＡＮ² 岡山市北区田町二丁目１４番２０号 橋本和宏 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0220817 令和2年6月30日 令和7年6月30日

小橋⾦造商店 岡山市北区磨屋町１番５号 221-1136 小橋一誠 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0220210 令和2年4月28日 令和7年6月30日

おさけとごはん イワコヤ 岡山市北区磨屋町１番１７号神谷ビル１Ｆ１０３号 岩田恵利 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0220621 令和2年6月25日 令和7年6月30日

Ｃａｆｅ ＣＯＣＹＯ×２ 岡山市北区磨屋町２番９号ニュー柳川ビル１Ｆ 201-7157 内野雅幸 飲食店営業（その他） その他 3122673 令和2年6月18日 令和7年6月30日

炭焼酒場はる 岡山市北区磨屋町６番２３号磨屋町ビル１Ｆ 953-4210 春川靖典 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0222794 令和3年3月18日 令和8年6月30日

バー ルードボーイ 岡山市北区磨屋町７番５号ファミリービル２Ｆ２０１号 柴田昌洋 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222306 令和3年1月19日 令和8年6月30日

ＭＯＡＮＡ 岡山市北区磨屋町７番７号江⼝磨屋町プラザ４Ｆ 岩藤俊佑 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220710 令和2年6月18日 令和7年6月30日

芽楼 岡山市北区磨屋町７番２６号ＢＭビル２F・３F 代表取締役 三宅脩介 Ｌ．ＧＯ㈱ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0221352 令和2年9月24日 令和8年6月30日

ザカルネ 岡山市北区磨屋町７番２６号１Ｆ 206-1929 芳賀宣文 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0221936 令和2年12月3日 令和8年6月30日

幸市 岡山市北区磨屋町１０番３号ダイヤビル２Ｆ東 234-8680 代表取締役 巖渕幸一 ㈲ＳＩＫ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0221057 令和2年8月20日 令和8年6月30日

爺や 岡山市北区磨屋町１０番１２号交通オアシスビル１Ｆ 222-7758 代表取締役 岡﨑真悟 ㈱ホーミイダイニング 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0221577 令和2年10月29日 令和8年6月30日

ぷらっと 岡山店 岡山市北区平和町５番２５号トミヤビル１F 230-3421 代表取締役 栗林雅人 ㈱ＡｐｅＸ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0222377 令和3年1月26日 令和8年6月30日

炭火焼鳥京 岡山市北区平和町５番２６号 221-0070 安藤史美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（焼き鳥） 0221462 令和2年10月15日 令和8年6月30日

ＡＶＡＬＯＮ 岡山市北区平和町６番４号グリーンビル４Ｆ４０２号 206-1355 岡嵜彰 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220001 令和2年4月2日 令和7年6月30日

エンジェルブレス 岡山市北区平和町６番４号平和町グリーンビル６Ｆ 小泉真由美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220038 令和2年4月7日 令和7年6月30日

季月。 岡山市北区平和町６番４号グリーンビル３Ｆ３０２号 寺本季代 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220442 令和2年5月21日 令和7年6月30日

Ｂｅｌｉｎｄａ 岡山市北区平和町６番４号グリーンビル５Ｆ北 235-0873 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） 0220588 令和2年6月4日 令和7年6月30日

アニアニ６２２ 岡山市北区平和町６番４号グリーンビル５Ｆ北 206-5290 渡邊陽介 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221641 令和2年11月5日 令和8年6月30日



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

魚マニア 岡山市北区平和町６番２８号 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） 0221424 令和2年10月6日 令和8年6月30日

ガジュマル 岡山市北区平和町７番１８号岡本ビル１Ｆ 230-2285 ⼋代好彦 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0221845 令和2年11月17日 令和8年6月30日

ＳＨＯＴ ＢＡＲ Ｎｏ．９６ 岡山市北区平和町７番２８号⻄川ファミリービル２Ｆ２０５号 夏富悠仁 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221926 令和2年12月1日 令和8年6月30日

スナック月 岡山市北区平和町７番２８号⻄川ファミリービル１F１０２号 238-6544 代表取締役 堀田澤太輔 ㈱インプランツ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222392 令和3年1月28日 令和8年6月30日

Ｍｅｒｍａｉｄ Ｂａｒ Ｆｕｌｌ Ｍｏｏｎ 岡山市北区平和町７番２８号⻄川ファミリービル１F１１１号 238-5344 代表取締役 堀田澤太輔 ㈱インプランツ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222393 令和3年1月28日 令和8年6月30日

フレンズ 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２F２０３号 釣年子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0220620 令和2年6月16日 令和7年7月31日

パブ日替りママ 岡山市北区内山下一丁目８番２１号エバーグリーン内山下１F１０８号 226-1100 岸本都志子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221146 令和2年8月25日 令和8年7月31日

ローソン岡山県庁店 岡山市北区内山下二丁目４番６号岡山県庁⻄庁舎１Ｆ 803-3116 代表取締役社⻑ 目⿊俊治 ㈱ポプラリテール 飲食店営業（その他） その他 0222094 令和3年1月4日 令和8年7月31日

Ｇ•Ｅ•Ｔ• 岡山市北区京橋町９番２３号アドラシオン京橋Ａ−１Ｆ１号 232-8855 岡﨑好博 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0220021 令和2年4月7日 令和7年7月31日

旬彩料理 縁〜えにし〜 岡山市北区表町一丁目１番４５号十全ビル１Ｆ１０１号 223-0770 代表取締役 難波紀治 ㈱ｅｎｉｓｈｉ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0220943 令和2年7月14日 令和7年7月31日

焼鳥 鳥こば 岡山市北区表町一丁目３番４６号 木場勇二 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（焼き鳥） 0221064 令和2年8月11日 令和8年7月31日

ｍｏｋｕ ｍｏｋｕ 岡山市北区表町一丁目７番５４号 207-2113 代表取締役 溝延透 ㈱Ｎｏｂｅ ｎｏＢｅ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0221773 令和2年11月17日 令和8年7月31日

ｇｉｖｅ＆ｇｉｖｅ 岡山市北区表町一丁目８番３６号表町第一ビル１Ｆ 代表取締役 多賀勇褌 ㈱ワイズグローズ 飲食店営業（その他） そうざい調理店 0220761 令和2年6月23日 令和7年7月31日

お惣菜せんべろ 岡山市北区表町一丁目１１番１号中之町第一ビル１Ｆ 289-6029 代表取締役 河本真紀子 ㈱おかやま食材 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0222093 令和2年12月17日 令和8年7月31日

おかずや竹正 岡山市北区表町二丁目１番１号天満屋岡山店Ｂ１Ｆ 代表取締役 吉岡倫久 ㈱かん吉 飲食店営業（その他） そうざい調理店 0220304 令和2年5月14日 令和7年7月31日

おかずや竹正（厨房） 岡山市北区表町二丁目１番１号天満屋岡山店Ｂ１Ｆ 代表取締役 吉岡倫久 ㈱かん吉 飲食店営業（その他） そうざい調理店 0220305 令和2年5月14日 令和7年7月31日

神⼾粥 甜蜜蜜 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 231-7991 取締役 舩原かな子 ㈲セルフ 飲食店営業（その他） そうざい調理店 0221098 令和2年8月6日 令和8年7月31日

ＭＯＭＩ＆ＴＯＹʼＳ 岡山市北区表町二丁目１番１号てんちかFOOD GARDEN 231-7099 代表取締役 檜垣周作 ㈱アルテゴ 飲食店営業（その他） その他 0221440 令和2年10月6日 令和8年7月31日

江本屋 岡山市北区表町二丁目３番６号村上ビル１F 050-8881-0308 代表取締役 江本恵介 ㈱山陽ビルサービス 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0222180 令和3年1月21日 令和8年7月31日

淡路キッチン とりぶ 岡山市北区表町二丁目３番４５号 230-2210 武者立泰 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0221620 令和2年11月19日 令和8年7月31日

⺎⺎ 岡山市北区表町二丁目３番５０号藤波ビル１F 230-5366 杉浦敬生 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0220614 令和2年6月11日 令和7年7月31日

志乃 岡山市北区表町二丁目４番３９号 222-7306 巌渕洋 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0220218 令和2年4月28日 令和7年7月31日

表町 イル・ダメリーノ 岡山市北区表町二丁目５番２３号ニュー表町プラザ１Ｆ 森崎宏美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222966 令和3年3月30日 令和8年7月31日

Ｃｒａｆｔ Ｂｅｅｒ Ｄｉｎｉｎｇ ＆ Ｃａｆｅ ⻨酒島−ｏｍｏｔｅｃｈｏ− 岡山市北区表町二丁目７番１５号商店街内ヒバリ照ラス１F 070-5045-0696 小萩倫久 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0222167 令和3年1月21日 令和8年7月31日

ヴァリエ 岡山市北区表町三丁目４番３７号 225-8624 渡辺和信 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0223001 令和3年3月30日 令和8年7月31日

ライブハウス バード 岡山市北区表町三丁目６番３号福原ビル２Ｆ 矢野啓三郎 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222090 令和2年12月22日 令和8年7月31日

ＶＩＢＥ ＢＡＲ ＭＯＳＡＩＣ 岡山市北区表町三丁目６番１５号ほろよいマンション３Ｆ３０４号 梶田廣美 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221027 令和2年7月30日 令和7年7月31日



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

果林 岡山市北区表町三丁目９番２８号サントリータウン２F 222-5188 国方幸子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221234 令和2年9月8日 令和8年7月31日

株式会社宮脇商店 岡山市北区表町三丁目１２番１１号 233-6181 代表取締役 宮脇徹 ㈱宮脇商店 飲食店営業（その他） そうざい調理店 0221894 令和2年12月22日 令和8年7月31日

いしまる 岡山市北区表町三丁目１２番１２号千日センター街１Ｆ ⽯川勇介 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（焼き鳥） 0222594 令和3年2月18日 令和8年7月31日

居酒屋にくきゅう 岡山市北区表町三丁目１３番４８号 227-0030 鞆光輝 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0222598 令和3年3月18日 令和8年7月31日

星乃家 表町店 岡山市北区表町三丁目１３番６２号 238-7815 万波弘 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（焼き鳥） 0221746 令和2年11月24日 令和8年7月31日

雄 岡山市北区表町三丁目１５番８号プレイタウン２Ｆ２０９号 増子雄次 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220676 令和2年6月16日 令和7年7月31日

どんぐりここころⅢ 岡山市北区表町三丁目１５番８号プレイタウン２Ｆ２０９号 代表取締役 福永涼人 ㈱ＦＵＫＵ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0221521 令和2年10月15日 令和8年7月31日

ウメノ商店 岡山市北区表町三丁目１９番９号森ビル１Ｆ 梅崎⻯次 飲食店営業（その他） そうざい調理店 0222921 令和3年3月23日 令和8年7月31日

天満屋ハピーズ津島店 岡山市北区津島桑の木町５番１号 236-6031 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 0221315 令和2年10月13日 令和8年7月31日

ネートのキッチン 岡山市北区津島福居一丁目１番１５号 チェティア ナサニエル 飲食店営業（その他） その他 0221958 令和2年12月8日 令和8年7月31日

フレスタ津島店 岡山市北区津島南二丁目２番７号B１F 251-3800 代表取締役 宗兼邦生 ㈱フレスタ 飲食店営業（その他） そうざい調理店 0221393 令和2年10月1日 令和8年7月31日

自然食品なづ菜 岡山市北区伊福町一丁目１２番１６号 254-7545 水田久美子 飲食店営業（その他） そうざい調理店 0222115 令和2年12月24日 令和8年7月31日

おこのみやきＭＩＹＡＫＯ 岡山市北区奉還町四丁目２１番２０号グランフォンテーヌ奉還町１F１０１号 080-8986-7292 代表取締役 中居士郎 ㈱中商土地 飲食店営業（その他） その他 0221636 令和2年12月3日 令和8年7月31日

セブン−イレブン岡山下中野東店 岡山市南区下中野２２１番地１ 246-1380 代表取締役 ⽯井伸一 ㈱Ｒ・Ｈ 飲食店営業（その他） 0221279 令和2年9月15日 令和7年9月30日

ローソン岡山新保店 岡山市南区新保１１６６番地 221-9116 志水俊之 飲食店営業（その他） その他 0220028 令和2年4月30日 令和7年9月30日

ピザーラ岡山店 岡山市南区⻄市１２０番地６ 244-8811 代表取締役 頼信道善 ㈱ピーチピット 飲食店営業（その他） その他 0221564 令和2年12月10日 令和8年9月30日

Ｍｙ Ｓｔｏｒｙ 岡山市南区妹尾８６９番地７ 070-1909-8244 ⻑岡浩二 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0221942 令和3年1月5日 令和8年9月30日

麻雀広場 岡山市南区大福１３４番地４ 282-8787 小野浩二 飲食店営業（その他） その他 0221310 令和2年9月15日 令和7年9月30日

セブン−イレブン岡山妹尾崎店 岡山市南区妹尾崎１１２番地１ 281-5428 二宮隆 飲食店営業（その他） その他 0221599 令和2年11月10日 令和8年9月30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１Ｆ 281-6881 代表取締役 大⽯美也 ㈱アインファーマシーズ 飲食店営業（その他） その他 0220519 令和2年6月4日 令和7年9月30日

ｏｌｖｅ ｃｈａｒｔｓ 岡山市南区東畦１５７番地７ 282-0059 大倉研二 飲食店営業（その他） その他 0220937 令和2年7月30日 令和7年9月30日

セブンイレブン岡山平井６丁目店 岡山市中区平井六丁目１６１５番１号 271-0367 代表取締役 東馬康 ㈱ニューフロンティア 飲食店営業（その他） その他 0222153 令和3年1月5日 令和8年10月31日

⼋剣伝円山店 岡山市中区円山７８番地１−２F 201-1947 羽賀信雄 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0221298 令和2年9月15日 令和7年10月31日

食工房よ志はる 岡山市中区円山１１８番地サンライズビル１Ｆ１０１号 川上佳子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0221842 令和2年12月10日 令和8年10月31日

ＴＳＵＮＥＫＩＣＨＩ 岡山市北区津島中三丁目５番１号 255-3188 藤田直樹 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0221784 令和2年11月24日 令和7年11月30日

⼋剣伝 岡山一宮店 岡山市北区一宮１３１番地２ 284-7890 代表取締役 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） 0221095 令和2年8月6日 令和7年11月30日

マルナカ一宮店 岡山市北区楢津６５９番地６ 284-9151 代表取締役 平尾健一 マックスバリュ⻄日本㈱ 飲食店営業（その他） そうざい調理店 3122893 令和2年4月14日 令和7年11月30日
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セブン−イレブン岡山楢津店 岡山市北区楢津９７６番地１ 284-4614 代表取締役 安田政弘 ㈱ＹＡＳＵＤＡＹＡ 飲食店営業（その他） その他 0221786 令和2年11月19日 令和7年11月30日

３．５ｆ ＰｌａｙＲｏｏｍ 岡山市北区横井上７９１番地１ 前田圭祐 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220738 令和2年6月30日 令和7年11月30日

ローソン総社インター店 岡山市北区高塚１４７番地１ 905-0255 定廣貴治 飲食店営業（その他） その他 0222869 令和3年3月25日 令和8年11月30日

鉄板焼ＭＯＫＯ 岡山市北区高松５番地２０ 永和孝一 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 3122868 令和2年4月21日 令和7年11月30日

ＲＡＴＩＯ 岡山市北区粟井２０２５番地３ 飯塚恵太郎 飲食店営業（その他） その他 0221161 令和2年8月25日 令和7年11月30日

ファミリーマート岡山下足守店 岡山市北区下足守１９２１番地５ 295-2005 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 0221880 令和2年11月26日 令和7年11月30日

Ｃａｆｅ Ｂａｒ 岡山市北区建部町福渡９５３番地１ 897-0377 芝吹千春 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220705 令和2年6月18日 令和7年11月30日

ファミリーマート岡山福島店 岡山市南区福島三丁目４１０番５号 261-8150 代表取締役 ⽯原光敏 ㈲ＮＥＸＴ ＶＩＳＩＯＮ 飲食店営業（その他） その他 0220892 令和2年7月28日 令和7年12月31日

ドミノ・ピザ岡山新福店 岡山市南区新福二丁目２番１３号 265-6161 代表取締役 妹尾直人 ＳＥＮＯＯ㈱ 飲食店営業（その他） その他 0221202 令和2年9月17日 令和7年12月31日

ローソン岡山福富中店 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 0222876 令和3年3月16日 令和8年12月31日

韓国居酒屋⻁々 岡山市南区福富⻄二丁目１番５号タケヤビル１F１０１号 264-2641 代表取締役 三井潤志 ㈱とらとら 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0220730 令和2年6月18日 令和7年12月31日

セブン−イレブン岡山築港栄町店 岡山市南区築港栄町５番１２号 265-9566 取締役 義田茂生 ㈲ドッグフット 飲食店営業（その他） その他 0222713 令和3年3月16日 令和8年12月31日

味菜 岡山市南区築港新町一丁目１８番５号天満屋ハピータウン岡南店内 262-5340 代表取締役 ⿊田裕一 昭和食品㈱ 飲食店営業（その他） そうざい調理店 0222545 令和3年2月25日 令和8年12月31日

天満屋ハピータウン岡南店 岡山市南区築港新町一丁目１８番５号 264-6111 代表取締役 野⼝重明 ㈱天満屋ストア 飲食店営業（その他） そうざい調理店 0222609 令和3年2月25日 令和8年12月31日

クラフト カフェ レガロ 岡山市南区築港ひかり町３番１号 263-1955 代表取締役 飯田真奈美 ㈱アンクオーレ 飲食店営業（その他） その他 0220156 令和2年4月21日 令和7年12月31日

マルナカ築港店 岡山市南区築港元町１４番１号 902-5522 代表取締役 平尾健一 マックスバリュ⻄日本㈱ 飲食店営業（その他） そうざい調理店 0222501 令和3年2月25日 令和8年12月31日

セブンイレブン岡山千鳥町店 岡山市南区千鳥町１５番１号 262-0040 代表取締役 仁科宏一 ㈲仁科商店 飲食店営業（その他） その他 0221973 令和2年12月8日 令和7年12月31日

圓 岡山市南区並木町一丁目８番１号 262-2605 髙市理恵 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220455 令和2年5月21日 令和7年12月31日

居酒屋 和楽時 岡山市南区並木町一丁目１０番９号ニコニコビル１F店舗１０３号 河原和恵 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0221776 令和2年12月15日 令和7年12月31日

串カツまるまさ 岡山市南区松浜町１５番１３号 261-6880 松岡由実 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0221977 令和2年12月8日 令和7年12月31日

セブン-イレブン岡山福田店 岡山市南区福田７２６番地 262-7262 代表取締役 平井茂 ㈱平井商店 飲食店営業（その他） その他 0220143 令和2年6月25日 令和7年12月31日

憩家 岡山市南区福田１００９番地８ 265-5459 ⿊岩和幸 飲食店営業（その他） そうざい調理店 0220045 令和2年4月30日 令和7年12月31日

Ｓｕｍｍｅｒ（サマー） 岡山市南区豊成三丁目４番１号−３Ｆ 中尾吉昭 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0220745 令和2年6月23日 令和7年12月31日

旨処マル木商店 岡山市南区豊成三丁目５番１２号 363-1551 柏野健一 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0222231 令和3年1月14日 令和8年12月31日

焼肉牛ちゃん 岡山市北区⻄崎本町１４番３５号 255-1129 牟礼範臣 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 0220329 令和2年5月19日 令和8年1月31日

アヴィラージュ大安寺 岡山市北区高柳⻄町１３番１２号 251-5016 代表取締役 香賀英俊 百代平泉庵㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 0222339 令和3年1月19日 令和8年1月31日

台湾ドリンク専門店 好日 岡山市北区奉還町一丁目２番１７号矢谷ビル１F 李大輔 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0220120 令和2年5月14日 令和8年1月31日



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

らあめん⻤ぼし 岡山市北区奉還町一丁目６番７号奉還町１丁目ビル１Ｆ 214-2774 小野悠二 飲食店営業（一般食堂） めん料理 0221040 令和2年7月30日 令和8年1月31日

Ｔｉａʼｓ Ｋｕｓｉｎａ 岡山市北区奉還町二丁目７番１４号 050-8881-5118 辻本靖 飲食店営業（一般食堂） その他 0222698 令和3年3月2日 令和9年1月31日

タリーズコーヒー＆ＴＥＡさんすて岡山店 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山北館１F N１０９ 225-0077 代表取締役 室賀康史 室賀ネジ機工㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0221105 令和2年9月8日 令和8年1月31日

おみやげＴｅｒｒａｃｅ 共用厨房 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山２Ｆ Ｓ２１６ 223-4085 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 0221165 令和2年9月1日 令和8年1月31日

サンホセ 岡山市北区駅元町２１番１１号 253-2664 河原馨 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0222178 令和3年1月7日 令和8年1月31日

肉のサトウ商店岡山ドーム前店 岡山市北区今一丁目９番２７号 244-0310 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） 0222717 令和3年3月4日 令和9年1月31日

うさぎや岡山店ジョルジュラパン 岡山市北区今⼋丁目１５番２８号 243-8989 代表取締役 伊澤正信 クラブン㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0220751 令和2年6月23日 令和8年1月31日

ラーメン酔拳代打は俺 岡山市北区今保１０１番地１マツケンビル１Ｆ東 代表社員 杉本美穂 合同会社いつものごはん 飲食店営業（一般食堂） めん料理 0222127 令和3年2月16日 令和9年1月31日

お食事処鶴⻲岡山店 岡山市北区久米１９７番地１ 805-4126 代表取締役 須賀豊 ㈱大家族の湯 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0220981 令和2年7月16日 令和8年1月31日

レストラン クロエ 岡山市北区辰⺒５番地１２０ 246-0552 岩本尚也 飲食店営業（一般食堂） ⻄洋料理 0221924 令和2年12月10日 令和8年1月31日

サーティカレー 岡山市北区辰⺒４２番地１０１ 241-9230 ⼾村良治 飲食店営業（一般食堂） その他 0222342 令和3年1月19日 令和8年1月31日

Art Brut 岡山市北区田中１５４番地１１０ 259-0323 代表取締役 木村充均 ㈱ＭＯＫＵＳＯＮ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0221580 令和2年11月12日 令和8年1月31日

Ｄｏｇｇｇｇｅｒʼｓ 岡山市北区問屋町１１番地１０１高木ビル１Ｆ 230-0239 代表取締役 ⽯橋尚 ㈱ＡＬＥＴＴＡ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0221777 令和2年11月17日 令和8年1月31日

Ｍｏｎｔａｒｅ 岡山市北区問屋町１１番地１０５サプルビル１Ｆ 236-6123 代表取締役 永松賢治 ㈱カイリ 飲食店営業（一般食堂） ⻄洋料理 0221007 令和2年7月30日 令和8年1月31日

ＬｏＬ問屋町テラス店 岡山市北区問屋町１５番地１０１問屋町テラス１０３−３区画 代表社員 ⿊田健太 合同会社ＬｏＬ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0220023 令和2年4月7日 令和8年1月31日

男うどん問屋町テラス店 岡山市北区問屋町１５番地１０１ 250-7900 代表取締役 竹内正一 ㈱関⻄エクセル 飲食店営業（一般食堂） めん料理 0221592 令和2年11月5日 令和8年1月31日

カフェレストラン ふらっと 岡山市北区平田１６６番地１０４ 平松純義 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0221136 令和2年8月25日 令和8年1月31日

Ｇｉｋｙｏ 岡山市北区中仙道二丁目７番３号２Ｆ 250-0810 代表取締役 池田智子 ㈱Ｇｏｌｄｅｎ ｒａｔｉｏ 飲食店営業（一般食堂） ⻄洋料理 0221635 令和2年11月12日 令和8年1月31日

フェリヌ．Ｃａｆｅ．ｔｉｍｅ 岡山市北区北⻑瀬表町二丁目１７番８０号Ｄ−１２０ 代表取締役 河田明記 ＰＵ−ＡＮ企画㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0222135 令和2年12月24日 令和8年1月31日

ひとひら 岡山市北区撫川１５９２番地１ 293-2121 理事⻑ 近藤章浩 特定非営利活動法人一歩一歩 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0221495 令和2年10月20日 令和8年1月31日

ａｌｆｅｒ 岡山市北区東花尻３４０番地１レジデンスイタノ１Ｆテナント中央 阿地由季子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0220818 令和2年7月9日 令和8年1月31日

フードケアサポートセンターこっこ亭 クレ・アンジュ 岡山市北区平野８５８番地２ 903-3310 代表取締役 ⻑瀬康生 ㈱ＳＣＳ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 0220234 令和2年4月28日 令和8年1月31日

フードケアサポートセンターこっこ亭 さわらびの家 岡山市北区平野１００３番地４ 293-7781 代表取締役 ⻑瀬康生 ㈱ＳＣＳ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 0220233 令和2年4月28日 令和8年1月31日

フードケアサポートセンターこっこ亭 さわらび苑 岡山市北区平野１００５番地９ 293-7733 代表取締役 ⻑瀬康生 ㈱ＳＣＳ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 0220232 令和2年4月28日 令和8年1月31日

Ｑ 岡山市北区富田町二丁目４番１０号富田町ビル１Ｆ 222-1025 代表取締役 熊谷章 ㈲ベアーフーズ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0221898 令和2年11月26日 令和8年2月28日

ＡＬＬＤＡＹ ＰＩＺＺＡ 岡山市北区野田屋町一丁目９番５号カサグランデ野田屋町１Ｆ１０１号 206-6340 代表取締役 白神裕己 ㈱ｂｒａｎｃｈｅ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3122938 令和2年4月2日 令和8年2月28日

ＶｉｅｔＮａｍ Ｆｏｏｄ Ｍａｒｋｅｔ 岡山市北区野田屋町一丁目１０番２１号 代表取締役 マイティチャン ㈱ＨＯＡＮＧ ＬＩＮＨ 飲食店営業（一般食堂） その他 0220697 令和2年6月16日 令和8年2月28日



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

柳川はむら 岡山市北区野田屋町一丁目１１番１２号グレースタワーⅡ２Ｆ 225-6364 代表取締役 岡﨑真悟 ㈱ホーミイダイニング 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 0221579 令和2年10月29日 令和8年2月28日

ラーメン、餃子 友家 岡山市北区駅前町一丁目３番５号本多ビル１Ｆ 代表社員 梁健 合同会社ＬＪ友家 飲食店営業（一般食堂） めん料理 0222072 令和2年12月17日 令和8年2月28日

Ｔａｎｃ 岡山市北区駅前町一丁目７番１８号 岩古泰典 飲食店営業（一般食堂） めん料理 0220167 令和2年4月23日 令和8年2月28日

マスカットファクトリー 岡山市北区駅前町一丁目８番１８号イコットニコット１Ｆ 重松将夫 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0220421 令和2年5月26日 令和8年2月28日

イコニコラーメンパーク 岡山市北区駅前町一丁目８番１８号イコットニコット１Ｆ 重松将夫 飲食店営業（一般食堂） めん料理 0220426 令和2年5月26日 令和8年2月28日

肉亭こむらさき 岡山市北区駅前町一丁目９番８号 代表取締役 奥村元 ㈲オーディ 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 0222972 令和3年3月30日 令和9年2月28日

中華そばニュー山富士駅前店 岡山市北区駅前町二丁目６番２７号 231-0510 代表取締役 張爽 ㈱ＤＡＫＥ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 0221843 令和2年11月17日 令和8年2月28日

Ｋ ＳＴＲＥＥＴ ＣＯＦＦＥＥ＋ＢＡＲ 岡山市北区幸町３番２号ＣＦビル３Ｆ 222-2017 代表取締役 三宅脩介 Ｌ．ＧＯ㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0221171 令和2年8月27日 令和8年2月28日

木造ｋｉｔｃｈｅｎそら 岡山市北区幸町９番２２号樹宝マンション１Ｆ１０２号 238-2406 ⻑尾潤 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0222415 令和3年2月2日 令和8年2月28日

つるっと⻲ 岡山市北区錦町３番１２号鳥好ビル１F 234-1501 代表取締役 松本嵐 ㈱Ｓ．Ｒ．Ｂ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 0221392 令和2年10月8日 令和8年2月28日

Ｍｉｓｅ−ｅｎ−ｓｃｅｎｅ 岡山市北区錦町８番１１号フェリス錦町３−Ａ 289-6194 山田侑欣 飲食店営業（一般食堂） ⻄洋料理 0220935 令和2年7月16日 令和8年2月28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 0220982 令和2年7月21日 令和8年2月28日

ＣＢＤ ｇｒｅｅｎ 岡山市北区本町２番４号若林ビル１F 080-3884-0625 代表取締役 高田かをり ㈱Ｌ＆Ｌ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0222409 令和3年1月26日 令和8年2月28日

塩と醤岡山駅前店 岡山市北区本町２番２３号 207-2345 代表取締役 太田一郎 ㈱ビートシステムサービス 飲食店営業（一般食堂） めん料理 0221611 令和2年11月5日 令和8年2月28日

ＡＬＡＲＡ ＣＵＲＲＹ 岡山市北区本町３番２号あらたビル１Ｆ 206-6089 大橋啓太郎 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0220370 令和2年5月21日 令和8年2月28日

〆ステーキあくら通り店 岡山市北区柳町一丁目１番６号松原第三ビル１Ｆ 201-7329 橋本圭司 飲食店営業（一般食堂） その他 0221442 令和2年10月8日 令和8年2月28日

千祥。 岡山市北区柳町一丁目２番１１１号ＶＣビル１Ｆ 201-7147 代表取締役 千種秀治 ㈱ＳＥＮＳＨＯ 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 0222486 令和3年2月18日 令和8年2月28日

寿司 ⼋重垣 岡山市北区柳町一丁目１３番１２号吾妻ハイツ１Ｆ１０１号 ⼋重垣幸広 飲食店営業（一般食堂） すし料理 0222527 令和3年2月16日 令和8年2月28日

横神 岡山市北区柳町一丁目１４番１５号ミヤコビル１Ｆ・２Ｆ 221-0016 白神泰啓 飲食店営業（一般食堂） めん料理 0222133 令和2年12月24日 令和8年2月28日

胡椒亭 岡山市北区柳町二丁目４番９号高田ビル１F 231-5003 代表取締役 若林孝行 ㈲胡椒亭 飲食店営業（一般食堂） その他 0221618 令和2年11月5日 令和8年2月28日

Ｋｏｅｎｂｅｎｃｈ 岡山市北区番町二丁目１番１７号 206-7612 代表取締役 平林久周 葉豆瑠農園㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0222440 令和3年2月4日 令和8年2月28日

ばーる ぼっこーね。 岡山市北区出⽯町一丁目８番１号２Ｆ 231-2588 代表社員 ⻑尾淳志 合同会社Ａ＆Ｔ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0221937 令和2年12月3日 令和8年2月28日

ひとり鍋恵 岡山市北区天神町２番１号天神町ビル１Ｆ１０２号 289-5341 代表取締役 藤田瑞恵 ㈱恵 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 0220227 令和2年4月28日 令和8年2月28日

新世界 岡山市北区天神町１０番１６号城下ビル３Ｆ南 代表取締役 岩田圭司 ㈲ノラネコ商会 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0221536 令和2年10月27日 令和8年2月28日

アルファコンフォート岡山 岡山市北区弓之町１番７号 221-2130 代表取締役 清藤博幸 ㈱あなぶき社宅サービス 飲食店営業（一般食堂） その他 0222729 令和3年3月9日 令和9年2月28日

Ｃｏｆｆｅｅｍｏｏｄ 岡山市北区弓之町２番９号弓ノ町ビル１F ⻄義信 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0222307 令和3年1月26日 令和8年2月28日

ＶＩＧＮＥＴＴＥ 岡山市北区弓之町７番８号 221-4530 宮地和徳 飲食店営業（一般食堂） ⻄洋料理 0222504 令和3年2月9日 令和8年2月28日
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鮨山もと 岡山市北区弓之町１０番３号 232-3900 代表取締役 山本淳 ㈱山もと 飲食店営業（一般食堂） すし料理 0220984 令和2年7月14日 令和8年2月28日

麺場 田所商店 イオンモール岡山店 岡山市北区下⽯井一丁目２番１号イオンモール岡山７Ｆ７００３−２ 206-3457 代表取締役 田所史之 ㈱トライ・インターナショナル 飲食店営業（一般食堂） めん料理 0221030 令和2年9月3日 令和8年2月28日

鼎一岡山店 岡山市北区下⽯井一丁目２番１号イオンモール岡山７Ｆ７０１３−２ 230-5034 代表取締役 髙橋章之 ㈱ピアーサーティー⻄日本 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 0222383 令和3年2月2日 令和8年2月28日

スパゲッツダンディ 岡山市北区下⽯井二丁目９番５２号 090-6435-5522 三木雅之 飲食店営業（一般食堂） ⻄洋料理 0220996 令和2年8月27日 令和8年2月28日

旬彩 はや斗 岡山市中区浜三丁目８番６０号 230-1154 逸見昌弘 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 0221815 令和2年12月8日 令和8年3月31日

すき家岡山原尾島店 岡山市中区原尾島一丁目５番４６号 代表取締役 小川一政 ㈱すき家 飲食店営業（一般食堂） その他 0220002 令和2年4月2日 令和8年3月31日

海都東川原店 岡山市中区東川原２４４番地４ 270-2722 代表取締役 松田崇 ＭＴフーズ㈱ 飲食店営業（一般食堂） すし料理 0220657 令和2年6月11日 令和8年3月31日

ＳＯＵＰ ＣＵＲＲＹ ＤＩＮＩＮＧ ＳＰＩＣＹ ＫＩＮＧ 岡山市中区東川原２６７番地２ 270-9043 カトリ エリサ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0222465 令和3年2月4日 令和8年3月31日

岡山国際ホテル「シャトーノアール」 岡山市中区門田本町四丁目１番１６号 273-7311 代表取締役 花本惠嗣 バイオシステム㈱ 飲食店営業（一般食堂） ⻄洋料理 0222042 令和2年12月22日 令和8年3月31日

あや 岡山市中区雄町２３４番地９ 279-9869 高森みちよ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0221033 令和2年7月30日 令和8年3月31日

中華園 岡山市中区乙多見４３８番地 279-1766 市修三 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 0220009 令和2年4月1日 令和7年3月31日

焼肉ＢＡＬ ＯＷＬ 岡山市中区兼基４０番地２ 278-0808 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） 0222732 令和3年3月23日 令和8年3月31日

アヴィラージュ百間川 岡山市中区兼基３８２番地１ 278-8039 代表取締役 香賀英俊 百代平泉庵㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 0222460 令和3年2月9日 令和8年3月31日

創作らーめん薑屋 岡山市中区関４８５番地２２ 273-3750 大矢晃士 飲食店営業（一般食堂） めん料理 0220560 令和2年6月16日 令和8年3月31日

菜楽園飯店 岡山市中区高屋４４３番地１ 272-5190 平邦昭 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 0222772 令和3年3月9日 令和8年3月31日

ＩＰＵ環太平洋大学学生寮志高館 岡山市中区中井四丁目４番２３号 275-2055 代表取締役 白神志朗 ㈱ＳＯＳＨＩ ＢＵＳＩＮＥＳＳ ＳＵＰＰＯＲＴ 飲食店営業（一般食堂） その他（社食・寮食） 0222709 令和3年3月9日 令和8年3月31日

ちょっと いん 岡山市中区今在家３０３番地１ 275-2981 村上隆啓 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0220733 令和2年7月16日 令和8年3月31日

社会福祉法人恵風会 介護老人保健施設 恵風苑 岡山市中区今在家３０４番地６ 代表取締役 田島利行 ㈱ＬＥＯＣ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 0222773 令和3年3月11日 令和8年3月31日

カフェアマンディア 岡山市中区賞田３１６番地１ 佐伯麻弥 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3122872 令和2年4月7日 令和8年3月31日

わたし雑貨店 岡山市東区古都南方３０７７番地 岸上明日香 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0221051 令和2年8月13日 令和8年4月30日

ちゃぐま 岡山市東区古都南方３０７７番地 小玉智子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0222672 令和3年3月4日 令和8年4月30日

スープカレーなっぱ 岡山市東区古都南方３０７７番地１ 中村和也 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0222649 令和3年2月25日 令和8年4月30日

環太平洋大学第二キャンパス食堂 岡山市東区矢津２０５０番地１３ 279-0847 代表取締役 白神志朗 ㈱ＳＯＳＨＩ ＢＵＳＩＮＥＳＳ ＳＵＰＰＯＲＴ 飲食店営業（一般食堂） その他（社食・寮食） 0222712 令和3年3月9日 令和8年4月30日

みよしの里事業所 岡山市東区中川町８３５番地１ 200-0025 代表取締役 川北潔 ㈱バリューコネクト 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 0222927 令和3年3月23日 令和8年4月30日

カレーレストランミラン 岡山市東区益野町５３番地１４ 289-5040 ＫＡＮＤＥＬ ＡＧＡＮＤＨＡＲ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0221535 令和2年10月20日 令和8年4月30日

喫茶パセリ 岡山市東区広谷４８４番地８ 松井町子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0221719 令和2年11月24日 令和8年4月30日

手打ちうどん やす坊 岡山市東区⻄大寺上二丁目９番７号 942-3483 代表社員 岡村安雅 合同会社やす坊 飲食店営業（一般食堂） めん料理 0222952 令和3年3月25日 令和8年4月30日
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ＮｉｋｏＤｅ 岡山市東区⻄大寺東三丁目４番１２号 944-8777 代表取締役 横山由基 ㈱Ｎｉｋｏｍａｒｕ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0220584 令和3年1月12日 令和8年4月30日

７５３茶房 岡山市東区⾦岡⻄町６６０番地３ ⻑井大 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0221331 令和2年9月29日 令和8年4月30日

お好み焼き店 岡山市東区富崎６９８番地１ 藤原秀子 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 0220035 令和2年4月7日 令和7年4月30日

お好み焼 真心 岡山市東区宿毛６９０番地７ 先本園子 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 0222915 令和3年3月16日 令和8年4月30日

こころ 岡山市東区宝伝３３４７番地２ 吉川泰子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0221141 令和2年9月3日 令和8年4月30日

ザグスタ平島厨房 岡山市東区東平島１０１９番地１ 297-6006 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） 0222053 令和3年1月14日 令和8年4月30日

楼蘭 岡山市東区東平島１４２４番地３ 後藤泰孝 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 0222988 令和3年3月30日 令和8年4月30日

魚国総本社・瀬⼾町２８８５７ 岡山市東区瀬⼾町瀬⼾４０番地１⻑島病院内 206-6210 代表取締役社⻑ 田所伸浩 ㈱魚国総本社 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 0220988 令和2年7月16日 令和8年4月30日

たこＱ 岡山市北区⻄古松一丁目２８番２２号サンコーポ知辺１Ｆ１０２号 244-7199 代表取締役 川﨑好雄 ㈱たこＱ 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 0221679 令和2年11月12日 令和8年5月31日

ゆず庵岡山大元店 岡山市北区大元一丁目１２番１８号 239-9512 代表取締役 芝宮良之 ㈱物語コーポレーション 飲食店営業（一般食堂） すし料理,その他 0220694 令和2年6月18日 令和8年5月31日

３８ｃａｆｅ 岡山市北区上中野一丁目２番２２号 代表取締役 江本響 ㈱サンパチ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3122928 令和2年4月7日 令和7年5月31日

喫茶カサブランカ 岡山市北区上中野二丁目１１番１号 243-1600 川上武 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0220520 令和2年6月2日 令和8年5月31日

松屋岡山下中野店 岡山市北区下中野３４３番地１０１ 250-5029 代表取締役 瓦葺一利 ㈱松屋フーズ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0221476 令和2年10月29日 令和8年5月31日

一蘭岡山下中野店 岡山市北区下中野３５４番地１０２ 245-0018 代表取締役 吉冨学 ㈱一蘭 飲食店営業（一般食堂） めん料理 0222700 令和3年3月2日 令和8年5月31日

Ｔ ｂｉｒａ 岡山市北区下中野４７７番地４ 代表取締役 船曵ちひろ Ｃｈｉｈｉｒｏʼｓカンパニィー㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0221147 令和2年9月1日 令和8年5月31日

セルフうどんさかいで大元店 岡山市北区⻄古松１６番地２ 233-3035 代表取締役 谷好文 ㈱山陽ホテル 飲食店営業（一般食堂） めん料理 0221239 令和2年9月29日 令和8年5月31日

ｓａｌｏｎ ＆ ｃａｆｅ ＭＩＸＬＩＮＫ 岡山市北区野田一丁目１番３６号グランデール野田１F中 236-8523 小林直樹 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0221132 令和2年9月24日 令和8年5月31日

お好み焼き 赤兵衛 岡山市北区東古松南町６番２２号 231-3088 田⼝毅 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 0220457 令和2年5月28日 令和7年5月31日

洋食キッチンかもめ 岡山市北区春日町３番６号レジデンス春日町１Ｆ１０２号 225-1782 平尾学 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0222372 令和3年2月2日 令和8年5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 代表取締役 ⽯橋朗 ㈱いしば志 飲食店営業（一般食堂） めん料理 0222411 令和3年1月28日 令和8年5月31日

Ｂｅｌｌａ ｓｃｅｎａ 岡山市北区春日町４番２３号 223-6573 代表取締役 光田元英 ㈱Ｓｈｉｎｅ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0221710 令和2年11月12日 令和8年5月31日

食堂きらく 岡山市北区大供表町１３番２１号 尾関泰代 飲食店営業（一般食堂） その他 0220864 令和2年7月2日 令和8年5月31日

岡山大学病院かいの木食堂 岡山市北区⿅田町二丁目５番１号岡山大学病院内入院棟１１Ｆ 206-6005 代表取締役社⻑ 梶谷周平 岡山シティホテル㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（社食・寮食） 0220610 令和2年6月9日 令和8年5月31日

エーム３６２４ 岡山市北区⿅田本町３番１６号岡山県精神科医療センター内 238-6560 代表取締役社⻑ 山村俊夫 エームサービス㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 0222659 令和3年3月2日 令和8年5月31日

Ｔａｒｔ ｍａｍａｎ 岡山市北区神田町一丁目１１番２４号ファミリー神田１Ｆ１０１号 古峪雅子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0221608 令和2年11月5日 令和8年5月31日

スターバックスコーヒー岡山⻘江店 岡山市北区⻘江一丁目１番５号 230-5700 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 0220464 令和2年6月25日 令和8年5月31日

ｈａｎの木 岡山市北区岡町１７番１５号グランビア岡町 941-1059 代表社員 川畑広美 合同会社ヘルパーステーションまんまる 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0220444 令和2年5月28日 令和7年5月31日



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

カフェフレンド 岡山市北区岡町１９番１号 201-0033 山田美智子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0220863 令和2年7月2日 令和8年5月31日

中華料理浩源 岡山市北区京町６番１６号 230-1851 代表社員 劉紅穎 合同会社浩源 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 0221945 令和2年12月8日 令和8年5月31日

小小面食屋 岡山市北区清輝橋一丁目６番１５号 代表社員 イアン・淑梅 合同会社⾦山 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0221273 令和2年9月15日 令和8年5月31日

ビストロ一歩 岡山市北区奥田⻄町５番５号吉備国際大学３号棟内 207-2964 代表取締役 池本雅宏 ㈱一歩 飲食店営業（一般食堂） その他（社食・寮食） 0221380 令和2年9月29日 令和8年5月31日

千祥。（奥田本町店） 岡山市北区奥田本町１６番２８号 230-5517 代表取締役 千種秀治 ㈱ＳＥＮＳＨＯ 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 0222487 令和3年2月18日 令和8年5月31日

くろり 岡山市北区奥田南町５番１４号武田ビル１F１０２号 代表取締役 綾田詠次 ㈱Ａｙａｔａ ｆｏｏｄ ａｓｓｉｓｔ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0220798 令和2年6月30日 令和8年5月31日

えびす 岡山市北区奥田南町６番２７号ほのかの湯内 代表取締役 宍倉知行 ㈱Ｎｅｘｔ Ｆｏｏｄｓ 飲食店営業（一般食堂） その他 0221520 令和2年11月5日 令和8年5月31日

大衆中華酒場きくのや本店 岡山市北区中山下一丁目８番５号第二自由軒ビル１Ｆ 221-0326 代表取締役 高瀬心輔 ㈱ＯＴＫＣ 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 0221591 令和2年11月12日 令和8年6月30日

うのまち珈琲店クレド岡山店 岡山市北区中山下一丁目８番４５号ＮＴＴクレド岡山ビル２Ｆ 小田墾 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0220695 令和2年6月30日 令和7年6月30日

中華そば しろうと 岡山市北区中山下一丁目８番８４号三宅⻭科商店ビル１Ｆ 篠原祥裕 飲食店営業（一般食堂） めん料理 0220158 令和2年4月21日 令和7年6月30日

フロマジュリー・ピノ 岡山市北区中山下一丁目１０番１０２号１F 224-1466 代表取締役 中野操 ㈲ピノフードサービス 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0220453 令和2年5月26日 令和7年6月30日

肉盛り蕎⻨ 岡山市北区中山下二丁目２番１３号 久保典男 飲食店営業（一般食堂） めん料理 0221497 令和2年10月13日 令和8年6月30日

ミレット 岡山市北区中山下二丁目３番６５号 227-2228 代表取締役 岡田裕治 ㈱半鐘屋 飲食店営業（一般食堂） その他 0220350 令和2年5月14日 令和7年6月30日

コーヒーレストＡＢＵ 岡山市北区中央町３番３２号プティ・シャトー１Ｆ 232-1853 佐藤笑子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0220763 令和2年6月23日 令和7年6月30日

ぼっちゃんダイニング 岡山市北区中央町４番１０号第一井元ビル１Ｆ１０２号 中川栄也 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 0221418 令和2年10月6日 令和8年6月30日

ラーメン大統領 岡山市北区中央町８番１６号銀の館１Ｆ１０５号 231-5537 山⼝哲朗 飲食店営業（一般食堂） めん料理 0221927 令和2年12月1日 令和8年6月30日

十割そばと酒 甚兵衛 岡山市北区中央町８番１７号岡山銀の館１F１０６号 林晃太郎 飲食店営業（一般食堂） めん料理 0220248 令和2年5月7日 令和7年6月30日

Ｇｏｏｄ Ｌｏｏｋｉｎｇ 麺 岡山市北区中央町９番２６号 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 0221290 令和2年9月15日 令和8年6月30日

ます田 岡山市北区田町一丁目１番３号 206-1215 増田利行 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 0221183 令和2年9月8日 令和8年6月30日

ＭＯＶE ＵＰ Ｃａｆｅ 岡山市北区田町一丁目２番４号 207-2283 代表社員 山本将弥 合同会社ＨＣＬＩ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0220808 令和2年6月30日 令和7年6月30日

ｌａ Ｒｉｃｅｔｔａ 岡山市北区田町二丁目１番３号ＢＯＳＣＯ２Ｆ 206-6220 代表取締役 田中駿 ㈱Ｒｉｃｅｔｔａ 飲食店営業（一般食堂） ⻄洋料理 0222148 令和3年1月5日 令和8年6月30日

ＳＨＩＭＥ ＳＴＥＡＫ ＳＡＩ 岡山市北区田町二丁目５番７号ストーク２１ビル２F 橋本圭司 飲食店営業（一般食堂） その他 0220048 令和2年6月4日 令和7年6月30日

鉄板居酒屋ひまわり 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 ⻄山真由美 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 0220703 令和2年6月18日 令和7年6月30日

中華そばニュー山富士田町店 岡山市北区田町二丁目１０番１９号菅ビル１F 221-6620 代表取締役 張爽 ㈱ＤＡＫＥ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 0221844 令和2年11月17日 令和8年6月30日

わすれんぼう 岡山市北区磨屋町１番１７号神谷ビル１Ｆ⻄角 小田敏志 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0220964 令和2年7月16日 令和8年6月30日

巨城里磨屋町店 岡山市北区磨屋町１０番３号ダイヤビル１Ｆ 224-2983 取締役社⻑ 趙優佳 ㈲敬春 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 0220142 令和2年4月23日 令和7年6月30日

ＴＥＰＰＡＮ ＤＩＮＩＮＧ ＳＵＧＩ 岡山市北区磨屋町１０番８号スマイルホテル岡山１Ｆ 201-0333 代表取締役 杉村裕輝 ㈱すぎ屋 飲食店営業（一般食堂） その他 0222977 令和3年3月25日 令和8年6月30日



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

焼肉有 岡山市北区平和町５番１５号１Ｆ 230-0629 代表取締役 正司浩章 ㈱壱屋 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 0222976 令和3年3月30日 令和8年6月30日

一文 岡山市北区平和町７番１１号グレイスおかやま１Ｆ 233-2288 代表取締役 松枝生文 ㈱一文 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 0220037 令和2年4月7日 令和7年6月30日

碧水園 岡山市北区後楽園１番６号 272-1605 代表取締役 川田雄二 碧水園㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0220752 令和2年6月19日 令和7年7月31日

魚祥 岡山市北区丸の内一丁目１番８号宇野乾ＯＰＵＳ丸の内２Ｆ 227-3033 代表取締役 山本寛 ㈱魚祥 飲食店営業（一般食堂） すし料理 0222701 令和3年2月26日 令和8年7月31日

お城茶屋 岡山市北区丸の内二丁目３番１号岡山城天守閣１Ｆ 221-0758 代表取締役 藤本由紀 ＧＯＣＣＯ㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0220211 令和2年5月7日 令和7年7月31日

麺処 ぐり⻁ 岡山市北区内山下一丁目１２番７号廣瀬ヴィルヌーブ１Ｆ 231-1838 代表取締役 礒貝翔 ㈱ｇｕｒｉｋｏ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 0220209 令和2年4月28日 令和7年7月31日

手打ちそば海 岡山市北区内山下二丁目６番３号 230-2105 ⻄村公一 飲食店営業（一般食堂） めん料理 0222277 令和3年1月14日 令和8年7月31日

焼肉たっちゃん 岡山市北区内山下二丁目６番８号第２小野ビル１Ｆ 227-5355 岸本達彦 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 0220711 令和2年6月18日 令和7年7月31日

バケラッタ（Ｂａｑｕｅｒａｔｔａ） 岡山市北区京橋町６番１９−２号 225-8899 三⼾岡梨花 飲食店営業（一般食堂） ⻄洋料理 0222783 令和3年3月9日 令和8年7月31日

甘から春秋庵 岡山市北区表町一丁目３番２６号 222-2203 福田富佐太 飲食店営業（一般食堂） めん料理 0220940 令和2年7月14日 令和7年7月31日

アンソレイユ 岡山市北区表町一丁目６番４６号 238-3480 代表取締役 中村和也 ㈱和創 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0220122 令和2年4月14日 令和7年7月31日

やきにく未完 岡山市北区表町一丁目８番５２号花房ビル１F 232-0029 増田智久 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 0221360 令和2年9月24日 令和8年7月31日

ふくみ家 岡山市北区表町二丁目１番１号てんちかFOOD GARDEN 江田忠昭 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3122950 令和2年4月9日 令和7年7月31日

まるた屋 岡山市北区表町二丁目１番１号てんちかＦＯＯＤ ＧＡＲＤＥＮ 宮脇美孝 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3122951 令和2年4月14日 令和7年7月31日

Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ ＣＨＡ ＣＨＡ ＣＨＡ 岡山市北区表町二丁目１番５３号岡山ビル２Ｆ 代表取締役 安藤隆祥 ㈱アンドユー 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0220807 令和2年6月30日 令和7年7月31日

Ｋｉｅｎʼｓ食堂 岡山市北区表町二丁目２番４６号ハウス悠１Ｆ 代表取締役 藤澤久美子 ㈲ロイヤルロードサワ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0222403 令和3年2月2日 令和8年7月31日

フランス料理とワイン 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 藤田三四郎 飲食店営業（一般食堂） ⻄洋料理 0222508 令和3年2月9日 令和8年7月31日

手打そば なん野 岡山市北区表町三丁目５番１５号ＣＯ ＯＭＯＴＥＣＨＯ１Ｆ 南野幹夫 飲食店営業（一般食堂） めん料理 0220126 令和2年4月16日 令和7年7月31日

甘味処カフェ花月 岡山市北区表町三丁目５番２０号 080-6169-3728 代表取締役 木庭康輔 ㈱ありがとうファーム 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0222092 令和2年12月24日 令和8年7月31日

ＤＡＹＳ 岡山市北区表町三丁目１２番１２号千日センター街宗政ビル１Ｆ⻄ 安井まひる 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0220731 令和2年6月23日 令和7年7月31日

鉄板焼・餃子さくら 岡山市北区表町三丁目１５番８号表町プレイタウン１Ｆ 片田恭子 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 0222549 令和3年2月12日 令和8年7月31日

お好み焼ノンキ 岡山市北区表町三丁目１８番５号 222-4080 三野多鶴子 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 0220954 令和2年7月9日 令和7年7月31日

産婦人科食堂 岡山市北区伊島北町６番３号東館１Ｆ２Ｆ 252-3221 理事⻑ ⾦重哲三 社会医療法人鴻仁会 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 0221373 令和2年10月6日 令和8年7月31日

セントラル・クリニック伊島５階食堂 岡山市北区伊島北町７番５号 214-5678 理事⻑ ⾦重哲三 社会医療法人鴻仁会 飲食店営業（一般食堂） その他 0222597 令和3年2月25日 令和8年7月31日

博多ラーメン琥家伊島店 岡山市北区伊島町二丁目２２番２９号 259-4755 代表取締役 津島卓也 ㈱プロスパ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 0221128 令和2年8月20日 令和8年7月31日

キューティパイ倶楽部 岡山市北区いずみ町２番１−４号岡山県総合グラウンド内ジップアリーナ⻄側クラブハウス１Ｆ 255-3939 代表取締役 磯島祐子 ㈱ティアラ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0220831 令和2年7月9日 令和7年7月31日

ノートルダム清心女子大学カリタスラウンジ学生食堂 岡山市北区伊福町二丁目１６番９号 252-4072 代表取締役 ⻄剛平 ㈱レパスト 飲食店営業（一般食堂） その他（社食・寮食） 3122765 令和2年5月26日 令和7年7月31日
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岡山工業高校学生食堂 岡山市北区伊福町四丁目３番９２号 252-5231 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） 0220285 令和2年7月21日 令和7年7月31日

富士学院岡山校店 岡山市北区清心町３番２７号２Ｆ 252-6009 代表取締役 安倍正倫 ㈱ピクシーダスト 飲食店営業（一般食堂） その他（社食・寮食） 0222183 令和3年1月19日 令和8年7月31日

ステーキハンバーグ＆サラダバーけん岡山京山店 岡山市北区谷万成一丁目１１番４７号 250-0001 代表社員 宮下隼 合同会社ミートバンク 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0221096 令和2年8月11日 令和8年7月31日

ＣＡＦＥ ＦＩＬＯ 岡山市北区津島新野一丁目１番１号 253-2888 岡本伊菜 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0220778 令和2年6月25日 令和7年7月31日

千喜茶 岡山市北区津島南一丁目２番７号津島モール１Ｆ 何鳳霞 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0221177 令和2年9月24日 令和8年7月31日

茶千歳 岡山市北区奉還町三丁目９番３号 吴瓊 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3122911 令和2年4月2日 令和7年7月31日

奉還町Ｃａｎｄｙ 岡山市北区奉還町三丁目９番１３号 代表取締役 犬飼光晴 ゼロコンサルティング㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0221681 令和2年11月17日 令和8年7月31日

Ｅａｔｓ＆ＣａｆｅＢａｒ Ｃｒａｆｔ 岡山市北区奉還町四丁目７番２１号 坪井達也 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0222435 令和3年2月4日 令和8年7月31日

中華料理ハルピン 岡山市南区新保６６７番地２ 243-0237 宮野芳利 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 0221372 令和2年9月29日 令和7年9月30日

吉野家岡山新保店 岡山市南区新保１６１４番地１ 250-2929 代表取締役 勝田彰宏 ㈱⻄日本吉野家 飲食店営業（一般食堂） その他 0221904 令和3年1月19日 令和8年9月30日

ケアセンターほがらか内厨房 岡山市南区⻄市１００番地５ 代表取締役 岡美津子 ㈱Ｈｏｎｅｙ Ｒｕｓｈ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 0221490 令和2年10月15日 令和8年9月30日

セルフうどん小⻨や 岡山市南区郡５９番地２ 267-3929 大浦育恵 飲食店営業（一般食堂） めん料理 0222468 令和3年2月4日 令和8年9月30日

ＳＡＬＯＮ ｂｙ Ｍａｉｚｅ ＆ ＣＡＦＥ 岡山市南区妹尾８７１番地５ 代表取締役 髙坂薫愛 ㈱未来 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0220775 令和2年8月18日 令和7年9月30日

来来亭岡山大福店 岡山市南区大福３９６番地２ 282-6008 中⻯也 飲食店営業（一般食堂） めん料理 0222132 令和2年12月24日 令和8年9月30日

鉄板焼き ひでちゃん 岡山市南区大福１２４８番地２ 363-1545 代表取締役 中山和則 ㈱ＮＫフーズ 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 0221874 令和2年11月26日 令和8年9月30日

濃厚中華そばＶＥＧＡ 岡山市南区古新田１２２１番地１ 281-1488 代表取締役 菅沼明広 ㈱アストラーレ・コーポレーション 飲食店営業（一般食堂） めん料理 3122937 令和2年4月7日 令和7年9月30日

お好み焼き ⻁ 岡山市南区内尾３１８番地 259-0102 代表取締役 ⻄岡賢治 ㈱Ｗｉｎｄ ｆａｌｌ 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 0221621 令和2年11月5日 令和8年9月30日

岡山南支援学校 岡山市南区内尾７２１番地３ 代表取締役社⻑ 田所伸浩 ㈱魚国総本社 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 0220991 令和2年7月16日 令和7年9月30日

小橋工業 岡山市南区中畦６８４番地 298-3714 代表取締役 若生喜晴 ㈱ニッコクトラスト 飲食店営業（一般食堂） その他（社食・寮食） 0220458 令和2年6月23日 令和7年9月30日

グリルふじた 岡山市南区藤田５６４番地１３１ 296-2123 三宅清子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0221120 令和2年8月13日 令和7年9月30日

株式会社ドンレミー岡山工場 岡山市南区藤田５６６番地２７６ 250-0511 代表取締役 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） 0220939 令和2年7月16日 令和7年9月30日

焼肉はなび 岡山市南区藤田８８９番地２ 250-8336 代表取締役 野田龍太郎 ㈱ＵＫフーズ 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 0221867 令和2年12月3日 令和8年9月30日

うどん はるひ 岡山市南区藤田１７８８番地１ 296-8556 岡田康祐 飲食店営業（一般食堂） めん料理 0220829 令和2年7月2日 令和7年9月30日

日々のカフェ 岡山市南区⻄高崎６２番地２３ＨＩＢＩ ＨＡＣＯ１Ｆ・２Ｆ 239-7073 代表取締役 田村亜里沙 ㈱日々 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0222828 令和3年3月23日 令和8年9月30日

カフェ あさひ 岡山市中区小橋町二丁目４番８号 山脇力 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0220257 令和2年5月12日 令和7年10月31日

焼肉亭桂かじゅある 岡山市中区平井三丁目８８８番地３ 277-2941 松原将仁 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 0220245 令和2年4月30日 令和7年10月31日

牛角岡山平井店 岡山市中区平井四丁目２４番３１号 276-8929 代表取締役 ⾦本珠美 ㈲万歩書店 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 0221034 令和2年7月28日 令和7年10月31日



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

岡山夢菓匠敷島堂平井店 岡山市中区平井五丁目８番４３号 230-5000 代表取締役 眞殿昌宏 竹久夢二本舗敷島堂㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0221914 令和2年12月10日 令和8年10月31日

森のコテージＣＯＣＯＲＯ 岡山市中区湊１３４５番地１８ 277-5530 代表取締役 木村絶夫 阿知環境開発㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0221612 令和2年10月30日 令和7年10月31日

エームＳＪ３６１８ 岡山市中区赤坂南新町６番１号弘徳学園内 271-3551 代表取締役社⻑ 山村俊夫 エームサービスジャパン㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 0222579 令和3年2月26日 令和8年10月31日

ＨOOP 岡山市中区江崎７１０番地２ 時岡剛人 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0221362 令和2年10月1日 令和7年10月31日

Ｅａｒｔｈ Ｂｒｅａｄ 岡山市中区倉田５２２番地２Ｆ 中村初恵 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0220838 令和2年7月14日 令和7年10月31日

洋食喫茶アドロック 岡山市中区倉田６９１番地３ 206-7755 香山真一郎 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0221962 令和2年12月8日 令和8年10月31日

べじかふぇ・まなおり 岡山市中区藤崎６４１番地１ 274-0831 大下幸女里 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0220159 令和2年4月23日 令和7年10月31日

花ざかり円山店 岡山市中区円山１９８番地１ 代表取締役 三上伸司 ㈱ブルーム 飲食店営業（一般食堂） めん料理 0220334 令和2年5月14日 令和7年10月31日

鶴乃屋 岡山円山店 岡山市中区円山１０３０番地７ 230-5085 代表取締役 鶴原和行 ㈱ＮＢＦ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 0220049 令和2年4月9日 令和7年10月31日

Ｂｏｎａｐ 岡山市中区海吉１７６８番地４３ 289-6134 モロー零 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0221065 令和2年10月6日 令和7年10月31日

食彩家みゆ 岡山市中区海吉１８０７番地１４栄ビル１Ｆ 238-6125 滝安美由紀 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0222878 令和3年3月18日 令和8年10月31日

コミュニティスペース時々食堂ひとひと 岡山市北区学南町二丁目５番５５号 片山摂子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0222507 令和3年2月16日 令和8年11月30日

ｔａｍａｇｏ ｆａｒｍ 岡山市北区⾦山寺８０８番地 中⻄由貴 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0220352 令和2年5月21日 令和7年11月30日

手打ちうどんふじもと 岡山市北区北方二丁目３番４１号 230-4137 藤本和久 飲食店営業（一般食堂） めん料理 0220774 令和2年7月2日 令和7年11月30日

中華そば和 岡山市北区北方二丁目３番４１号 238-8838 熊谷すゞ子 飲食店営業（一般食堂） めん料理 0222464 令和3年2月25日 令和8年11月30日

Ｈｏｔｓｕ Ｈｏｔｓｕ 岡山市北区大和町二丁目９番１８号パレスコンフォート大和町１FＡ 234-3383 松田沙妃 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0222599 令和3年2月18日 令和8年11月30日

有料老人ホーム桜日和 岡山市北区楢津３７３番地１有料老人ホーム桜日和内厨房 281-1860 代表取締役 岡美津子 ㈱Ｈｏｎｅｙ Ｒｕｓｈ 飲食店営業（一般食堂） その他（集団給食） 0222185 令和3年1月26日 令和8年11月30日

マスカット倶楽部 岡山市北区田原１番地３ 294-2610 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） 0220265 令和2年5月28日 令和7年11月30日

国立病院機構岡山医療センター附属岡山看護助産学校食堂 岡山市北区田益１７１１番地１ 代表取締役 坪井祥隆 大惣㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他（社食・寮食） 0222766 令和3年3月11日 令和8年11月30日

国立病院機構岡山医療センター食堂「ＳＭＩＬＥ ＤＩＮＩＮＧ」 岡山市北区田益１７１１番地１ 代表取締役 坪井祥隆 大惣㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他 0222767 令和3年3月11日 令和8年11月30日

独立行政法人国立病院機構 岡山医療センター 岡山市北区田益１７１１番地１ 728-0797 代表取締役社⻑ 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） 0222990 令和3年3月30日 令和8年11月30日

かめよそば 岡山市北区津高８２０番地グランドマート敷地内 代表取締役 伊藤洋 ２１５ｓｔ㈱ 飲食店営業（一般食堂） めん料理 0221530 令和2年10月27日 令和7年11月30日

つだか風の谷 岡山市北区横井上１９２６番地１ 294-8500 理事 神田隆正 特定非営利活動法人津高生活交流センター 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 3122292 令和2年4月2日 令和7年11月30日

中屋 岡山市北区高松稲荷６１７番地 妹尾淑子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0222122 令和2年12月22日 令和8年11月30日

焼肉大一 岡山市北区立田１０９番地 287-4982 大村明美 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 0222789 令和3年3月9日 令和8年11月30日

あしもりキッチン 岡山市北区足守９１３番地１ 代表理事 森安章 一般社団法人あしもり遊学舎 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0222850 令和3年3月18日 令和8年11月30日

独立行政法人国立病院機構 岡山市立⾦川病院 岡山市北区御津⾦川４４９番地 724-9199 代表取締役社⻑ 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） 0222989 令和3年3月30日 令和8年11月30日
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海一 岡山市南区浜野二丁目１０番４７号 238-3991 代表取締役 東浩徳 ㈲海一 飲食店営業（一般食堂） すし料理 0221197 令和2年9月17日 令和7年12月31日

中華料理風花 岡山市南区三浜町一丁目３番２０号 230-7334 川光弘 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 0222384 令和3年1月26日 令和8年12月31日

栄華 岡山市南区福富⻄二丁目３番２号 737-4593 ⻑岡強 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0222175 令和3年1月5日 令和8年12月31日

Ｃｕｒｒｙ ＮａＮａ 福富店 岡山市南区福富⻄二丁目１９番３６号サンガーデンＷＥＳＴ１Ｆ１０５号 263-0077 水川千也 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0220997 令和2年7月16日 令和7年12月31日

日本酒肉バル市場レストランうどん⻁ 岡山市南区市場一丁目１番地関連棟１８ 238-0068 松尾和真 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0220494 令和2年5月26日 令和7年12月31日

市場まるは商店 岡山市南区市場一丁目１番地関連棟３１ 902-1225 代表取締役 原田憲典 ㈲パックマンフーズ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0222186 令和3年1月12日 令和8年12月31日

ＭＡＲＵ 岡山市南区あけぼの町１６番１号 806-4170 河元亜矢子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0221350 令和2年11月5日 令和7年12月31日

ミスターバーク岡山岡南店 岡山市南区築港新町一丁目５番３２号 262-5789 代表取締役 遠藤剛一 ㈱バークジャパン 飲食店営業（一般食堂） その他 0221587 令和2年11月5日 令和7年12月31日

カラオケ食事グリーンキャット 岡山市南区築港新町一丁目５番３５号 264-3236 藤原和子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0222386 令和3年1月26日 令和8年12月31日

焼肉＆ステーキ官兵衛 岡山市南区築港新町一丁目６番５号 262-7000 代表取締役 奥原洋子 ㈱Ｆ−ｓｔｙｌｅ 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 0221094 令和2年8月6日 令和7年12月31日

シネマタウン岡南店らの蔵 岡山市南区築港新町一丁目２５番１号 263-5955 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 0222909 令和3年3月18日 令和8年12月31日

たこ焼き花ちゃん 岡山市南区築港新町二丁目１番５号 262-3887 蔭山晴美 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 0220615 令和2年7月21日 令和7年12月31日

お好み焼おおもり 岡山市南区並木町二丁目１０番１号 263-4582 大森弘子 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 0222026 令和2年12月10日 令和7年12月31日

吉田飯店 岡山市南区松浜町２番３号 050-8881-5145 吉田政彦 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0222882 令和3年3月18日 令和8年12月31日

焼肉まつおか 岡山市南区若葉町２１番３０号 263-3811 松岡功 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 0222692 令和3年3月4日 令和8年12月31日

レストハウス花水木 岡山市南区海岸通二丁目４番１号カバヤゴルフガーデン内 262-5537 谷⼝志保子 飲食店営業（一般食堂） その他 0222108 令和2年12月22日 令和7年12月31日

焼肉まんぷく 岡山市南区泉田４２１番地１１ 250-4848 代表取締役 ⻑坂光浩 ㈱ユニオン 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 0221576 令和2年11月10日 令和7年12月31日

凛蘭 岡山市南区当新田２４７番地８ 259-5099 代表取締役 野崎秩 ㈱システムサポート 飲食店営業（一般食堂） お好み焼 0221960 令和2年12月15日 令和7年12月31日

招福亭 岡山市南区福田１９４番地２ 262-6811 田中亘 飲食店営業（一般食堂） めん料理 0220423 令和2年5月19日 令和7年12月31日

焼肉友園 岡山市南区福富⻄三丁目７番２２号 262-3695 薪山隼市 飲食店営業（一般食堂） その他（焼肉） 0222071 令和2年12月15日 令和7年12月31日

ヴィ・ド・フランス岡山店 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山南館２ＦＣ４ 224-8028 代表取締役 伊達宏和 ㈱ヴィ・ド・フランス 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 0220699 令和2年6月25日 令和8年1月31日

グランディールさんすて岡山店 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山北館１F N１１２ 238-5565 代表取締役 鈴木基生 ㈱オールハーツ・カンパニー 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 0221174 令和2年9月8日 令和8年1月31日

せとうちＢＯＸ 岡山市北区駅元町１番１号岡山駅新幹線改札内 代表取締役 難波謙太 ㈲吉備の國Ａｚｕｍａ 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 0221959 令和2年12月10日 令和8年1月31日

天満屋ハピーズ昭和町店 岡山市北区昭和町４番３８号 236-7141 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 0221816 令和2年12月3日 令和8年1月31日

ｋｉｔｃｈｅｎおはこ 岡山市北区今保１４５番地１ 廣内盟子 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 0222652 令和3年3月2日 令和9年1月31日

きぬえ食堂 岡山市北区今保３７２番地１ 代表取締役 武南浩二 白⽯建設㈲ 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 0221043 令和2年7月28日 令和8年1月31日

ＢＡＫＥＲＹ ＴＥＲＵＯ 岡山市北区中仙道一丁目１番１５号 246-0345 代表取締役 田辺治 ㈱ＴＥＲＵＯ 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 0221218 令和2年9月15日 令和8年1月31日
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Ａ Ｔａｖｏｌａ 岡山市北区幸町４番４号植村ビル３Ｆ 224-8316 植村公子 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 0220155 令和2年4月21日 令和8年2月28日

ＰＵＢＬＩＣ 岡山市北区錦町８番１９号シオモリパート２ １Ｆ 代表取締役 打谷直樹 ㈱ＨＩＴ ＰＬＵＳ 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 0220445 令和2年5月28日 令和8年2月28日

ｐａｎｓｉｄｅ 岡山市中区中島６７番地 201-7236 横打雄太 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 0220586 令和2年6月9日 令和8年3月31日

ほっかほっか亭 東岡山⻑岡店 岡山市中区⻑岡５８４番地３ 208-5008 友久和江 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 0220115 令和2年4月28日 令和8年3月31日

まごころ弁当 ⻄大寺店 岡山市東区可知二丁目４番６号イスタナイマオカＢ−１Ｆ１０１ 小寺一史 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 0220422 令和2年5月28日 令和8年4月30日

マルナカ益野店 岡山市東区益野町３０番地１ 944-0707 代表取締役 平尾健一 マックスバリュ⻄日本㈱ 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 0220215 令和2年4月30日 令和7年4月30日

ほっともっと岡山⻄大寺店 岡山市東区⻄大寺中一丁目５番２８号 944-5565 代表取締役 瀬⼾孝治 Ｔ−ＬＩＮＥ㈱ 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 0221121 令和2年8月27日 令和8年4月30日

ほっかほっか亭 ⻄大寺駅前店 岡山市東区⻄大寺東一丁目５番６号 944-0522 代表取締役 吉永訓弘 ㈲吉永 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 0220594 令和2年6月9日 令和8年4月30日

配食のふれ愛 岡山瀬⼾店 岡山市東区瀬⼾町瀬⼾３９９番地１ 952-0088 代表取締役 高田仁 ㈱山陽フードサービス 飲食店営業（仕出し屋） 給食弁当 0221073 令和2年8月6日 令和8年4月30日

ＴＧＡＬ岡山下中野店 岡山市北区下中野４６５番地４ 代表取締役 鶴原和行 ㈱ＮＢＦ 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 0221417 令和2年10月8日 令和8年5月31日

はせ川 岡山市北区大供一丁目２番２３号あかつきビル１Ｆ ⻑谷川寛 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 0220284 令和2年6月9日 令和8年5月31日

仕出し弁当 椛銀・仁兵衛 岡山市北区中山下二丁目５番２０号ライオンズマンション中山下１F１０１号 232-8501 代表取締役 高村修 ㈱おさむフーズ 飲食店営業（仕出し屋） 仕出し料理 0220256 令和2年5月7日 令和7年6月30日

⻄川荘 岡山市北区田町二丁目１３番２１号 225-1971 原田和典 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 0220154 令和2年4月21日 令和7年6月30日

りんく堂 岡山市北区表町一丁目１０番２３号表町ライフ２Ｆ東側 090-2861-6285 横川利恵 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 0222933 令和3年3月30日 令和8年7月31日

表町サンド イル・ダメリーノ 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 231-7905 梅崎⻯次 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 0221031 令和2年8月6日 令和8年7月31日

天満屋ハピーズ津島店 岡山市北区津島桑の木町５番１号 236-6031 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 0221311 令和2年10月13日 令和8年7月31日

フレスタ津島店 岡山市北区津島南二丁目２番７号B１F 251-3800 代表取締役 宗兼邦生 ㈱フレスタ 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 0221283 令和2年9月29日 令和8年7月31日

フレスタ津島店 岡山市北区津島南二丁目２番７号B１F 251-3800 代表取締役 宗兼邦生 ㈱フレスタ 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 0221284 令和2年9月29日 令和8年7月31日

フレスタ津島店 岡山市北区津島南二丁目２番７号B１F 251-3800 代表取締役 宗兼邦生 ㈱フレスタ 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 0221285 令和2年9月29日 令和8年7月31日

とののベーコン。 岡山市北区奉還町四丁目９番１号 代表取締役 篠原英治 ㈱との 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 0222647 令和3年2月25日 令和8年7月31日

ベイクショップヘルメス大福店 岡山市南区大福３１４番地 282-2806 代表社員 中村文洋 中村ベーカリー合同会社 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 0221122 令和2年8月13日 令和7年9月30日

両備生鮮センター 岡山市南区藤田６５０番地６ 296-9101 代表取締役 松田敏之 両備ホールディングス㈱ 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 0221083 令和2年8月7日 令和7年9月30日

魚定 岡山市南区宗津９６７番地２ 362-2917 近藤康正 飲食店営業（仕出し屋） 仕出し料理 0221317 令和2年9月29日 令和7年9月30日

Ｐｅｔｉｔ Ｒｅｐｏｓ 岡山市中区門田屋敷三丁目１番１７号 遠藤真里 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 0220980 令和2年7月14日 令和7年10月31日

ほっともっと円山店 岡山市中区山崎１５番地１ 200-0987 代表取締役 渡邉麻記子 ㈱Ｓｏｕｔｈｅｒｎ Ｌｉｇｈｔｓ 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 0222785 令和3年3月11日 令和8年10月31日

サク・デ・パナデリア 岡山市中区山崎２２０番地１ 230-0302 瀬⼾⼝幸恵 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 0221076 令和2年8月27日 令和7年10月31日

お弁当の食彩亭 岡山市中区円山１６４番地１ ⽯岡輝幸 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 0221182 令和2年9月10日 令和7年10月31日
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から丸岡山円山店 岡山市中区円山１０３０番地７ 237-6266 代表取締役 鶴原和行 ㈱ＮＢＦ 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 0222550 令和3年2月18日 令和8年10月31日

ちーごはん。 岡山市北区学南町二丁目３番３８号１号 三宅千尋 飲食店営業（仕出し屋） 仕出し料理 0220194 令和2年4月23日 令和7年11月30日

マルナカ一宮店 岡山市北区楢津６５９番地６ 284-9151 代表取締役 平尾健一 マックスバリュ⻄日本㈱ 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 3122892 令和2年4月14日 令和7年11月30日

ローソン岡山リサーチパーク前店 岡山市北区芳賀１６６０番地３８ 259-5655 ⻄城俊夫 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 0220127 令和2年4月28日 令和7年11月30日

ホーミイダイニング岡山惣菜 岡山市北区横井上８３番地３エブリイＯｋａｎａｋａ津高２F 230-7780 代表取締役 岡﨑真悟 ㈱ホーミイダイニング 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 0222438 令和3年2月2日 令和8年11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 山田舞 ㈱Ｔ．Ｏ．Ｐ 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 0220328 令和2年5月19日 令和7年11月30日

高松フーズ 岡山市北区高松原古才３２３番地９ 287-7270 岩見よしえ 飲食店営業（仕出し屋） 給食弁当 0221416 令和2年10月1日 令和7年11月30日

ｏｍｏや５４５ 岡山市北区御津新庄５４５番地 050-3740-8545 代表取締役 中里真一 ㈱ＦＬＣ ｄｅｓｉｇｎ 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 0221562 令和2年10月22日 令和7年11月30日

まんまの杜 岡山市北区御津宇甘３００番地 代表取締役 花房信明 ㈱アルサクセス 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 0220998 令和2年7月21日 令和7年11月30日

社会福祉法人愛隣会ほのぼの荘デイサービスセンター 岡山市北区建部町福渡１００８番地１ 722-4500 理事⻑ 片山篤 社会福祉法人愛隣会 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 0222705 令和3年3月11日 令和8年11月30日

フレッシュミート 岡山市南区豊浜町１０番４８号 239-8929 代表取締役 緋田幸生 ㈱フレッシュミート 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 0222685 令和3年3月4日 令和8年12月31日

宅配クック１２３岡山店 岡山市南区福富中一丁目４番１５号 236-8020 代表取締役 富永⺠雄 ㈱富永ミールサービス 飲食店営業（仕出し屋） 給食弁当 0221138 令和2年8月20日 令和7年12月31日

マルナカ築港店 岡山市南区築港元町１４番１号 902-5522 代表取締役 平尾健一 マックスバリュ⻄日本㈱ 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 0222500 令和3年2月25日 令和8年12月31日

けんちゃん弁当 岡山市南区福吉町３番２８号 230-7747 代表取締役 田岡弘美 ㈱ちゃん健 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 0220732 令和2年6月23日 令和7年12月31日

本家かまどやＰモール泉田店 岡山市南区泉田３８２番地１ 244-0039 森真由美 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 0221066 令和2年7月30日 令和7年12月31日

パン焼き小屋ｍｉｇｎｏｎ 岡山市南区泉田三丁目２番２１−１号 233-8520 代表取締役 横田佳奈子 ㈱夢夢 飲食店営業（仕出し屋） 調理パン 0220536 令和2年6月2日 令和7年12月31日

ほっともっと豊成店 岡山市南区豊成二丁目４番１７号 261-5066 渡邉麻記子 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 0221104 令和2年8月20日 令和7年12月31日

⼲し肉 ＫＩＮＧＯ− 岡山市南区豊成三丁目６番５号 264-7089 脇原準 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 0220792 令和2年8月18日 令和7年12月31日

手作りエッセン 岡山市南区福富⻄三丁目７番１５号 261-7277 ⽯岡和也 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 0221162 令和2年8月27日 令和7年12月31日

大東建託㈱ 岡山市東区上道北方６６３番地１ 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 0221079 令和2年8月4日 令和8年4月30日

セブン-イレブン岡山東花尻店 岡山市一円 早瀬隆博 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0221022 令和2年7月21日 令和8年1月31日

麺屋台うまし 岡山市一円 ⻑谷川恵介 飲食店営業（特殊形態） 自動車 0222509 令和3年2月9日 令和9年1月31日

Ｒｅｉｎｅ Ｂｒｉｌｌｅ 岡山市一円 藤本幸来 飲食店営業（特殊形態） 自動車 0220562 令和2年6月2日 令和8年1月31日

ＭＯＢＹ サテライト 岡山市一円 代表取締役 森一生 ㈱六基 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0220593 令和2年6月4日 令和8年1月31日

モータウンタコス 岡山市一円 代表取締役 薬師寺薫 ㈱グリースモンキーズ 飲食店営業（特殊形態） 自動車 0222163 令和3年1月5日 令和8年1月31日

茶千樹 岡山市一円 代表社員 若林光晴 合同会社ワカバヤシ 飲食店営業（特殊形態） 自動車 0222645 令和3年2月18日 令和9年1月31日

ＫＩＳＳ ＭＥ ＩＣＥ 岡山市一円 代表取締役 髙橋直也 晴レノヒ㈱ 飲食店営業（特殊形態） 自動車 0221099 令和2年8月6日 令和8年2月28日
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ＳＰＩＣＥ ＰＵＢ ＲＥＧＬＡＧＥ 岡山市一円 馬越洋平 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0221902 令和2年11月26日 令和8年2月28日

ｋｏｅ ｐｉｚｚａ ｏｋａｙａｍａ 岡山市一円 235-8216 代表取締役社⻑ 立花隆央 ㈱ストライプインターナショナル 飲食店営業（特殊形態） 自動車 0220013 令和2年4月9日 令和8年2月28日

尾道らーめん燈 岡山市一円 230-0799 代表取締役 竹内庸平 ㈱ＶＥＳＴＩ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0220851 令和2年6月30日 令和8年2月28日

暮らしと珈琲 岡山市一円 代表取締役 脇山賢一 ㈱暮らしと珈琲 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0221414 令和2年10月6日 令和8年3月31日

たこ焼き３５８ 岡山市一円 及部道代 飲食店営業（特殊形態） 自動車 0220675 令和2年6月11日 令和8年3月31日

柒茶ＳＥＶＥＮ ＴＥＡ 岡山市一円 ⻘海 飲食店営業（特殊形態） 自動車 0221682 令和2年11月10日 令和8年3月31日

一 岡山市一円 岸本一子 飲食店営業（特殊形態） 自動車 0222024 令和2年12月10日 令和8年3月31日

うみ 岡山市一円 ⻄川海山 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0222134 令和2年12月24日 令和8年3月31日

平和町喜和味 岡山市一円 代表取締役 大木康広 ㈱ＯＯＫＩ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0222149 令和2年12月24日 令和8年3月31日

やまとん農園 岡山市一円 重松真広 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0222744 令和3年3月4日 令和8年3月31日

岡山プラザホテル 岡山市一円 代表取締役 永山久夫 岡山プラザホテル㈱ 飲食店営業（特殊形態） 自動車 0222795 令和3年3月9日 令和8年3月31日

みなせん（４１２）号車 岡山市一円 片岡基信 飲食店営業（特殊形態） 自動車 0221074 令和2年8月4日 令和8年4月30日

ＣＲＥＰＥ ＢＯＭ 岡山市一円 下山衛 飲食店営業（特殊形態） 自動車 0221101 令和2年8月6日 令和8年4月30日

Ｆａｒｍｅｒʼｓ Ｃｈｏｃｏｌａｔｅ Ｏｄａｌｉｓ 岡山市一円 五十里幸恵 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0222309 令和3年1月19日 令和8年4月30日

⽯⿊ 岡山市一円 浪速加寿美 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0220640 令和2年6月11日 令和8年4月30日

ＭＳ ＣＲＥＡＴＥ ＣＲＥＰＥ ＢＯＭ ２号 岡山市一円 下山衛 飲食店営業（特殊形態） 自動車 0222168 令和3年1月7日 令和8年4月30日

Ｙｏｕ−ｂｅ ｂｒａｎｄ 岡山市一円 土屋遼介 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0222892 令和3年3月16日 令和8年4月30日

やたい がんちゃん 岡山市一円 岩古泰典 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0221142 令和2年8月25日 令和8年5月31日

パイシーパイス 岡山市一円 田畑智美 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0221855 令和2年11月19日 令和8年5月31日

Ｔａｔｓｕｍｉʼｓ ｋｉｔｃｈｅｎ 岡山市一円 佐藤麻柚子 飲食店営業（特殊形態） 自動車 0222278 令和3年1月14日 令和8年5月31日

俺の牛串 岡山市一円 片島秀人 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0220308 令和2年5月14日 令和7年5月31日

ａｍｏｎ＿ｓａｎｄ 岡山市一円 元井一尋 飲食店営業（特殊形態） 自動車 0221023 令和2年7月21日 令和8年5月31日

優雅 岡山市一円 楢村祐一 飲食店営業（特殊形態） 自動車 0221054 令和2年7月30日 令和8年5月31日

やたい がんちゃん 岡山市一円 岩古泰典 飲食店営業（特殊形態） 自動車 0221163 令和2年8月27日 令和8年5月31日

岡山市一円 溝部光優 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0222166 令和3年1月5日 令和8年5月31日

天満屋岡山店Ｂ１Ｆ催場 岡山市北区表町二丁目１番１号天満屋岡山店Ｂ１Ｆ催場 代表取締役社⻑ 江國成基 ㈱天満屋 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0220914 令和2年7月8日 令和7年7月31日

屋台ラーメン 岡山市一円 是松英一 飲食店営業（特殊形態） 曳車 0220060 令和2年4月9日 令和7年9月30日



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

集舗辰⺒店 岡山市一円 242-6636 代表取締役 足立誠士 ㈱集舗 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0220547 令和2年6月2日 令和7年9月30日

ｃａｆｅ ｍｙｄｏ−ｙａ Ⅱ 岡山市一円 米⼾仁司 飲食店営業（特殊形態） 自動車 0221059 令和2年7月30日 令和7年9月30日

ゆめこうば 岡山市一円 理事⻑ 渡辺清一郎 社会福祉法人希望 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0222448 令和3年2月4日 令和8年9月30日

ＪＢʼｓ 岡山市一円 難波規之 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0222580 令和3年2月16日 令和8年9月30日

アンジュ 岡山市一円 鈴木裕美 飲食店営業（特殊形態） 自動車 0220061 令和2年4月9日 令和7年10月31日

六月堂 岡山市一円 山崎達史 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0221554 令和2年10月22日 令和7年10月31日

らーめん辰弥 岡山市一円 代表取締役 橋本辰弥 ㈱らーめん辰弥 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0222551 令和3年2月16日 令和8年10月31日

みちくさスコーン 岡山市一円 森郁恵 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0221039 令和2年8月27日 令和7年10月31日

タマゴハサミ屋 岡山市一円 代表社員 北山敏久 合同会社ＭｏｍｏＴｅｒｒａｃｅ岡山 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0221092 令和2年8月6日 令和7年11月30日

ひなせキッチン 岡山市一円 安良田有香 飲食店営業（特殊形態） 自動車 0221159 令和2年8月25日 令和7年11月30日

おにぎりのくに 岡山市一円 荒木綾子 飲食店営業（特殊形態） 0221217 令和2年9月8日 令和7年11月30日

Ｃａｆｅ ｍａｋｉｙａｍａ Ｔｏｏｏｏｏｏ 岡山市一円 伊藤勢也 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0221246 令和2年9月8日 令和7年11月30日

一歩 岡山市一円 渡邊浩一 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0221354 令和2年9月24日 令和7年11月30日

園田商事 岡山市一円 代表取締役 園田祐介 ㈱大阪洛翠 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0221368 令和2年9月29日 令和7年11月30日

株式会社ＦＬＣ ｄｅｓｉｇｎ 岡山市一円 050-1744-9306 代表取締役 中里真一 ㈱ＦＬＣ ｄｅｓｉｇｎ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0221688 令和2年11月10日 令和7年11月30日

とりしん 岡山市一円 三宅伸二 飲食店営業（特殊形態） 自動車 0221712 令和2年11月10日 令和7年11月30日

ＰＡＳＩＯＮ 岡山市一円 山脇節史 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0221772 令和2年11月12日 令和7年11月30日

こうめい 岡山市一円 代表取締役 松田宗久 ㈱スリーパーティーズ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0221866 令和2年11月19日 令和7年11月30日

結ファーム 岡山市一円 代表取締役 賴則悦華 農地所有適格法人結ファーム㈱ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0221922 令和2年12月1日 令和8年11月30日

原食品 岡山市一円 原悟志 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0222027 令和2年12月15日 令和8年11月30日

株式会社ＭＩＹＡＫＯ 岡山市一円 代表取締役 伊藤嘉孝 ㈱ＭＩＹＡＫＯ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0222710 令和3年3月4日 令和8年11月30日

Ｓ ＴＵＲＫＡ 岡山市北区今岡７０５番地１吉備ＳＡ（上り線） ＩＮＡＮＬＩ ＳＥＲＢＵＬＥＮＴ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0222117 令和2年12月24日 令和8年11月30日

Ｓ ＴＵＲＫＡ 岡山市一円 ＩＮＡＮＬＩ ＳＥＲＢＵＬＥＮＴ 飲食店営業（特殊形態） 自動車 0220132 令和2年4月16日 令和7年11月30日

Ｑｕｒｕ Ｑｕｒｕ 岡山市一円 岡秋太郎 飲食店営業（特殊形態） 自動車 0220163 令和2年4月21日 令和7年11月30日

Ｈａｐｐｙ Ｋｉｔｃｈｅｎ Ｗｉｌｌ 岡山市一円 今坂裕子 飲食店営業（特殊形態） 自動車 0220428 令和2年5月19日 令和7年11月30日

山上秀文 岡山市一円 山上秀文 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0220564 令和2年6月2日 令和7年11月30日

速水商店 岡山市一円 速水秀樹 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0220696 令和2年6月16日 令和7年11月30日
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ＣＡＦＥ ＴＯＰＡ 岡山市一円 中桐颯太 飲食店営業（特殊形態） 自動車 0220850 令和2年6月30日 令和7年11月30日

美月家 岡山市一円 月城雄哉 飲食店営業（特殊形態） 自動車 0220944 令和2年7月9日 令和7年11月30日

櫃ノ上商会 岡山市一円 櫃ノ上清文 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0221042 令和2年7月28日 令和7年11月30日

元町珈琲岡山⻘江の離れ 岡山市一円 233-6660 代表取締役 川村広晶 ㈱クリンプロ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0221118 令和2年8月13日 令和7年11月30日

Ｃｙｏｉ−Cｙｏｉ Sｔｙｌｅ 岡山市一円 太田早苗 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0221179 令和2年9月1日 令和7年11月30日

Ｍｏｍｏｄｕ´ｓ ＧＡＬＬＥＲＹ 岡山市一円 代表取締役 木下弘将 ㈱ｆｒｕｃｅｅｄ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0221275 令和2年9月10日 令和7年11月30日

やきとり⻯鳳（宇都宮８８０あ１７０６） 岡山市一円 代表取締役 鈴木明治 ㈱全国チェーン⻯鳳 飲食店営業（特殊形態） 自動車 0221432 令和2年10月6日 令和7年11月30日

れきしんカレー 岡山市一円 代表取締役 峰岸秀政 オールブルー㈱ 飲食店営業（特殊形態） 自動車 0221597 令和2年10月29日 令和7年11月30日

菓しゅう 岡山市一円 松井幸子 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0221887 令和2年11月26日 令和7年11月30日

８．ＯｔｔＯＫＩＴＣＨＥＮ 岡山市一円 大賀尊文 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0221903 令和2年12月1日 令和8年11月30日

ＳＵＮＮＹ ＰＩＺＺＡ 岡山市一円 代表取締役 寄木秋弘 ㈲ヒロムサンライズ 飲食店営業（特殊形態） 自動車 0222658 令和3年2月25日 令和8年11月30日

へのへのもへじ 岡山市一円 代表取締役 森本純子 ㈱Ｇ・Ｇカンパニー 飲食店営業（特殊形態） 自動車 0222699 令和3年2月25日 令和8年11月30日

ＡＳＰ 岡山市一円 大坪義和 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0222730 令和3年3月4日 令和8年11月30日

筑豊ラーメン山小屋 岡山市一円 287-9282 ⾦子弘之 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0222978 令和3年3月25日 令和8年11月30日

イモト商店 岡山市一円 井本京子 飲食店営業（特殊形態） 自動車 0221888 令和2年11月26日 令和7年12月31日

ＭＳ Ｆｏｏｄ ｔｒｕｃｋ 岡山市一円 代表取締役 原文男 ㈱Ｔｉｋｉナビトラベル 飲食店営業（特殊形態） 自動車 0222106 令和2年12月22日 令和7年12月31日

５２９ ＫＯ−ＦＵＫＵ 岡山市一円 代表取締役 吉村真生 リアライブ㈱ 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0220953 令和2年7月14日 令和7年12月31日

岡山翠果撰本舗あんさんぶる 岡山市一円 山本健二 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0221008 令和2年7月21日 令和7年12月31日

岡山グリーンホテル 岡山市北区駅前町二丁目４番８号 225-7211 代表取締役 河田清忠 ㈲湯迫温泉 飲食店営業（旅館） ホテル 0222681 令和3年2月22日 令和8年2月28日

紬屋旅館 岡山市北区南方二丁目３番３９号 230-2283 武田悠佑 飲食店営業（旅館） 簡易宿泊所 0221619 令和2年11月5日 令和8年2月28日

スーパーホテル岡山駅東⼝ 岡山市北区桑田町１７番１０号 233-9000 代表取締役 山本健策 ㈱スーパーホテル 飲食店営業（旅館） ホテル 3122873 令和2年4月7日 令和8年2月28日

益野旅館 岡山市東区益野町６番地１０ 207-2017 井内文子 飲食店営業（旅館） 0222922 令和3年3月23日 令和8年4月30日

岡山スクエアホテル２Ｆカフェ 岡山市北区田町二丁目５番１２号 232-1101 代表取締役 松原貢太郎 ㈱岡山スクエアホテル 飲食店営業（旅館） ホテル 0220231 令和2年4月28日 令和7年6月30日

レストラン巴 岡山市北区平和町５番１号後楽ホテル２F 221-7111 代表取締役社⻑ 生本純一 みのるホテル事業㈱ 飲食店営業（旅館） ホテル 0222505 令和3年2月18日 令和8年6月30日

ｍｉｌｌｅ ｆｌｅｕｒ ミル フルール 岡山市北区大安寺東町２番１４号 柳瀬和子 菓子製造業 洋菓子 0221532 令和2年10月27日 令和8年1月31日

菓子工房おやつの６４ 岡山市北区⻄崎本町１２番４１号 鈴木由子 菓子製造業 洋菓子 0220561 令和2年6月4日 令和8年1月31日

ラ・ムー大安寺店 岡山市北区野殿東町１番５５号 214-0512 代表取締役 大賀昭司 大⿊天物産㈱ 菓子製造業 0222786 令和3年3月23日 令和9年1月31日
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ＰＲＥＳＳ ＢＵＴＴＥＲ ＳＡＮＤ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２ＦＥ２０１ 230-5339 代表取締役社⻑ 山田純平 ㈱ＢＡＫＥ 菓子製造業 洋菓子 0220044 令和2年4月16日 令和8年1月31日

グランディールさんすて岡山店 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山北館１F N１１２ 238-5565 代表取締役 鈴木基生 ㈱オールハーツ・カンパニー 菓子製造業 0221175 令和2年9月8日 令和8年1月31日

⻄⼝フードサークル（やす⼋商店・がや・ｍｏｆｕ−ｄｏｒａ） 岡山市北区駅元町２２番１８号くすの木ビル１Ｆ 代表取締役 ⿊⽯靖 ㈱靖幸 菓子製造業 和菓子 0222771 令和3年3月18日 令和9年1月31日

株式会社蔵家岡山工場 岡山市北区辰⺒４２番地１０１パサージュ１０１ １Ｆ 259-1528 代表取締役 田中悟 ㈱蔵家 菓子製造業 洋菓子 0222526 令和3年3月11日 令和9年1月31日

Art Brut 岡山市北区田中１５４番地１１０ 259-0323 代表取締役 木村充均 ㈱ＭＯＫＵＳＯＮ 菓子製造業 洋菓子 0221581 令和2年10月27日 令和8年1月31日

岡山県立岡山⻄支援学校実習室Ａ 岡山市北区田中５７９番地 243-4535 校⻑ 平賀和治 岡山県立岡山⻄支援学校 菓子製造業 洋菓子 0221062 令和2年8月4日 令和8年1月31日

ＭＡＲＳ ＬＡＢ 岡山市北区問屋町１１番地１０６ＴＯＩＹＡＣＨＯ ＢＯＯＴＨ ＢＬＤ１Ｆ１０２号 239-8981 代表取締役 原卓也 ＭＡＲＳ Ｊａｐａｎ㈱ 菓子製造業 パン 0221583 令和2年11月10日 令和8年1月31日

ファミリーマート岡山問屋町店 岡山市北区問屋町１３番地１０１ 805-1811 代表取締役 山田義昭 ㈲⿅嶋商店 菓子製造業 その他 0222347 令和3年1月19日 令和8年1月31日

ＢＡＫＥＲＹ ＴＥＲＵＯ 岡山市北区中仙道一丁目１番１５号 246-0345 代表取締役 田辺治 ㈱ＴＥＲＵＯ 菓子製造業 パン 0221219 令和2年9月15日 令和8年1月31日

フェリヌ．Ｃａｆｅ．ｔｉｍｅ 岡山市北区北⻑瀬表町二丁目１７番８０号Ｄ−１２０ 代表取締役 河田明記 ＰＵ−ＡＮ企画㈱ 菓子製造業 洋菓子 0222136 令和2年12月24日 令和8年1月31日

シフォン ソワ 岡山市北区東花尻２５４番地５ 293-3261 藤原富二郎 菓子製造業 洋菓子 0222203 令和3年1月12日 令和8年1月31日

ａｌｆｅｒ 岡山市北区東花尻３４０番地１レジデンスイタノ１Ｆテナント中央 阿地由季子 菓子製造業 洋菓子 0220819 令和2年7月9日 令和8年1月31日

ローソン岡山庭瀬店 岡山市北区平野９３３番地３ 250-8180 代表取締役 高見秀作 ㈱高見 菓子製造業 その他 0220372 令和2年6月2日 令和8年1月31日

セブン−イレブン岡山野田屋町２丁目店 岡山市北区野田屋町二丁目１１番１７号 232-3701 神谷敏男 菓子製造業 その他 0221015 令和2年7月28日 令和8年2月28日

ＩＣＨＩCＯ 岡山市北区駅前町一丁目２番１５号−２ 代表取締役 ⽯橋尚 ㈱ＡＬＥＴＴＡ 菓子製造業 洋菓子 0220660 令和2年6月16日 令和8年2月28日

マスカットファクトリー 岡山市北区駅前町一丁目８番１８号イコットニコット１Ｆ 070-8360-7210 重松将夫 菓子製造業 洋菓子 0222107 令和2年12月24日 令和8年2月28日

ファミリーマート岡山駅前店 岡山市北区駅前町二丁目１番１０１号JR岡山駅第１ＮＫビル１Ｆ 234-6171 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 0221558 令和2年10月27日 令和8年2月28日

ＰＩＺＺＥＲＩＡ ＴＲＡＴＴＯＲＩＡ Ｄｕｏｍｏ 岡山市北区錦町３番４号山佐ビル１Ｆ１０１号 227-1117 代表取締役 平田和大 ㈲ぼんくら 菓子製造業 洋菓子 0222525 令和3年2月16日 令和8年2月28日

ＰＵＢＬＩＣ 岡山市北区錦町８番１９号シオモリパート２ １Ｆ 代表取締役 打谷直樹 ㈱ＨＩＴ ＰＬＵＳ 菓子製造業 パン 0220446 令和2年5月28日 令和8年2月28日

銀座に志かわ 岡山後楽園通店 岡山市北区弓之町１番１号 801-2400 代表取締役 狩野良弘 赤澤屋㈱ 菓子製造業 パン 0220153 令和2年4月23日 令和8年2月28日

偉大なる発明岡山店 岡山市北区下⽯井一丁目２番１号イオンモール岡山１Ｆ１０５０ 238-9575 代表取締役 若松孝一郎 ㈱ＡＺｏｏｍ 菓子製造業 パン 0320867 令和2年7月16日 令和8年2月28日

ｐａｎｓｉｄｅ 岡山市中区中島６７番地 201-7236 横打雄太 菓子製造業 パン 0220587 令和2年6月9日 令和8年3月31日

ローソン岡山浜三丁目店 岡山市中区浜三丁目３番２３号 270-6620 坪井啓明 菓子製造業 その他 0222852 令和3年3月11日 令和8年3月31日

セブン−イレブン岡山原尾島１丁目店 岡山市中区原尾島一丁目５番４８号 272-8717 山内重臣 菓子製造業 その他 0221204 令和2年9月15日 令和8年3月31日

もなど喫茶店 岡山市中区国富一丁目３番１３号 238-3166 ⽯井寛子 菓子製造業 洋菓子 0221078 令和2年8月6日 令和8年3月31日

米粉シフォンケーキ専門教室ｋｏｎａｙｕｋｉ 岡山市東区目⿊町１８０番地５３ 井上直子 菓子製造業 洋菓子 0222781 令和3年3月9日 令和8年4月30日

ＮｉｋｏＤｅ 岡山市東区⻄大寺東三丁目４番１２号 944-8777 代表取締役 横山由基 ㈱Ｎｉｋｏｍａｒｕ 菓子製造業 パン 0220585 令和3年1月12日 令和8年4月30日



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

ディオ⻄大寺店パクパク 岡山市東区河本町１２０番地１ 944-8700 代表取締役 大賀昭司 大⿊天物産㈱ 菓子製造業 回転焼 0221358 令和2年9月29日 令和8年4月30日

ローソン岡山⻄大寺浜店 岡山市東区⻄大寺浜６２８番地１ 944-6422 舟木哲也 菓子製造業 その他 0222875 令和3年3月16日 令和8年4月30日

プチ工房 岡山市東区瀬⼾町弓削９９２番地 伊久富由野 菓子製造業 パン 0222528 令和3年3月2日 令和8年4月30日

菓子屋てとて 岡山市北区大元一丁目７番１１号 楢村誠 菓子製造業 和菓子 0221330 令和2年10月13日 令和8年5月31日

ローソン岡大病院店 岡山市北区⿅田町二丁目５番１号岡山大学病院内 233-8608 代表理事 小出典男 一般財団法人積善会 菓子製造業 0220007 令和2年4月23日 令和7年5月31日

ハンプティーダンプティー岡山⻘江店 岡山市北区⻘江一丁目１番２５号 201-5525 取締役社⻑ 岡本龍二 ㈱ブルーメイト 菓子製造業 その他 0221348 令和2年9月29日 令和8年5月31日

パティスリー コモル 岡山市北区南中央町９番６号 230-1519 菰⼝茂 菓子製造業 洋菓子,パン 0220283 令和2年7月7日 令和8年5月31日

ファミリーマート岡山岡南町店 岡山市北区岡南町二丁目２番４３号 235-8010 代表取締役 山田義昭 ㈲⿅嶋商店 菓子製造業 洋菓子 0222345 令和3年1月21日 令和8年5月31日

ファミリーマート岡山奥田店 岡山市北区奥田本町４番１０号 226-1300 代表取締役 山田義昭 ㈲⿅嶋商店 菓子製造業 洋菓子 0222344 令和3年1月19日 令和8年5月31日

覚王山フルーツ大福弁才天岡山店 岡山市北区中山下一丁目７番３２号 206-7708 代表取締役 立川晃英 ㈱ＣＯＯＫＭＡＮ 菓子製造業 和菓子 0221569 令和2年11月10日 令和8年6月30日

株式会社 源吉兆庵 田町事業所 岡山市北区田町一丁目１１番１３号 364-1101 代表取締役社⻑ 岡田憲明 ㈱源吉兆庵 菓子製造業 和菓子 0220656 令和2年6月16日 令和7年6月30日

大福屋山月 岡山市北区田町一丁目１２番１号山月ビル１Ｆ 289-5333 代表取締役 安部益寧 ㈱山脇山月堂 菓子製造業 和菓子 0222179 令和3年1月28日 令和8年6月30日

平和町喜和味 岡山市北区平和町１番１０号野村ビル４F 222-2288 代表取締役 大木康広 ㈱ＯＯＫＩ 菓子製造業 洋菓子 0222170 令和3年1月7日 令和8年6月30日

畑でとれるアイスのお店AOBA 岡山市北区内山下一丁目１５番１０号 206-4740 代表取締役 乙倉慎司 ㈱１０００ｎ 菓子製造業 洋菓子 0221238 令和2年10月6日 令和8年7月31日

ローソン岡山県庁店 岡山市北区内山下二丁目４番６号岡山県庁⻄庁舎１Ｆ 803-3116 代表取締役社⻑ 目⿊俊治 ㈱ポプラリテール 菓子製造業 その他 0222095 令和3年1月4日 令和8年7月31日

むらか美・フッセン 岡山市北区京橋町７番１５号 225-9877 取締役 村上努 ㈲むらか美 菓子製造業 洋菓子 0221194 令和2年9月3日 令和8年7月31日

メメシルヴィ 岡山市北区表町一丁目７番２２号小林ビル３F 代表取締役 山本和志 ㈱プレヴナン 菓子製造業 洋菓子 0221873 令和2年11月26日 令和8年7月31日

いなほやファクトリー 岡山市北区表町一丁目８番６７号セイホウビル１Ｆ 226-2110 塩谷昌平 菓子製造業 洋菓子 0221052 令和2年8月6日 令和8年7月31日

ｃｈｅｚ Ｋｕｍａｒｉ−シェ＊クマリ 岡山市北区表町一丁目１０番２３号表町ライフ２Ｆ⻄側 赤坂真里 菓子製造業 洋菓子 0222934 令和3年3月30日 令和8年7月31日

ＭＯＭＩ＆ＴＯＹʼＳ 岡山市北区表町二丁目１番１号てんちかFOOD GARDEN 231-7099 代表取締役 檜垣周作 ㈱アルテゴ 菓子製造業 その他 0221441 令和2年10月6日 令和8年7月31日

天満屋饅頭 岡山市北区表町二丁目１番１号てんちかＦＯＯＤ ＧＡＲＤＥＮ 231-7654 代表取締役 伊原木省五 丸田産業㈱ 菓子製造業 和菓子 0222056 令和2年12月22日 令和8年7月31日

フレスタ津島店 岡山市北区津島南二丁目２番７号B１F 251-3800 代表取締役 宗兼邦生 ㈱フレスタ 菓子製造業 パン 0221286 令和2年9月29日 令和8年7月31日

ベイクショップヘルメス大福店 岡山市南区大福３１４番地 282-2806 代表社員 中村文洋 中村ベーカリー合同会社 菓子製造業 パン 0221123 令和2年8月13日 令和7年9月30日

ｏｌｖｅ ｃｈａｒｔｓ 岡山市南区東畦１５７番地７ 282-0059 大倉研二 菓子製造業 その他 0220938 令和2年7月30日 令和7年9月30日

かえでカフェ 岡山市南区藤田２０５番地 239-8228 代表取締役社⻑ 原克典 ㈲岡山ツーバイ工業 菓子製造業 洋菓子 0222074 令和2年12月17日 令和8年9月30日

日々のカフェ 岡山市南区⻄高崎６２番地２３ＨＩＢＩ ＨＡＣＯ１Ｆ・２Ｆ 239-7073 代表取締役 田村亜里沙 ㈱日々 菓子製造業 洋菓子 0222829 令和3年3月23日 令和8年9月30日

岡山ふれあいの会 岡山市中区倉田２４１番地２０岡山ふれあいの会 光森恵子 菓子製造業 洋菓子 0222182 令和3年1月26日 令和8年10月31日
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サク・デ・パナデリア 岡山市中区山崎２２０番地１ 230-0302 瀬⼾⼝幸恵 菓子製造業 パン 0221077 令和2年8月27日 令和7年10月31日

まるた 岡山市中区円山７７番地１ 片山広章 菓子製造業 回転焼 0222408 令和3年1月26日 令和8年10月31日

キムラヤのパン円山店 岡山市中区円山１１５番地１ハピーズ円山店内 274-5858 代表取締役 梶谷周平 ㈱岡山木村屋 菓子製造業 パン 0221371 令和2年9月24日 令和7年10月31日

みちくさスコーン 岡山市中区円山１０７０番地９ 森郁恵 菓子製造業 洋菓子 0221038 令和2年8月27日 令和7年10月31日

マルナカ中井町店 岡山市北区中井町一丁目２８０番２号 231-2723 代表取締役 平尾健一 マックスバリュ⻄日本㈱ 菓子製造業 パン 0222150 令和3年2月16日 令和8年11月30日

Ｈｏｔｓｕ Ｈｏｔｓｕ 岡山市北区大和町二丁目９番１８号パレスコンフォート大和町１FＡ 234-3383 松田沙妃 菓子製造業 パン 0222600 令和3年2月18日 令和8年11月30日

MAKOA COFFEE 岡山市北区楢津１５１番地１ 284-4888 代表取締役 柴本雄一 ㈱オフィス・サイフォン 菓子製造業 洋菓子 0220777 令和2年6月25日 令和7年11月30日

ファミリーマート岡山一宮店 岡山市北区楢津６５２番地４ 286-4141 代表取締役 山田義昭 ㈲⿅嶋商店 菓子製造業 その他 0222346 令和3年1月21日 令和8年11月30日

マルナカ一宮店 岡山市北区楢津６５９番地６ 284-9151 代表取締役 平尾健一 マックスバリュ⻄日本㈱ 菓子製造業 パン 3122894 令和2年4月14日 令和7年11月30日

ローソン岡山リサーチパーク前店 岡山市北区芳賀１６６０番地３８ 259-5655 ⻄城俊夫 菓子製造業 その他 0220128 令和2年4月28日 令和7年11月30日

観空産業株式会社 岡山市北区日応寺９３７番地 代表取締役 福田泰人 観空産業㈱ 菓子製造業 その他 0220999 令和2年7月21日 令和7年11月30日

つだか風の谷 岡山市北区横井上１９２６番地１ 294-8500 理事 神田隆正 特定非営利活動法人津高生活交流センター 菓子製造業 洋菓子 3122293 令和2年4月2日 令和7年11月30日

ローソン総社インター店 岡山市北区高塚１４７番地１ 905-0255 定廣貴治 菓子製造業 その他 0222870 令和3年3月25日 令和8年11月30日

ファミリーマート岡山下足守店 岡山市北区下足守１９２１番地５ 295-2005 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 0221881 令和2年11月26日 令和7年11月30日

ｏｍｏや５４５ 岡山市北区御津新庄５４５番地 050-3740-8545 代表取締役 中里真一 ㈱ＦＬＣ ｄｅｓｉｇｎ 菓子製造業 洋菓子 0221563 令和2年10月22日 令和7年11月30日

Ｆａｒｍｅｒʼｓ Ｃｈｏｃｏｌａｔｅ Ｏｄａｌｉｓ 岡山市北区御津新庄１８８９番地 五十里幸恵 菓子製造業 洋菓子 0222669 令和3年3月2日 令和8年11月30日

ホトトギスファーム野々⼝工房 岡山市北区御津野々⼝１４４６番地１ 724-1501 代表取締役 吉原修蔵 ホトトギス㈱ 菓子製造業 洋菓子 0220168 令和2年5月7日 令和7年11月30日

株式会社河本食品 岡山市北区建部町富沢４２８番地３ 722-0205 代表取締役 山田早苗 株式会社河本食品 菓子製造業 和菓子 0220141 令和2年4月30日 令和7年11月30日

ディオ岡山南店 岡山市南区洲崎二丁目５番３２号 261-6766 代表取締役 大賀昭司 大⿊天物産㈱ 菓子製造業 回転焼 0221357 令和2年10月1日 令和7年12月31日

ローソン岡山福富中店 岡山市南区福富中一丁目２番１２０号 261-8720 本郷信之 菓子製造業 その他 0222877 令和3年3月16日 令和8年12月31日

サーティワンアイスクリーム天満屋ハピータウン岡南店 岡山市南区築港新町一丁目１８番５号天満屋ハピータウン岡南店１Ｆ 263-9931 代表取締役 難波賢治 ㈲ナンバ・サーティワン 菓子製造業 その他 0222451 令和3年2月25日 令和8年12月31日

株式会社 源 吉兆庵 築港工場 岡山市南区築港新町一丁目２４番２１号２Ｆ 941-8816 代表取締役 岡田憲明 ㈱源吉兆庵 菓子製造業 パン 0221126 令和2年9月8日 令和7年12月31日

おかやまフルーツキッチン２ 岡山市南区築港元町４番１号 264-6611 代表取締役 河原道典 岡三フーズサプライ㈱ 菓子製造業 洋菓子 0221574 令和2年10月27日 令和7年12月31日

パン焼き小屋ｍｉｇｎｏｎ 岡山市南区泉田三丁目２番２１−１号 233-8520 代表取締役 横田佳奈子 ㈱夢夢 菓子製造業 パン 0220537 令和2年6月2日 令和7年12月31日

ｃｏｔｔｏｎｐａｎ 岡山市南区浦安本町２１番１７号 岡本さつき 菓子製造業 洋菓子 0222582 令和3年2月25日 令和8年12月31日

Ｒｅｉｎｅ Ｂｒｉｌｌｅ 岡山市一円 藤本幸来 菓子製造業（特殊形態） 0220563 令和2年6月2日 令和8年1月31日

ポン太 岡山市一円 安尾登 菓子製造業（特殊形態） 0221025 令和2年7月21日 令和8年1月31日



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

岡山プラザホテル 岡山市一円 代表取締役 永山久夫 岡山プラザホテル㈱ 菓子製造業（特殊形態） 0222796 令和3年3月9日 令和8年3月31日

ＣＲＥＰＥ ＢＯＭ 岡山市一円 下山衛 菓子製造業（特殊形態） 0221102 令和2年8月6日 令和8年4月30日

メルヘンの店「ミッケ」 岡山市一円 代表取締役 ⿊﨑誠 メルヘンフード㈱ 菓子製造業（特殊形態） 0221428 令和2年10月6日 令和8年4月30日

⽯⿊ 岡山市一円 浪速加寿美 菓子製造業（特殊形態） 0220641 令和2年6月11日 令和8年4月30日

ＭＳ ＣＲＥＡＴＥ ＣＲＥＰＥ ＢＯＭ ２号 岡山市一円 下山衛 菓子製造業（特殊形態） 0222169 令和3年1月7日 令和8年4月30日

ナナゴー 岡山市一円 南郷孝志 菓子製造業（特殊形態） 0221140 令和2年8月20日 令和8年5月31日

Ｗｅｓｔ Ｆｉｅｌｄ ｃａｆｅ 岡山市一円 ⻄村昇治 菓子製造業（特殊形態） 0221925 令和2年12月1日 令和8年9月30日

Ｌｅ ＣＬＯＣＫＬＥＳＳ ＣＡＦＥ 岡山市一円 田中未紀 菓子製造業（特殊形態） 0220835 令和2年6月30日 令和7年9月30日

枝光商店 岡山市一円 206-7844 枝光正敏 菓子製造業（特殊形態） 0222706 令和3年3月2日 令和8年10月31日

花ごころ 岡山市一円 麻生啓太 菓子製造業（特殊形態） 0221195 令和2年9月3日 令和7年11月30日

園田商事 岡山市一円 代表取締役 園田祐介 ㈱大阪洛翠 菓子製造業（特殊形態） 0221369 令和2年9月29日 令和7年11月30日

みみこデザート 岡山市一円 三船敏一 菓子製造業（特殊形態） 0221494 令和2年10月13日 令和7年11月30日

いもころ 岡山市一円 國富政男 菓子製造業（特殊形態） 0221709 令和2年11月10日 令和7年11月30日

チョコバナナ 岡山市一円 辻井晴樹 菓子製造業（特殊形態） 0221775 令和2年11月12日 令和7年11月30日

藤本商店 岡山市一円 藤本章 菓子製造業（特殊形態） 0222015 令和2年12月10日 令和8年11月30日

株式会社ＭＩＹＡＫＯ 岡山市一円 代表取締役 伊藤嘉孝 ㈱ＭＩＹＡＫＯ 菓子製造業（特殊形態） 0222711 令和3年3月4日 令和8年11月30日

ｆｌｏｒｅｓｔａ＿ｃａｒｒo 岡山市一円 森脇健太郎 菓子製造業（特殊形態） 0220580 令和2年6月4日 令和7年11月30日

美月家 岡山市一円 月城雄哉 菓子製造業（特殊形態） 0220945 令和2年7月9日 令和7年11月30日

元町珈琲岡山⻘江の離れ 岡山市一円 233-6660 代表取締役 川村広晶 ㈱クリンプロ 菓子製造業（特殊形態） 0221119 令和2年8月13日 令和7年11月30日

ＴʼＳ ＣＬＯＶＥＲ 岡山市一円 柴田知央 菓子製造業（特殊形態） 0222679 令和3年2月25日 令和8年11月30日

ＡＳＰ 岡山市一円 大坪義和 菓子製造業（特殊形態） 0222731 令和3年3月4日 令和8年11月30日

広島たま屋 岡山市一円 代表取締役 玉井宏生 ㈱合格 菓子製造業（特殊形態） 0222918 令和3年3月16日 令和8年11月30日

ａｌｏａｌｏ 岡山市一円 小谷規之 菓子製造業（特殊形態） 0222954 令和3年3月23日 令和8年11月30日

ジェリーズポップコーン 岡山市一円 髙橋和義 菓子製造業（特殊形態） 0222999 令和3年3月30日 令和8年11月30日

ｃｏｃｏｌｅ ｃａｆｅ 岡山市東区広谷３４８番地２ 050-5373-6220 田中弘毅 缶詰又は瓶詰食品製造業 0221006 令和2年7月21日 令和8年4月30日

Ｄ＆Ｔファーム食品加工場 岡山市南区⻄高崎８３番地２６ 363-0877 代表取締役 田中哲也 農業法人株式会社Ｄ＆Ｔファーム 缶詰又は瓶詰食品製造業 0220670 令和2年6月16日 令和7年9月30日

メガネの三城高柳店 岡山市北区高柳⻄町８番２７号 252-8114 代表取締役 澤田将広 ㈱三城 喫茶店営業 純喫茶 0221899 令和2年12月3日 令和8年1月31日



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

田中節三のバナナ 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山南館２ＦＥ２０２ 206-2338 代表取締役 李楠 幸福産業㈱ 喫茶店営業 その他 0220008 令和2年4月16日 令和8年1月31日

フルーツのスミヨシ 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 223-9374 代表取締役 槇富士夫 ㈱スミヨシ 喫茶店営業 その他 0222510 令和3年2月25日 令和9年1月31日

⻄⼝フードサークル（やす⼋商店・がや・ｍｏｆｕ−ｄｏｒａ） 岡山市北区駅元町２２番１８号くすの木ビル１Ｆ 代表取締役 ⿊⽯靖 ㈱靖幸 喫茶店営業 その他 0222770 令和3年3月18日 令和9年1月31日

日本茶専門店葉づき 岡山市北区田中６２４番地１ａｘｃｉｓ ｎａｌｆ（アクシスナーフ）中庭 筒井美穂 喫茶店営業 純喫茶 0220644 令和2年6月30日 令和8年1月31日

コーヒー亭 岡山市北区野田屋町一丁目３番３号-307 222-2637 代表取締役 福島幸子 ㈲ふじや毛糸 喫茶店営業 純喫茶 0222702 令和3年2月26日 令和8年2月28日

謝謝珍珠岡山店 岡山市北区幸町２番５号 代表取締役 小嶋遼 ㈱ＫＲＧ 喫茶店営業 純喫茶 0220797 令和2年6月25日 令和8年2月28日

コーヒー亭 岡山市北区⽯関町１番１２号 226-5858 代表取締役 福島幸子 ㈲ふじや毛糸 喫茶店営業 純喫茶 0222703 令和3年2月26日 令和8年2月28日

ＬＥＭＯＮＡＤＥ ｂｙ Ｌｅｍｏｎｉｃａ イオンモール岡山店 岡山市北区下⽯井一丁目２番１号イオンモール岡山１Ｆ１０４３−２ 430-5201 代表取締役 恒本靖 ㈱ネクスト 喫茶店営業 その他 0221088 令和2年8月25日 令和8年2月28日

赤木珈琲店 岡山市中区国富７４１番地３ 272-9490 代表取締役 赤木栄 ㈲珈琲屋 喫茶店営業 純喫茶 0222893 令和3年3月16日 令和8年3月31日

ハンプティーダンプティー岡山⻘江店 岡山市北区⻘江一丁目１番２５号 201-5525 取締役社⻑ 岡本龍二 ㈱ブルーメイト 喫茶店営業 その他 0221347 令和2年9月29日 令和8年5月31日

第二売店 岡山市北区⻘江二丁目１番１号岡山赤十字病院内南館１Ｆ 235-5117 代表取締役 高木孝昌 ㈱光洋ショップ−プラス 喫茶店営業 その他 0221529 令和2年11月2日 令和8年5月31日

ベイクショップヘルメス大福店 岡山市南区大福３１４番地 282-2806 代表社員 中村文洋 中村ベーカリー合同会社 喫茶店営業 純喫茶 0221124 令和2年8月13日 令和7年9月30日

藤音庵彦崎店 岡山市南区植松６１８番地 086-485-6807 代表取締役 甲斐宣亨 ウンプテンプ菓子工房㈱ 喫茶店営業 純喫茶 0220810 令和2年6月30日 令和7年9月30日

Ｙショップ岡山桃太郎空港店 岡山市北区日応寺１２７７番地岡山空港ターミナルビル１Ｆ 230-7540 代表取締役 水川宏一 岡山空港ターミナル㈱ 喫茶店営業 その他 0222543 令和3年3月9日 令和8年11月30日

サーティワンアイスクリーム天満屋ハピータウン岡南店 岡山市南区築港新町一丁目１８番５号天満屋ハピータウン岡南店１Ｆ 263-9931 代表取締役 難波賢治 ㈲ナンバ・サーティワン 喫茶店営業 その他 0222450 令和3年2月25日 令和8年12月31日

⻄日本旅客鉄道㈱岡山駅新幹線上りホーム 岡山市北区駅元町１番１号 221-1604 代表取締役社⻑ 森吉平 ㈱アペックス⻄日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 0220401 令和2年5月19日 令和8年1月31日

天満屋ハピーズ昭和町店 岡山市北区昭和町４番３８号 236-7140 代表取締役社⻑ 森吉平 ㈱アペックス⻄日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 0221997 令和2年12月10日 令和8年1月31日

ホンダカーズ岡山久米店 岡山市北区久米１９５番地１ 245-1551 代表取締役社⻑ 森吉平 ㈱アペックス⻄日本 喫茶店営業（自動販売形態） 0220671 令和2年6月16日 令和8年1月31日

大家族の湯岡山ロビー２ 岡山市北区久米１９７番地１ 805-4126 代表取締役社⻑ 森吉平 ㈱アペックス⻄日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 0220672 令和2年6月16日 令和8年1月31日

ヘルシーホームココカラ 岡山市北区問屋町２７番地１０８ 230-7336 代表取締役社⻑ 森吉平 ㈱アペックス⻄日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 0222547 令和3年2月12日 令和9年1月31日

ライフデザイン・カバヤ株式会社 岡山中央店 １階 岡山市北区北⻑瀬表町二丁目１３番１８号 246-3511 代表取締役社⻑ 森吉平 ㈱アペックス⻄日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 0221717 令和2年11月10日 令和8年1月31日

株式会社ハローズ花尻店 岡山市北区白⽯⻄新町９番地１１６ 253-5586 代表取締役 佐藤利行 ㈱ハローズ 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 0222391 令和3年2月2日 令和9年1月31日

スズキ岡山販売⻄岡山店 岡山市北区平野６２２番地５ 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 0221386 令和2年9月29日 令和8年1月31日

くすりのレデイ平野店 岡山市北区平野７６５番地６ 250-2425 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） 0221134 令和2年8月25日 令和8年1月31日

株式会社ハローズ庭瀬店 岡山市北区平野１１００番地１ 292-3888 代表取締役 佐藤利行 ㈱ハローズ 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 0221593 令和2年10月29日 令和8年1月31日

岡山情報処理センター 岡山市北区本町６番３６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 0222788 令和3年3月9日 令和9年2月28日

岡山県看護協会 岡山市北区兵団４番３１号 226-3638 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 0222424 令和3年2月2日 令和8年2月28日
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ファミリーマート学南町店（ベネッセコーポレーションサテライト自販機） 岡山市北区南方三丁目７番１７号ベネッセコーポレーション本社Ｂ１Ｆ 253-3693 重森芳枝 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 0221850 令和2年11月27日 令和8年2月28日

パチンコパーラーザゴルフ東側 岡山市中区原尾島一丁目５番４１号 272-7777 代表取締役社⻑ 森吉平 ㈱アペックス⻄日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 0220402 令和2年5月19日 令和8年3月31日

パチンコパーラーザゴルフカウンター側 岡山市中区原尾島一丁目５番４１号 272-7777 代表取締役社⻑ 森吉平 ㈱アペックス⻄日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 0220404 令和2年5月19日 令和8年3月31日

⻯操整形クリニック 岡山市中区藤原２１番地１ 273-1233 代表取締役 藤山雄一郎 ナショナル・ベンディング㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 0222141 令和2年12月24日 令和8年3月31日

バージン雄町店 岡山市中区雄町２７７番地 278-3000 代表取締役 河本大輔 アシード㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） 0221058 令和2年7月30日 令和8年3月31日

岡山ダイハツ㈱高屋店 岡山市中区兼基５０番地 279-0307 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 0221603 令和2年10月29日 令和8年3月31日

双葉車両株式会社 岡山市中区下２６０番地１ 279-7979 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 0221615 令和2年11月5日 令和8年3月31日

中四国セキスイハイム工業株式会社 岡山市東区古都宿１８９番地 279-6251 代表取締役 藤山雄一郎 ナショナル・ベンディング㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 0221614 令和2年11月5日 令和8年4月30日

中四国セキスイハイム工業㈱岡山① 岡山市東区古都宿１８９番地 279-6251 代表取締役社⻑ 森吉平 ㈱アペックス⻄日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 0222982 令和3年3月30日 令和8年4月30日

岡山学芸館高等学校 岡山 体育館前 岡山市東区⻄大寺上一丁目１９番１９号 942-3864 代表取締役社⻑ 森吉平 ㈱アペックス⻄日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 0220902 令和2年7月7日 令和8年4月30日

パチンコマルハチ⻄大寺店正面 岡山市東区⻄大寺南一丁目２番８号 942-8901 代表取締役社⻑ 森吉平 ㈱アペックス⻄日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 0220405 令和2年5月19日 令和8年4月30日

株式会社ハローズ⻄大寺店 岡山市東区⾦岡⻄町９２番地２ 943-4386 代表取締役 佐藤利行 ㈱ハローズ 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 0222025 令和2年12月10日 令和8年4月30日

くすりのレデイ⻄大寺店 岡山市東区⾦岡⻄町１０１番地１ 201-1356 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） 0221055 令和2年7月30日 令和8年4月30日

株式会社サンベルコ 岡山市東区升田５１９番地１ 948-3608 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 0221613 令和2年11月5日 令和8年4月30日

㈱ハローズ瀬⼾店従食 岡山市東区瀬⼾町瀬⼾１７８番地 952-3986 代表取締役社⻑ 森吉平 ㈱アペックス⻄日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 0221107 令和2年8月11日 令和8年4月30日

建デポプロ大元店 岡山市北区大元一丁目２番１１０号 805-6230 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 0221604 令和2年10月29日 令和8年5月31日

パナソニックリビングショールーム岡山 岡山市北区下中野３３７番地１０６ 241-0115 代表取締役 及川剛 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 0222950 令和3年3月23日 令和8年5月31日

㈱わたなべ生鮮館下中野店 岡山市北区下中野１２２２番地１ 805-1147 代表取締役 山本宏 ㈱わたなべ生鮮館 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 0222502 令和3年2月9日 令和8年5月31日

ビジネス・インキュベーター岡山 岡山市北区⻄古松二丁目２６番２２号ＢＩＯプラザ 805-7739 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 0222140 令和2年12月24日 令和8年5月31日

日通トランスポート岡山 岡山市北区⻄古松⻄町６番３号 242-4300 代表取締役社⻑ 藤井隆 ㈲日東ベンディング中国 喫茶店営業（自動販売形態） 0220351 令和2年5月14日 令和7年5月31日

パチンコマルハチ野田店自販機Ｃ 岡山市北区野田二丁目１４番２８号 241-0161 代表取締役社⻑ 森吉平 ㈱アペックス⻄日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 0220400 令和2年5月19日 令和7年5月31日

ウエルシア岡山東島田店 岡山市北区東島田町二丁目４番１６号 227-7500 代表取締役 松本忠久 ウエルシア薬局㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 0222626 令和3年3月2日 令和8年5月31日

岡山商工会議所 岡山市北区厚生町三丁目１番１５号 232-2260 代表取締役社⻑ 森吉平 ㈱アペックス⻄日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 0222128 令和2年12月24日 令和8年5月31日

トヨタカローラ岡山㈱本社２Ｆ食堂 岡山市北区⿅田町一丁目１番２６号 232-3200 代表取締役社⻑ 森吉平 ㈱アペックス⻄日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 0221106 令和2年8月11日 令和8年5月31日

株式会社天満屋ストア本部１Ｆ 岡山市北区岡町１３番１６号 232-7271 代表取締役社⻑ 森吉平 ㈱アペックス⻄日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 0220673 令和2年6月16日 令和8年5月31日

ＮＴＴ⻄日本岡山支店 岡山市北区中山下二丁目１番９０号 233-5566 代表取締役社⻑ 森吉平 ㈱アペックス⻄日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 0222830 令和3年3月11日 令和8年6月30日

赤十字血液センター シンフォニー ロビー 岡山市北区表町一丁目５番１号 225-6301 代表取締役社⻑ 森吉平 ㈱アペックス⻄日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 0222233 令和3年1月14日 令和8年7月31日
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株式会社天満屋コートヤード表町 岡山市北区表町一丁目１１番３８号 223-6112 代表取締役社⻑ 森吉平 ㈱アペックス⻄日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 0222129 令和2年12月24日 令和8年7月31日

株式会社天満屋ストア ハピーズ津島店 イートイン（ＣＣＷ協受） 岡山市北区津島桑の木町５番１号 236-6031 代表取締役社⻑ 森吉平 ㈱アペックス⻄日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 0221715 令和2年11月10日 令和8年7月31日

㈱マルイ大福店従食 岡山市南区大福３５０番地２ 282-9122 代表取締役社⻑ 森吉平 ㈱アペックス⻄日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 0221338 令和2年9月17日 令和7年9月30日

スズキ岡山販売大福店 岡山市南区古新田１３９５番地１ 代表取締役 藤山雄一郎 ナショナル・ベンディング㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 0221385 令和2年9月29日 令和7年9月30日

一井工業㈱本社岡山工場休憩室 岡山市南区山田２１１７番地３ 281-1011 代表取締役社⻑ 森吉平 ㈱アペックス⻄日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 0220901 令和2年7月7日 令和7年9月30日

株式会社ハローズ江崎店 岡山市中区江崎６９０番地１ 277-4386 代表取締役 佐藤利行 ㈱ハローズ 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 0222016 令和2年12月10日 令和8年10月31日

ヤンマー農機製造㈱ 岡山市中区江並４２８番地 276-8115 代表取締役 及川剛 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 0221856 令和2年11月19日 令和8年10月31日

鶴信運輸㈱岡山喫煙室前 岡山市中区倉田３９４番 274-7217 代表取締役社⻑ 森吉平 ㈱アペックス⻄日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 0220900 令和2年7月7日 令和7年10月31日

ヤマト運輸㈱岡山主管支店２階休憩室 岡山市中区倉富２５３番地１１ 277-3939 代表取締役社⻑ 森吉平 ㈱アペックス⻄日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 0222985 令和3年3月30日 令和8年10月31日

岡山県トラックターミナル㈱岡山ロビー 岡山市中区倉益２８５番地１９ 277-1584 代表取締役社⻑ 森吉平 ㈱アペックス⻄日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 0222984 令和3年3月30日 令和8年10月31日

株式会社ハローズ円山店 岡山市中区円山６８番地１ 200-3186 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） 0221565 令和2年10月27日 令和7年10月31日

ｉｆｅｎｉｘ一宮店休憩コーナー 岡山市北区一宮１３８番地４ 284-8101 代表取締役社⻑ 森吉平 ㈱アペックス⻄日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 0222983 令和3年3月30日 令和8年11月30日

みのるゴルフ一宮 岡山市北区一宮２２８番地 284-3365 代表取締役 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 0222951 令和3年3月23日 令和8年11月30日

マルナカ一宮店 岡山市北区楢津６５９番地６ 284-9151 代表取締役 平尾健一 マックスバリュ⻄日本㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 3122895 令和2年4月14日 令和7年11月30日

㈱マルナカ一宮店 ＣＣＷ受託 岡山市北区楢津６５９番地６ 284-9151 代表取締役社⻑ 森吉平 ㈱アペックス⻄日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 0221339 令和2年9月17日 令和7年11月30日

東真産業株式会社Ｄｒ．Ｄｒｉｖｅ楢津ＳＳ 岡山市北区楢津９６７番地３ 284-5912 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 0220624 令和2年6月9日 令和7年11月30日

㈱カーズクラブ岡山整備工場 岡山市北区富原３７１２番地１ 255-3445 代表取締役社⻑ 森吉平 ㈱アペックス⻄日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 0221714 令和2年11月10日 令和7年11月30日

くすりのレデイ Ｏｋａｎａｋａ津高店 岡山市北区横井上８３番地３エブリイＯｋａｎａｋａ津高１F 230-7525 代表取締役 白⽯明生 ㈱レデイ薬局 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 0221160 令和2年9月1日 令和7年11月30日

日本ゴア㈱ポリマーサイエンスセンター食堂 岡山市北区御津河内１１０２番地４ 724-1211 代表取締役社⻑ 森吉平 ㈱アペックス⻄日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 0220164 令和2年4月21日 令和7年11月30日

㈱岡山製紙 岡山市南区浜野一丁目４番３４号 262-8751 代表取締役 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 0222137 令和2年12月24日 令和7年12月31日

㈱中電工 岡山統括支社 自販機コーナー 岡山市南区浜野四丁目２番７号 230-7316 代表取締役社⻑ 森吉平 ㈱アペックス⻄日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 0221547 令和2年10月22日 令和7年12月31日

㈱わたなべ生鮮館福富店 岡山市南区福富東二丁目３２番３８号 265-4147 代表取締役 山本宏 ㈱わたなべ生鮮館 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 0222503 令和3年2月9日 令和8年12月31日

岡山中央魚市㈱本社市場作業場 岡山市南区市場一丁目１番地 265-3232 代表取締役社⻑ 森吉平 ㈱アペックス⻄日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 0220165 令和2年4月21日 令和7年12月31日

岡山市中央卸売市場岡山納所 岡山市南区市場一丁目１番地 265-8001 代表取締役社⻑ 森吉平 ㈱アペックス⻄日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 0220193 令和2年4月23日 令和7年12月31日

岡山中央卸売市場丸果事務所 岡山市南区市場一丁目１番地 265-8151 代表取締役社⻑ 森吉平 ㈱アペックス⻄日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 0222986 令和3年3月30日 令和8年12月31日

岡山⻘果卸売協同組合 岡山市南区市場一丁目１番 265-2500 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 0220883 令和2年7月7日 令和7年12月31日

株式会社ハローズ岡南店 岡山市南区松浜町４番７号 261-0086 代表取締役 佐藤利行 ㈱ハローズ 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 0220612 令和2年6月18日 令和7年12月31日
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カートップ 岡山市南区⻘江六丁目３番８号 222-3553 代表取締役 及川剛 ㈱ジャパンビバレッジホールディングス 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 0221430 令和2年10月6日 令和7年12月31日

㈱ハローズ当新田店 岡山市南区当新田１２６番地３ 245-1486 代表取締役社⻑ 森吉平 ㈱アペックス⻄日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 0220166 令和2年4月21日 令和7年12月31日

はなふさ浦安 岡山１Ｆ 岡山市南区浦安南町８７番地２ 265-7500 代表取締役社⻑ 森吉平 ㈱アペックス⻄日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 0222546 令和3年2月12日 令和8年12月31日

ホームセンターコーナンＰＲＯ岡山豊成店 店内 岡山市南区豊成二丁目１１番８号 902-5711 代表取締役社⻑ 森吉平 ㈱アペックス⻄日本 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 0220047 令和2年4月9日 令和7年12月31日

ＳＥＴＯＵＣＨＩ ＢＡＫＥＲＳ 岡山市一円 代表取締役 上⻄浩一 ㈱ナチュールファミーユ 喫茶店営業（特殊形態） 0221075 令和2年7月30日 令和8年3月31日

１２３藤田店 岡山市南区藤田６７３番地２２ 代表取締役 貴舩宏隆 ㈱ワゴンサービス 喫茶店営業（特殊形態） 0221131 令和2年8月18日 令和7年9月30日

岡山ふれあいの会（屋台） 岡山市一円 後藤里実 喫茶店営業（特殊形態） 0222181 令和3年1月7日 令和8年11月30日

自家焙煎 ＣＯＦＦＥＥ ＢＲＯＳ 岡山市一円 堀脇信吾 喫茶店営業（特殊形態） 0222666 令和3年2月25日 令和8年11月30日

天満屋ハピーズ昭和町店 岡山市北区昭和町４番３８号 236-7141 代表取締役 野⼝重明 ㈱天満屋ストア 魚介類販売業 0221819 令和2年12月3日 令和8年1月31日

ＭＡＲＳ ＬＡＢ 岡山市北区問屋町１１番地１０６ＴＯＩＹＡＣＨＯ ＢＯＯＴＨ ＢＬＤ１Ｆ１０２号 239-8981 代表取締役 原卓也 ＭＡＲＳ Ｊａｐａｎ㈱ 魚介類販売業 0221584 令和2年11月10日 令和8年1月31日

まぐろと旬菜ｋｕｒｏｆｕｎｅ 岡山市中区国府市場４２番地４ 275-4466 出⼝裕司 魚介類販売業 0222201 令和3年1月12日 令和8年3月31日

㈲ほんとく商店 岡山市東区瀬⼾町寺地３５４番地１ 952-4187 代表取締役 本徳教夫 ㈲ほんとく商店 魚介類販売業 0222073 令和2年12月15日 令和8年4月30日

天満屋ハピーズ津島店 岡山市北区津島桑の木町５番１号 236-6031 代表取締役 野⼝重明 ㈱天満屋ストア 魚介類販売業 0221314 令和2年10月13日 令和8年7月31日

フレスタ津島店 岡山市北区津島南二丁目２番７号B１F 251-3800 代表取締役 宗兼邦生 ㈱フレスタ 魚介類販売業 0221289 令和2年9月29日 令和8年7月31日

㈱魚宗フーズ 岡山市中区桑野７０９番地１０ 274-0034 代表取締役 山本雅史 ㈱魚宗フーズ 魚介類販売業 0221571 令和2年11月12日 令和8年10月31日

吾妻鮮魚 岡山市南区市場一丁目１番水産倉庫１０３−１ ⽯原裕士 魚介類販売業 0220611 令和2年6月11日 令和7年12月31日

とくし丸３７号車 岡山市一円 小原由香 魚介類販売業（移動販売形態） 0220750 令和2年6月23日 令和8年4月30日

とくし丸３５号 岡山市一円 岸勝彦 魚介類販売業（移動販売形態） 0222993 令和3年3月30日 令和8年7月31日

とくし丸３５号車 岡山市一円 松岡明 魚介類販売業（移動販売形態） 0220139 令和2年4月16日 令和7年11月30日

ローソン岡山奉還町一丁目店 岡山市北区奉還町一丁目１４番１号 256-1285 小橋康弘 魚介類販売業（簡易形態） 0221814 令和3年1月5日 令和8年1月31日

成城⽯井 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２Ｆ Ｅ２１４・２１５ 201-2760 代表取締役 原昭彦 ㈱成城⽯井 魚介類販売業（簡易形態） 0220332 令和2年6月11日 令和8年1月31日

セブン−イレブン・ハ−トインさんすて岡山北館１階店 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山北館１F Ｎ１０８ 231-5005 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） 0221168 令和2年9月8日 令和8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 内田茂 ㈲新田恵商店 魚介類販売業（簡易形態） 0221048 令和2年7月30日 令和8年1月31日

ワタミの宅食岡山⻄営業所 岡山市北区辰⺒４４番地１１０ 070-1459-4485 代表取締役社⻑ 清水邦晃 ワタミ㈱ 魚介類販売業（簡易形態） 0221911 令和2年12月15日 令和8年1月31日

ローソン岡山庭瀬店 岡山市北区平野９３３番地３ 250-8180 代表取締役 高見秀作 ㈱高見 魚介類販売業（簡易形態） 0220375 令和2年6月2日 令和8年1月31日

ＯＢＡ ＳＨＯＰ ＯＫＡＹＡＭＡ（大庭商店 岡山店） 岡山市北区野田屋町一丁目５番９号野田屋パレス１Ｆ 代表取締役 大庭渉 大庭㈱ 魚介類販売業（簡易形態） 0221555 令和2年10月27日 令和8年2月28日

セブン−イレブン岡山野田屋町２丁目店 岡山市北区野田屋町二丁目１１番１７号 232-3701 神谷敏男 魚介類販売業（簡易形態） 0221014 令和2年7月28日 令和8年2月28日
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ファミリーマート岡山駅前店 岡山市北区駅前町二丁目１番１０１号JR岡山駅第１ＮＫビル１Ｆ 234-6171 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） 0221561 令和2年10月27日 令和8年2月28日

ファミリーマート錦町東店 岡山市北区錦町８番２６号 803-5303 代表取締役 森下和彦 ㈱ＫＭＳ 魚介類販売業（簡易形態） 0220716 令和2年6月23日 令和8年2月28日

ローソン岡山本町店 岡山市北区本町３番６号桃太郎プラザ１F 801-3121 志水俊之 魚介類販売業（簡易形態） 0220027 令和2年4月30日 令和8年2月28日

ローソン岡山浜三丁目店 岡山市中区浜三丁目３番２３号 270-6620 坪井啓明 魚介類販売業（簡易形態） 0222855 令和3年3月11日 令和8年3月31日

セブン−イレブン岡山原尾島１丁目店 岡山市中区原尾島一丁目５番４８号 272-8717 山内重臣 魚介類販売業（簡易形態） 0221207 令和2年9月15日 令和8年3月31日

ワタミの宅食岡山東営業所 岡山市中区下１３７番地３-1 070-1219-8749 代表取締役社⻑ 清水邦晃 ワタミ㈱ 魚介類販売業（簡易形態） 0222120 令和2年12月24日 令和8年3月31日

ローソン岡山⻑利店 岡山市中区⻑利２４５番地２ 279-1577 三宅司 魚介類販売業（簡易形態） 0222664 令和3年2月25日 令和8年3月31日

ＧＯＯＤ ＭＥＡＴ 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 魚介類販売業（簡易形態） 0222485 令和3年2月16日 令和8年4月30日

ローソン岡山⾦岡⻄町店 岡山市東区⾦岡⻄町６３９番地１ 942-5777 河原信英 魚介類販売業（簡易形態） 0222863 令和3年3月25日 令和8年4月30日

タイヘイ株式会社岡山営業所 岡山市北区下中野３６０番地１０１ 242-4022 代表取締役 太田健治郎 タイヘイ㈱ 魚介類販売業（簡易形態） 0220172 令和2年4月28日 令和7年5月31日

業務スーパー下中野店 岡山市北区下中野３６４番地１０６ 242-1250 代表取締役 岡﨑浩樹 ㈱エブリイ 魚介類販売業（簡易形態） 0222462 令和3年3月2日 令和8年5月31日

ファミリーマート野田一丁目店 岡山市北区野田一丁目１０番２号 ⻄嵜精伸 魚介類販売業（簡易形態） 3122932 令和2年4月30日 令和7年5月31日

ファミリーマート東古松中央店 岡山市北区東古松４９４番１号 235-2325 代表取締役 ⽯原光敏 ㈲ＮＥＸＴ ＶＩＳＩＯＮ 魚介類販売業（簡易形態） 0220899 令和2年7月28日 令和8年5月31日

ファミリーマート岡山東島田店 岡山市北区東島田町一丁目７番１７号 801-7520 代表取締役 森下和彦 ㈱ＫＭＳ 魚介類販売業（簡易形態） 0220720 令和2年6月23日 令和8年5月31日

ウエルシア岡山東島田店 岡山市北区東島田町二丁目４番１６号 227-7500 代表取締役 松本忠久 ウエルシア薬局㈱ 魚介類販売業（簡易形態） 0222629 令和3年3月2日 令和8年5月31日

ら・む〜マート岡山医大前店 岡山市北区大学町２番１５号 232-1633 代表取締役 大賀昭司 大⿊天物産㈱ 魚介類販売業（簡易形態） 0221150 令和2年9月10日 令和8年5月31日

ローソン岡大病院店 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 魚介類販売業（簡易形態） 0220006 令和2年4月23日 令和7年5月31日

ローソン岡山県庁店 岡山市北区内山下二丁目４番６号岡山県庁⻄庁舎１Ｆ 803-3116 代表取締役社⻑ 目⿊俊治 ㈱ポプラリテール 魚介類販売業（簡易形態） 0222098 令和3年1月4日 令和8年7月31日

おかやま地消地産の店 岡山市北区表町二丁目１番１号てんちかFOOD GARDEN 231-7793 代表取締役 竹村仁量 ㈱岡山直売所ネットワーク 魚介類販売業（簡易形態） 0222793 令和3年3月18日 令和8年7月31日

セブン−イレブン岡山下中野東店 岡山市南区下中野２２１番地１ 246-1380 代表取締役 ⽯井伸一 ㈱Ｒ・Ｈ 魚介類販売業（簡易形態） 0221282 令和2年9月15日 令和7年9月30日

ローソン岡山新保店 岡山市南区新保１１６６番地 221-9116 志水俊之 魚介類販売業（簡易形態） 0220031 令和2年4月30日 令和7年9月30日

㈲コーエイコーポレーション 岡山市南区箕島１６４０番地７９ 250-8610 代表取締役 上本澄洋 ㈲コーエイコーポレーション 魚介類販売業（簡易形態） 0221940 令和2年12月3日 令和8年9月30日

セブン−イレブン岡山妹尾崎店 岡山市南区妹尾崎１１２番地１ 281-5428 二宮隆 魚介類販売業（簡易形態） 0221602 令和2年11月10日 令和8年9月30日

セブン−イレブン岡山楢津店 岡山市北区楢津９７６番地１ 284-4614 代表取締役 安田政弘 ㈱ＹＡＳＵＤＡＹＡ 魚介類販売業（簡易形態） 0221788 令和2年11月19日 令和7年11月30日

ローソン岡山リサーチパーク前店 岡山市北区芳賀１６６０番地３８ 259-5655 ⻄城俊夫 魚介類販売業（簡易形態） 0220131 令和2年4月28日 令和7年11月30日

ドラッグコスモス津高店 岡山市北区横井上２２６番地 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） 0222957 令和3年3月30日 令和8年11月30日

ローソン総社インター店 岡山市北区高塚１４７番地１ 905-0255 定廣貴治 魚介類販売業（簡易形態） 0222873 令和3年3月25日 令和8年11月30日
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あしもりキッチン 岡山市北区足守９１３番地１ 代表理事 森安章 一般社団法人あしもり遊学舎 魚介類販売業（簡易形態） 0222975 令和3年3月25日 令和8年11月30日

ファミリーマート岡山下足守店 岡山市北区下足守１９２１番地５ 295-2005 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） 0221884 令和2年11月26日 令和7年11月30日

ファミリーマート岡山福島店 岡山市南区福島三丁目４１０番５号 261-8150 代表取締役 ⽯原光敏 ㈲ＮＥＸＴ ＶＩＳＩＯＮ 魚介類販売業（簡易形態） 0220895 令和2年7月28日 令和7年12月31日

セブン−イレブン岡山築港栄町店 岡山市南区築港栄町５番１２号 265-9566 取締役 義田茂生 ㈲ドッグフット 魚介類販売業（簡易形態） 0222716 令和3年3月16日 令和8年12月31日

セブンイレブン岡山千鳥町店 岡山市南区千鳥町１５番１号 262-0040 代表取締役 仁科宏一 ㈲仁科商店 魚介類販売業（簡易形態） 0221976 令和2年12月8日 令和7年12月31日

セブン-イレブン岡山福田店 岡山市南区福田７２６番地 262-7262 代表取締役 平井茂 ㈱平井商店 魚介類販売業（簡易形態） 0220146 令和2年6月25日 令和7年12月31日

ワタミの宅食岡山南営業所 岡山市南区豊成一丁目１５番１２号 070-1459-4485 代表取締役社⻑ 清水邦晃 ワタミ㈱ 魚介類販売業（簡易形態） 0221908 令和2年12月15日 令和7年12月31日

ＯＹＯＢＥ ＢＥＥＲ 岡山市北区奉還町二丁目７番１６号 代表取締役 及部謙太 ㈲およべ 酒類製造業 3122956 令和2年4月30日 令和8年1月31日

Ｔｏｍｍｙ Ｓｈｏｋｕｄｏ 岡山市北区幸町４番１８−２号幸町山村ビル２F 230-4565 富永華祈 醤油製造業 0221144 令和2年8月25日 令和8年2月28日

三島食鶏 岡山市南区藤田２２７番地２１４ 296-3517 代表取締役 三島潤子 ㈱三島食鶏 食肉処理業 0221316 令和2年9月15日 令和7年9月30日

株式会社どんぐり 岡山市北区門前３９０番地３ 236-6087 代表取締役 ⽯原佑基 ㈱どんぐり 食肉処理業 0222422 令和3年2月9日 令和8年11月30日

とののベーコン。 岡山市北区奉還町四丁目９番１号 代表取締役 篠原英治 ㈱との 食肉製品製造業 0222648 令和3年2月25日 令和8年7月31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 0220596 令和2年6月10日 令和7年9月30日

京もつ鍋ホルモン朱々岡山奉還町店 岡山市北区奉還町二丁目３番２号 236-9401 ⻄義信 食肉販売業 0220443 令和2年5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 食肉販売業 0220399 令和2年5月19日 令和8年1月31日

天満屋ハピーズ昭和町店 岡山市北区昭和町４番３８号 236-7141 代表取締役 野⼝重明 ㈱天満屋ストア 食肉販売業 0221818 令和2年12月3日 令和8年1月31日

肉のサトウ商店岡山ドーム前店 岡山市北区今一丁目９番２７号 244-0310 代表取締役 ⾦岡政基 ㈱ゴールド・ヒル 食肉販売業 0222718 令和3年3月4日 令和9年1月31日

しゃぶしゃぶ温野菜岡山今店 岡山市北区辰⺒２番地１０５ 242-0831 代表取締役 ⾦本珠美 ㈲万歩書店 食肉販売業 0222690 令和3年3月2日 令和9年1月31日

㈲マルヤ精肉店 岡山市北区川入２０９番地３ 293-2962 代表取締役 山本新吾 ㈲マルヤ精肉店 食肉販売業 0220230 令和2年5月7日 令和8年1月31日

マルヤ精肉店 岡山市北区平野９０９番地１ 293-0568 山本一人 食肉販売業 0220229 令和2年5月12日 令和8年1月31日

肉亭こむらさき 岡山市北区駅前町一丁目９番８号 代表取締役 奥村元 ㈲オーディ 食肉販売業 0222973 令和3年3月30日 令和9年2月28日

焼肉レストラン大日亭駅前本店 岡山市北区駅前町二丁目６番２１号ダイニチ上⻄川ビルB1F 235-8929 代表取締役社⻑ 湖山静江 ㈲フードエキスパート 食肉販売業 0222489 令和3年2月16日 令和8年2月28日

しゃぶしゃぶ温野菜岡山駅前店 岡山市北区錦町６番１７号アウルスタイル錦町Ⅱ３Ｆ 222-0831 代表取締役 ⾦本珠美 ㈲万歩書店 食肉販売業 0222689 令和3年3月2日 令和9年2月28日

焼肉ぐりぐり家岡山駅前店 岡山市北区本町１番１号相互ビル５Ｆ 801-4129 代表取締役 ⽯井佳子 ㈱フレスカ 食肉販売業 0220478 令和2年5月28日 令和8年2月28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 230-1995 ⻄義信 食肉販売業 0220206 令和2年4月23日 令和8年2月28日

ＧＯＯＤ ＭＥＡＴ 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 食肉販売業 0221407 令和2年10月6日 令和8年4月30日

炭一鉄⻄大寺店 岡山市東区広谷４７４番地２３ 944-7007 代表取締役 永山雅己 ㈱シモデンフードサービス 食肉販売業 0222572 令和3年2月16日 令和8年4月30日



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

カルビ屋⼋戒平島店 岡山市東区東平島１４１７番地１ 206-2529 代表取締役 安東大志 ㈱大広 食肉販売業 0220465 令和2年5月26日 令和8年4月30日

ハラミ焼肉いぶり屋 岡山市東区瀬⼾町沖２３９番地１ 952-9611 代表取締役 横山正樹 ㈱ゼンコック 食肉販売業 0221137 令和2年8月25日 令和8年4月30日

姉妹食堂 岡山市東区瀬⼾町森末７番地１ 952-2130 代表取締役 井本正幸 ㈱姉妹 食肉販売業 0221375 令和2年9月29日 令和8年4月30日

かつヰ 岡山市北区下中野３６４番地１０６業務スーパー下中野店内 230-7276 代表取締役 中島信行 ㈱海星ムサシ 食肉販売業 0222463 令和3年3月2日 令和8年5月31日

カルビ自慢炭一鉄下中野店 岡山市北区下中野７１８番地１０８ 230-7729 代表取締役 永山雅己 ㈱シモデンフードサービス 食肉販売業 0222570 令和3年2月16日 令和8年5月31日

どんどん亭大元店 岡山市北区⻄古松２５２番地１０５ 243-4129 代表取締役 三宅勤 ㈱ナショナルフーズ 食肉販売業 0220765 令和2年6月25日 令和8年5月31日

焼肉殿秀吉 岡山市北区⻄古松一丁目２９番１０号 243-5487 代表取締役 東野雅弘 大丸食品㈱ 食肉販売業 0221785 令和2年11月19日 令和8年5月31日

うろこ 岡山市北区厚生町三丁目１番３号 223-9083 岡田裕二郎 食肉販売業 0222305 令和3年1月19日 令和8年5月31日

焼肉ぐりぐり家⻘江店 岡山市北区⻘江一丁目１３番８号 206-1429 代表取締役 ⽯井佳子 ㈱フレスカ 食肉販売業 0220140 令和2年4月16日 令和7年5月31日

千祥。（奥田本町店） 岡山市北区奥田本町１６番２８号 230-5517 代表取締役 千種秀治 ㈱ＳＥＮＳＨＯ 食肉販売業 0222488 令和3年2月18日 令和8年5月31日

ごち 岡山市北区中山下一丁目９番１２号クライン・ガルテン中山下１Ｆ１０３号 206-6605 ⻄栄次朗 食肉販売業 0220217 令和2年4月28日 令和7年6月30日

葫蘆 岡山市北区田町一丁目１２番５号伊藤ビル１Ｆ 238-7116 野間健司 食肉販売業 0220467 令和2年6月2日 令和7年6月30日

盃花羅亭 岡山市北区平和町４番２５号 232-2901 代表取締役 二宮純子 ㈲盃花羅亭 食肉販売業 0221086 令和2年8月4日 令和8年6月30日

焼肉食道園 岡山市北区表町三丁目１３番５７号 222-5588 ⾦直子 食肉販売業 0220266 令和2年6月25日 令和7年7月31日

天満屋ハピーズ津島店 岡山市北区津島桑の木町５番１号 236-6031 代表取締役 野⼝重明 ㈱天満屋ストア 食肉販売業 0221313 令和2年10月13日 令和8年7月31日

フレスタ津島店 岡山市北区津島南二丁目２番７号B１F 251-3800 代表取締役 宗兼邦生 ㈱フレスタ 食肉販売業 0221288 令和2年9月29日 令和8年7月31日

パサージュ奉還町 岡山市北区奉還町四丁目１９番２１号 254-6319 代表取締役 廣川雄一 ㈱ふじうら 食肉販売業 0220912 令和2年7月9日 令和7年7月31日

カルビ自慢炭一鉄岡山⻘江店 岡山市南区新保１１２４番地２ 234-4129 代表取締役 永山雅己 ㈱シモデンフードサービス 食肉販売業 0222571 令和3年2月16日 令和8年9月30日

焼肉ひらい岡山 岡山市南区新保１１３５番地２ 235-4616 代表取締役 平井利彦 ㈱平井料理システム 食肉販売業 0222433 令和3年2月12日 令和8年9月30日

岩小 岡山市南区郡２９８０番地３３ 岩本健一 食肉販売業 0220116 令和2年4月16日 令和7年9月30日

焼肉牛⻑ 岡山市南区妹尾２９００番地 281-4341 代表取締役 上原隆史 ㈱Ｕｅ．ｃｏｏｐｅｒａｔｉｏｎ 食肉販売業 0220936 令和2年7月30日 令和7年9月30日

焼肉はなび 岡山市南区藤田８８９番地２ 250-8336 代表取締役 野田龍太郎 ㈱ＵＫフーズ 食肉販売業 0221972 令和2年12月8日 令和8年9月30日

しゃぶしゃぶ温野菜岡山平井店 岡山市中区平井七丁目８６９番１号 230-0831 代表取締役 ⾦本珠美 ㈲万歩書店 食肉販売業 0222691 令和3年3月2日 令和8年10月31日

どんどん亭江崎店 岡山市中区江崎１４７番地６ 276-8788 代表取締役 三宅勤 ㈱ナショナルフーズ 食肉販売業 0220766 令和2年6月25日 令和7年10月31日

焼肉持帰り専門店牛牛亭 岡山市中区江並１２６番地９ 276-5618 ⾦村元鎬 食肉販売業 0221893 令和2年12月1日 令和8年10月31日

㈱魚宗フーズ 岡山市中区桑野７０９番地１０ 274-0034 代表取締役 山本雅史 ㈱魚宗フーズ 食肉販売業 0221570 令和2年11月12日 令和8年10月31日

ぐりぐり家津高店 岡山市北区津高３６９番地１ 236-6629 代表取締役 ⽯井佳子 ㈱フレスカ 食肉販売業 0220477 令和2年5月26日 令和7年11月30日
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株式会社どんぐり 岡山市北区門前３９０番地３ 236-6087 代表取締役 ⽯原佑基 ㈱どんぐり 食肉販売業 0222423 令和3年2月9日 令和8年11月30日

フレッシュミート 岡山市南区豊浜町１０番４８号 239-8929 代表取締役 緋田幸生 ㈱フレッシュミート 食肉販売業 0222686 令和3年3月4日 令和8年12月31日

しゃぶしゃぶ温野菜岡山福浜店 岡山市南区福成三丁目５番１４号 902-0831 代表取締役 ⾦本珠美 ㈲万歩書店 食肉販売業 0222688 令和3年2月25日 令和8年12月31日

焼肉坂本 岡山市南区新福一丁目４番８号 261-1129 坂本紗紬子 食肉販売業 0220213 令和2年4月28日 令和7年12月31日

焼肉＆ステーキ官兵衛 岡山市南区築港新町一丁目６番５号 262-7000 代表取締役 奥原洋子 ㈱Ｆ−ｓｔｙｌｅ 食肉販売業 0222511 令和3年2月12日 令和8年12月31日

南輝ホルモンセンター 岡山市南区南輝二丁目５番３−１号 ⼾塚俊徳 食肉販売業 0222790 令和3年3月25日 令和8年12月31日

大丸食品 岡山市南区福吉町１５番３号 264-6511 代表取締役 東野雅弘 大丸食品㈱ 食肉販売業 0221609 令和2年11月5日 令和7年12月31日

焼肉まつおか 岡山市南区若葉町２１番３０号 263-3811 松岡功 食肉販売業 0222693 令和3年3月4日 令和8年12月31日

⼲し肉 ＫＩＮＧＯ− 岡山市南区豊成三丁目６番５号 264-7089 脇原準 食肉販売業 0220793 令和2年8月18日 令和7年12月31日

とくし丸３７号車 岡山市一円 小原由香 食肉販売業（移動販売形態） 0220749 令和2年6月23日 令和8年4月30日

とくし丸３５号 岡山市一円 岸勝彦 食肉販売業（移動販売形態） 0222992 令和3年3月30日 令和8年7月31日

三宅商店 岡山市一円 三宅絢子 食肉販売業（移動販売形態） 0220246 令和2年4月30日 令和7年10月31日

とくし丸３５号車 岡山市一円 松岡明 食肉販売業（移動販売形態） 0220138 令和2年4月16日 令和7年11月30日

ローソン岡山奉還町一丁目店 岡山市北区奉還町一丁目１４番１号 256-1285 小橋康弘 食肉販売業（簡易形態） 0221813 令和3年1月5日 令和8年1月31日

ＫＡＫＫＹʼｓ ＢＡＲ 岡山市北区奉還町二丁目７番１４号 柿木将志 食肉販売業（簡易形態） 0221359 令和2年9月24日 令和8年1月31日

成城⽯井 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２Ｆ Ｅ２１４・２１５ 201-2760 代表取締役 原昭彦 ㈱成城⽯井 食肉販売業（簡易形態） 0220333 令和2年6月11日 令和8年1月31日

セブン−イレブン・ハ−トインさんすて岡山北館１階店 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山北館１F Ｎ１０８ 231-5005 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） 0221166 令和2年9月8日 令和8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 内田茂 ㈲新田恵商店 食肉販売業（簡易形態） 0221047 令和2年7月30日 令和8年1月31日

ワタミの宅食岡山⻄営業所 岡山市北区辰⺒４４番地１１０ 070-1459-4485 代表取締役社⻑ 清水邦晃 ワタミ㈱ 食肉販売業（簡易形態） 0221910 令和2年12月15日 令和8年1月31日

ローソン岡山庭瀬店 岡山市北区平野９３３番地３ 250-8180 代表取締役 高見秀作 ㈱高見 食肉販売業（簡易形態） 0220374 令和2年6月2日 令和8年1月31日

ＯＢＡ ＳＨＯＰ ＯＫＡＹＡＭＡ（大庭商店 岡山店） 岡山市北区野田屋町一丁目５番９号野田屋パレス１Ｆ 代表取締役 大庭渉 大庭㈱ 食肉販売業（簡易形態） 0221556 令和2年10月27日 令和8年2月28日

ＶｉｅｔＮａｍ Ｆｏｏｄ Ｍａｒｋｅｔ 岡山市北区野田屋町一丁目１０番２１号 代表取締役 マイティチャン ㈱ＨＯＡＮＧ ＬＩＮＨ 食肉販売業（簡易形態） 0220698 令和2年6月16日 令和8年2月28日

セブン−イレブン岡山野田屋町２丁目店 岡山市北区野田屋町二丁目１１番１７号 232-3701 神谷敏男 食肉販売業（簡易形態） 0221013 令和2年7月28日 令和8年2月28日

ＭＡ−なべや岡山店 岡山市北区駅前町一丁目１番１号成通岡山ビル５Ｆ 222-9500 代表取締役 山友浩司 ㈱ケーズネットワーク 食肉販売業（簡易形態） 0222651 令和3年2月25日 令和8年2月28日

ファミリーマート岡山駅前店 岡山市北区駅前町二丁目１番１０１号JR岡山駅第１ＮＫビル１Ｆ 234-6171 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） 0221560 令和2年10月27日 令和8年2月28日

牛角岡山駅前店 岡山市北区錦町６番１７号アウルスタイル錦町Ⅱ３Ｆ 233-8929 代表取締役 ⾦本珠美 ㈲万歩書店 食肉販売業（簡易形態） 0220979 令和2年7月14日 令和8年2月28日

ファミリーマート錦町東店 岡山市北区錦町８番２６号 803-5303 代表取締役 森下和彦 ㈱ＫＭＳ 食肉販売業（簡易形態） 0220715 令和2年6月23日 令和8年2月28日
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ローソン岡山本町店 岡山市北区本町３番６号桃太郎プラザ１F 801-3121 志水俊之 食肉販売業（簡易形態） 0220026 令和2年4月30日 令和8年2月28日

ひとり鍋恵 岡山市北区天神町２番１号天神町ビル１Ｆ１０２号 289-5341 代表取締役 藤田瑞恵 ㈱恵 食肉販売業（簡易形態） 0220228 令和2年4月28日 令和8年2月28日

特定非営利活動法人ＡＭＤＡ社会開発機構 中四国森林資源利活用研究会 岡山市北区蕃山町４番５号岡山繊維会館 232-8815 理事⻑ 鈴木俊介 特定非営利活動法人ＡＭＤＡ社会開発機構 食肉販売業（簡易形態） 0221100 令和2年8月6日 令和8年2月28日

ローソン岡山浜三丁目店 岡山市中区浜三丁目３番２３号 270-6620 坪井啓明 食肉販売業（簡易形態） 0222854 令和3年3月11日 令和8年3月31日

セブン−イレブン岡山原尾島１丁目店 岡山市中区原尾島一丁目５番４８号 272-8717 山内重臣 食肉販売業（簡易形態） 0221206 令和2年9月15日 令和8年3月31日

ワタミの宅食岡山東営業所 岡山市中区下１３７番地３-1 070-1219-8749 代表取締役社⻑ 清水邦晃 ワタミ㈱ 食肉販売業（簡易形態） 0222119 令和2年12月24日 令和8年3月31日

ローソン岡山⻑利店 岡山市中区⻑利２４５番地２ 279-1577 三宅司 食肉販売業（簡易形態） 0222663 令和3年2月25日 令和8年3月31日

ザグザグ⻄大寺駅前店 岡山市東区⻄大寺上三丁目２番８号 942-5539 代表取締役 森信 ㈱ザグザグ 食肉販売業（簡易形態） 0221003 令和2年7月21日 令和8年4月30日

ザグザグ⻄大寺店 岡山市東区⻄大寺中野９３０番地１ 944-5539 代表取締役 森信 ㈱ザグザグ 食肉販売業（簡易形態） 0221720 令和2年12月8日 令和8年4月30日

ローソン岡山⾦岡⻄町店 岡山市東区⾦岡⻄町６３９番地１ 942-5777 河原信英 食肉販売業（簡易形態） 0222862 令和3年3月25日 令和8年4月30日

タイヘイ株式会社岡山営業所 岡山市北区下中野３６０番地１０１ 242-4022 代表取締役 太田健治郎 タイヘイ㈱ 食肉販売業（簡易形態） 0220171 令和2年4月28日 令和7年5月31日

ファミリーマート野田一丁目店 岡山市北区野田一丁目１０番２号 ⻄嵜精伸 食肉販売業（簡易形態） 3122931 令和2年4月30日 令和7年5月31日

ファミリーマート東古松中央店 岡山市北区東古松４９４番１号 235-2325 代表取締役 ⽯原光敏 ㈲ＮＥＸＴ ＶＩＳＩＯＮ 食肉販売業（簡易形態） 0220898 令和2年7月28日 令和8年5月31日

ファミリーマート岡山東島田店 岡山市北区東島田町一丁目７番１７号 801-7520 代表取締役 森下和彦 ㈱ＫＭＳ 食肉販売業（簡易形態） 0220719 令和2年6月23日 令和8年5月31日

ウエルシア岡山東島田店 岡山市北区東島田町二丁目４番１６号 227-7500 代表取締役 松本忠久 ウエルシア薬局㈱ 食肉販売業（簡易形態） 0222628 令和3年3月2日 令和8年5月31日

ら・む〜マート岡山医大前店 岡山市北区大学町２番１５号 232-1633 代表取締役 大賀昭司 大⿊天物産㈱ 食肉販売業（簡易形態） 0221149 令和2年9月10日 令和8年5月31日

ローソン岡大病院店 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 食肉販売業（簡易形態） 0220004 令和2年4月23日 令和7年5月31日

岡山正宗骨里香 岡山市北区清輝橋一丁目６番１５号 080-3052-6668 加藤勝美 食肉販売業（簡易形態） 0222821 令和3年3月9日 令和8年5月31日

ラム肉バル結 岡山市北区田町一丁目１２番７号 230-2219 田中小矢佳 食肉販売業（簡易形態） 0220147 令和2年4月21日 令和7年6月30日

ひだや磨屋町店 岡山市北区磨屋町８番２３号 224-2941 代表取締役 緋田幸生 ㈱ひだや 食肉販売業（簡易形態） 0220349 令和2年5月14日 令和7年6月30日

とりえもん 岡山市北区平和町５番２９号⻄川グリーンパークビル２F 230-1027 代表取締役 井上和明 ㈱Ｆｏｏｌｉｓｈ 食肉販売業（簡易形態） 0220452 令和2年5月21日 令和7年6月30日

ローソン岡山県庁店 岡山市北区内山下二丁目４番６号岡山県庁⻄庁舎１Ｆ 803-3116 代表取締役社⻑ 目⿊俊治 ㈱ポプラリテール 食肉販売業（簡易形態） 0222097 令和3年1月4日 令和8年7月31日

おかやま地消地産の店 岡山市北区表町二丁目１番１号てんちかFOOD GARDEN 231-7793 代表取締役 竹村仁量 ㈱岡山直売所ネットワーク 食肉販売業（簡易形態） 0222792 令和3年3月18日 令和8年7月31日

アジア物産ｓｔｏｒｅ 岡山市北区表町二丁目６番５３号 230-1466 代表社員 張佳興 合同会社アリオックス 食肉販売業（簡易形態） 0221669 令和2年11月12日 令和8年7月31日

牛角・温野菜岡山津島店 岡山市北区伊島北町２１番１号 250-8314 代表取締役 岩田秀樹 ㈱ファンフロンティア 食肉販売業（簡易形態） 0221010 令和2年7月21日 令和7年7月31日

おこのみやきＭＩＹＡＫＯ 岡山市北区奉還町四丁目２１番２０号グランフォンテーヌ奉還町１F１０１号 080-8986-7292 代表取締役 中居士郎 ㈱中商土地 食肉販売業（簡易形態） 0221637 令和2年12月3日 令和8年7月31日

セブン−イレブン岡山下中野東店 岡山市南区下中野２２１番地１ 246-1380 代表取締役 ⽯井伸一 ㈱Ｒ・Ｈ 食肉販売業（簡易形態） 0221281 令和2年9月15日 令和7年9月30日
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牛角岡山新保店 岡山市南区新保６７８番地３ 805-8929 代表取締役 岩田秀樹 ㈱ファンフロンティア 食肉販売業（簡易形態） 0221011 令和2年7月21日 令和7年9月30日

ローソン岡山新保店 岡山市南区新保１１６６番地 221-9116 志水俊之 食肉販売業（簡易形態） 0220030 令和2年4月30日 令和7年9月30日

㈲コーエイコーポレーション 岡山市南区箕島１６４０番地７９ 250-8610 代表取締役 上本澄洋 ㈲コーエイコーポレーション 食肉販売業（簡易形態） 0221939 令和2年12月3日 令和8年9月30日

セブン−イレブン岡山妹尾崎店 岡山市南区妹尾崎１１２番地１ 281-5428 二宮隆 食肉販売業（簡易形態） 0221601 令和2年11月10日 令和8年9月30日

牛角岡山平井店 岡山市中区平井四丁目２４番３１号 276-8929 代表取締役 ⾦本珠美 ㈲万歩書店 食肉販売業（簡易形態） 0221035 令和2年7月28日 令和7年10月31日

⾦光薬品岡山山崎店 岡山市中区山崎２５番地３ 274-8100 代表取締役 藤岡康二 ⾦光薬品㈱ 食肉販売業（簡易形態） 0222901 令和3年3月16日 令和8年10月31日

ローソン岡山リサーチパーク前店 岡山市北区芳賀１６６０番地３８ 259-5655 ⻄城俊夫 食肉販売業（簡易形態） 0220130 令和2年4月28日 令和7年11月30日

株式会社一冨士本店BBQ 岡山市北区富原５４３番地４ 252-5872 代表取締役 工藤政宣 ㈱一冨士本店 食肉販売業（簡易形態） 0221868 令和2年11月19日 令和7年11月30日

ドラッグコスモス津高店 岡山市北区横井上２２６番地 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） 0222956 令和3年3月30日 令和8年11月30日

ローソン総社インター店 岡山市北区高塚１４７番地１ 905-0255 定廣貴治 食肉販売業（簡易形態） 0222872 令和3年3月25日 令和8年11月30日

あしもりキッチン 岡山市北区足守９１３番地１ 代表理事 森安章 一般社団法人あしもり遊学舎 食肉販売業（簡易形態） 0222974 令和3年3月25日 令和8年11月30日

ファミリーマート岡山下足守店 岡山市北区下足守１９２１番地５ 295-2005 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） 0221883 令和2年11月26日 令和7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 食肉販売業（簡易形態） 0221004 令和2年7月21日 令和7年12月31日

牛角福浜店 岡山市南区福成三丁目６番２０号 236-8929 代表取締役 ⾦本珠美 ㈲万歩書店 食肉販売業（簡易形態） 0220978 令和2年7月14日 令和7年12月31日

ファミリーマート岡山福島店 岡山市南区福島三丁目４１０番５号 261-8150 代表取締役 ⽯原光敏 ㈲ＮＥＸＴ ＶＩＳＩＯＮ 食肉販売業（簡易形態） 0220894 令和2年7月28日 令和7年12月31日

セブン−イレブン岡山築港栄町店 岡山市南区築港栄町５番１２号 265-9566 取締役 義田茂生 ㈲ドッグフット 食肉販売業（簡易形態） 0222715 令和3年3月16日 令和8年12月31日

セブンイレブン岡山千鳥町店 岡山市南区千鳥町１５番１号 262-0040 代表取締役 仁科宏一 ㈲仁科商店 食肉販売業（簡易形態） 0221975 令和2年12月8日 令和7年12月31日

ＳＨＩＰＰＥＲ ＯＫＡ 岡山市南区福吉町２４番４号 代表社員 ＮＧＵＹＥＮ ＭＡＮＨ ＨＵＮＧ 合同会社Ｈｅｒｏ Ｊａｐａｎ 食肉販売業（簡易形態） 0221356 令和2年9月24日 令和7年12月31日

セブン-イレブン岡山福田店 岡山市南区福田７２６番地 262-7262 代表取締役 平井茂 ㈱平井商店 食肉販売業（簡易形態） 0220145 令和2年6月25日 令和7年12月31日

ワタミの宅食岡山南営業所 岡山市南区豊成一丁目１５番１２号 070-1459-4485 代表取締役社⻑ 清水邦晃 ワタミ㈱ 食肉販売業（簡易形態） 0221907 令和2年12月15日 令和7年12月31日

ＭＡＲＳ ＬＡＢ 岡山市北区問屋町１１番地１０６ＴＯＩＹＡＣＨＯ ＢＯＯＴＨ ＢＬＤ１Ｆ１０２号 239-8981 代表取締役 原卓也 ＭＡＲＳ Ｊａｐａｎ㈱ 食品の冷凍又は冷蔵業 冷凍食品製造業 0221585 令和2年11月10日 令和8年1月31日

株式会社源吉兆庵東岡山工場 岡山市中区⻑岡４番地４５ 208-6800 代表取締役 岡田憲明 ㈱源吉兆庵 食品の冷凍又は冷蔵業 冷凍食品製造業 0222087 令和2年12月15日 令和8年3月31日

㈱魚宗フーズ 岡山市中区桑野７０９番地１０ 274-0034 代表取締役 山本雅史 ㈱魚宗フーズ 食品の冷凍又は冷蔵業 冷凍食品製造業 0221572 令和2年11月12日 令和8年10月31日

株式会社 源 吉兆庵 築港工場 岡山市南区築港新町一丁目２４番２１号２Ｆ 941-8816 代表取締役 岡田憲明 ㈱源吉兆庵 食品の冷凍又は冷蔵業 冷凍食品製造業 0221127 令和2年9月8日 令和7年12月31日

Ｔｏｍｍｙ Ｓｈｏｋｕｄｏ 岡山市北区幸町４番１８−２号幸町山村ビル２F 230-4565 富永華祈 食用油脂製造業 0221145 令和2年8月25日 令和8年2月28日

株式会社林原岡山第二工場 岡山市北区今保５７８番地 243-2511 代表取締役 安場直樹 ㈱林原 添加物製造業 0220941 令和2年8月6日 令和8年1月31日

とくし丸３７号車 岡山市一円 小原由香 乳類販売業（移動販売形態） 0220748 令和2年6月23日 令和8年4月30日
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とくし丸３５号 岡山市一円 岸勝彦 乳類販売業（移動販売形態） 0222991 令和3年3月30日 令和8年7月31日

とくし丸３５号車 岡山市一円 松岡明 乳類販売業（移動販売形態） 0220137 令和2年4月16日 令和7年11月30日

ローソン岡山奉還町一丁目店 岡山市北区奉還町一丁目１４番１号 256-1285 小橋康弘 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0221812 令和3年1月5日 令和8年1月31日

成城⽯井 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２Ｆ Ｅ２１４・２１５ 201-2760 代表取締役 原昭彦 ㈱成城⽯井 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0220331 令和2年6月11日 令和8年1月31日

セブン−イレブン・ハ−トインさんすて岡山北館１階店 岡山市北区駅元町１番１号さんすて岡山北館１F Ｎ１０８ 231-5005 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） 0221167 令和2年9月8日 令和8年1月31日

おみやげ街道せとうちＣＵＢＥ 岡山市北区駅元町１番１号ＪＲ岡山駅構内２Ｆコンコース 235-1104 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） 0221170 令和2年9月8日 令和8年1月31日

天満屋ハピーズ昭和町店 岡山市北区昭和町４番３８号 236-7141 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） 0221817 令和2年12月3日 令和8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 内田茂 ㈲新田恵商店 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0221046 令和2年7月30日 令和8年1月31日

ワタミの宅食岡山⻄営業所 岡山市北区辰⺒４４番地１１０ 070-1459-4485 代表取締役社⻑ 清水邦晃 ワタミ㈱ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0221909 令和2年12月15日 令和8年1月31日

ＢＡＫＥＲＹ ＴＥＲＵＯ 岡山市北区中仙道一丁目１番１５号 246-0345 代表取締役 田辺治 ㈱ＴＥＲＵＯ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0221220 令和2年9月15日 令和8年1月31日

くすりのレデイ平野店 岡山市北区平野７６５番地６ 250-2425 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） 0221133 令和2年8月25日 令和8年1月31日

ローソン岡山庭瀬店 岡山市北区平野９３３番地３ 250-8180 代表取締役 高見秀作 ㈱高見 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0220373 令和2年6月2日 令和8年1月31日

セブン−イレブン岡山野田屋町２丁目店 岡山市北区野田屋町二丁目１１番１７号 232-3701 神谷敏男 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0221016 令和2年7月28日 令和8年2月28日

Ｒ Ｂａｋｅｒ岡山駅前店 岡山市北区駅前町一丁目８番１８号イコットニコット２Ｆ 238-1122 代表取締役 ⽯橋尚 ㈱フェイスコーポレーション 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3122957 令和2年4月2日 令和8年2月28日

ファミリーマート岡山駅前店 岡山市北区駅前町二丁目１番１０１号JR岡山駅第１ＮＫビル１Ｆ 234-6171 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） 0221559 令和2年10月27日 令和8年2月28日

ファミリーマート錦町東店 岡山市北区錦町８番２６号 803-5303 代表取締役 森下和彦 ㈱ＫＭＳ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0220714 令和2年6月23日 令和8年2月28日

ローソン岡山本町店 岡山市北区本町３番６号桃太郎プラザ１F 801-3121 志水俊之 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0220025 令和2年4月30日 令和8年2月28日

ローソン岡山浜三丁目店 岡山市中区浜三丁目３番２３号 270-6620 坪井啓明 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0222853 令和3年3月11日 令和8年3月31日

セブン−イレブン岡山原尾島１丁目店 岡山市中区原尾島一丁目５番４８号 272-8717 山内重臣 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0221205 令和2年9月15日 令和8年3月31日

㈱明乳近藤 岡山市中区東川原３９５番地 946-0537 代表取締役 近藤明 ㈱明乳近藤 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0221546 令和2年10月27日 令和8年3月31日

ワタミの宅食岡山東営業所 岡山市中区下１３７番地３-1 070-1219-8749 代表取締役社⻑ 清水邦晃 ワタミ㈱ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0222118 令和2年12月24日 令和8年3月31日

ローソン岡山⻑利店 岡山市中区⻑利２４５番地２ 279-1577 三宅司 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0222662 令和3年2月25日 令和8年3月31日

ローソン岡山⾦岡⻄町店 岡山市東区⾦岡⻄町６３９番地１ 942-5777 河原信英 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0222861 令和3年3月25日 令和8年4月30日

タイヘイ株式会社岡山営業所 岡山市北区下中野３６０番地１０１ 242-4022 代表取締役 太田健治郎 タイヘイ㈱ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0220170 令和2年4月28日 令和7年5月31日

業務スーパー下中野店 岡山市北区下中野３６４番地１０６ 242-1250 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） 0222461 令和3年3月2日 令和8年5月31日

ファミリーマート野田一丁目店 岡山市北区野田一丁目１０番２号 ⻄嵜精伸 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3122930 令和2年4月30日 令和7年5月31日

ファミリーマート東古松中央店 岡山市北区東古松４９４番１号 235-2325 代表取締役 ⽯原光敏 ㈲ＮＥＸＴ ＶＩＳＩＯＮ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0220897 令和2年7月28日 令和8年5月31日
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ファミリーマート岡山東島田店 岡山市北区東島田町一丁目７番１７号 801-7520 代表取締役 森下和彦 ㈱ＫＭＳ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0220718 令和2年6月23日 令和8年5月31日

ウエルシア岡山東島田店 岡山市北区東島田町二丁目４番１６号 227-7500 代表取締役 松本忠久 ウエルシア薬局㈱ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0222627 令和3年3月2日 令和8年5月31日

ら・む〜マート岡山医大前店 岡山市北区大学町２番１５号 232-1633 代表取締役 大賀昭司 大⿊天物産㈱ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0221148 令和2年9月10日 令和8年5月31日

セブン−イレブン岡山⿅田町２丁目店 岡山市北区⿅田町二丁目２番５号 221-3388 代表取締役 羽原巧治 フェザーフィールド㈱ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0222467 令和3年2月18日 令和8年5月31日

ローソン岡大病院店 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（卸売販売及び小売販売） 0220005 令和2年4月23日 令和7年5月31日

ローソン岡山県庁店 岡山市北区内山下二丁目４番６号岡山県庁⻄庁舎１Ｆ 803-3116 代表取締役社⻑ 目⿊俊治 ㈱ポプラリテール 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0222096 令和3年1月4日 令和8年7月31日

おかやま地消地産の店 岡山市北区表町二丁目１番１号てんちかFOOD GARDEN 231-7793 代表取締役 竹村仁量 ㈱岡山直売所ネットワーク 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0222791 令和3年3月18日 令和8年7月31日

自然食品さしすせそ 岡山市北区表町三丁目２番２３号 230-0214 代表取締役 渡邉貴夫 ㈱さしすせそ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0221713 令和2年11月24日 令和8年7月31日

天満屋ハピーズ津島店 岡山市北区津島桑の木町５番１号 236-6031 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） 0221312 令和2年10月13日 令和8年7月31日

フレスタ津島店 岡山市北区津島南二丁目２番７号B１F 251-3800 代表取締役 宗兼邦生 ㈱フレスタ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0221287 令和2年9月29日 令和8年7月31日

いなばや 岡山市北区万成⻄町１７番８−１号 728-5930 小嶋久直 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0222420 令和3年1月28日 令和8年7月31日

ミルクショップ拓海 岡山市北区万成⻄町１７番８−１号 小松原翔馬 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0222434 令和3年2月2日 令和8年7月31日

自然食品なづ菜 岡山市北区伊福町一丁目１２番１６号 254-7545 水田久美子 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0222116 令和2年12月24日 令和8年7月31日

セブン−イレブン岡山下中野東店 岡山市南区下中野２２１番地１ 246-1380 代表取締役 ⽯井伸一 ㈱Ｒ・Ｈ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0221280 令和2年9月15日 令和7年9月30日

ローソン岡山新保店 岡山市南区新保１１６６番地 221-9116 志水俊之 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0220029 令和2年4月30日 令和7年9月30日

スーパードラッグひまわり妹尾店 岡山市南区箕島１３４４番地１ 239-8563 代表取締役 梶原聡一 ㈱ププレひまわり 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0222113 令和3年1月21日 令和8年9月30日

セブン−イレブン岡山妹尾崎店 岡山市南区妹尾崎１１２番地１ 281-5428 二宮隆 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0221600 令和2年11月10日 令和8年9月30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１Ｆ 281-6881 代表取締役 大⽯美也 ㈱アインファーマシーズ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0220521 令和2年6月4日 令和7年9月30日

セブンイレブン岡山平井６丁目店 岡山市中区平井六丁目１６１５番１号 271-0367 代表取締役 東馬康 ㈱ニューフロンティア 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0222154 令和3年1月5日 令和8年10月31日

⾦光薬品岡山山崎店 岡山市中区山崎２５番地３ 274-8100 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） 0220762 令和2年7月2日 令和7年10月31日

マルナカ中井町店 岡山市北区中井町一丁目２８０番２号 231-2723 代表取締役 平尾健一 マックスバリュ⻄日本㈱ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0222151 令和3年2月16日 令和8年11月30日

Ｈｏｔｓｕ Ｈｏｔｓｕ 岡山市北区大和町二丁目９番１８号パレスコンフォート大和町１FＡ 234-3383 松田沙妃 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0222601 令和3年2月18日 令和8年11月30日

マルナカ一宮店 岡山市北区楢津６５９番地６ 284-9151 代表取締役 平尾健一 マックスバリュ⻄日本㈱ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 3122896 令和2年4月14日 令和7年11月30日

セブン−イレブン岡山楢津店 岡山市北区楢津９７６番地１ 284-4614 代表取締役 安田政弘 ㈱ＹＡＳＵＤＡＹＡ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0221787 令和2年11月19日 令和7年11月30日

ローソン岡山リサーチパーク前店 岡山市北区芳賀１６６０番地３８ 259-5655 ⻄城俊夫 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0220129 令和2年4月28日 令和7年11月30日

スーパードラッグひまわり津高店 岡山市北区津高３８１番地１ 214-3378 代表取締役 梶原聡一 ㈱ププレひまわり 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0221522 令和3年3月18日 令和8年11月30日

Ｙショップ岡山桃太郎空港店 岡山市北区日応寺１２７７番地岡山空港ターミナルビル１Ｆ 230-7540 代表取締役 水川宏一 岡山空港ターミナル㈱ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0222544 令和3年3月9日 令和8年11月30日
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ドラッグコスモス津高店 岡山市北区横井上２２６番地 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） 0222955 令和3年3月30日 令和8年11月30日

ローソン総社インター店 岡山市北区高塚１４７番地１ 905-0255 定廣貴治 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0222871 令和3年3月25日 令和8年11月30日

ファミリーマート岡山下足守店 岡山市北区下足守１９２１番地５ 295-2005 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） 0221882 令和2年11月26日 令和7年11月30日

ファミリーマート岡山福島店 岡山市南区福島三丁目４１０番５号 261-8150 代表取締役 ⽯原光敏 ㈲ＮＥＸＴ ＶＩＳＩＯＮ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0220893 令和2年7月28日 令和7年12月31日

宅配クック１２３岡山店 岡山市南区福富中一丁目４番１５号 236-8020 代表取締役 富永⺠雄 ㈱富永ミールサービス 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0221139 令和2年8月20日 令和7年12月31日

セブン−イレブン岡山築港栄町店 岡山市南区築港栄町５番１２号 265-9566 取締役 義田茂生 ㈲ドッグフット 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0222714 令和3年3月16日 令和8年12月31日

セブンイレブン岡山千鳥町店 岡山市南区千鳥町１５番１号 262-0040 代表取締役 仁科宏一 ㈲仁科商店 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0221974 令和2年12月8日 令和7年12月31日

セブン-イレブン岡山福田店 岡山市南区福田７２６番地 262-7262 代表取締役 平井茂 ㈱平井商店 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0220144 令和2年6月25日 令和7年12月31日

ワタミの宅食岡山南営業所 岡山市南区豊成一丁目１５番１２号 070-1459-4485 代表取締役社⻑ 清水邦晃 ワタミ㈱ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0221906 令和2年12月15日 令和7年12月31日

株式会社大家族の湯 岡山市北区久米１９７番地１ 代表取締役社⻑ 佐野達彦 ＦＶジャパン㈱ 乳類販売業（自動販売形態） 0220310 令和2年5月12日 令和8年1月31日

ファミリーマート学南町店（ベネッセコーポレーションサテライト自販機） 岡山市北区南方三丁目７番１７号ベネッセコーポレーション本社Ｂ１Ｆ 253-3693 重森芳枝 乳類販売業（自動販売形態） 0221851 令和2年11月27日 令和8年2月28日

天満屋バスセンター中央自販機コーナー 岡山市北区中山下二丁目４番１号 代表取締役社⻑ 佐野達彦 ＦＶジャパン㈱ 乳類販売業（自動販売形態） 0220658 令和2年6月11日 令和7年6月30日

㈱桃太郎ウェルフェアー 岡山市北区津島本町１８番３０号 255-9111 代表取締役 近藤明 ㈱明乳近藤 乳類販売業（自動販売形態） 0220839 令和2年6月30日 令和7年7月31日

社福）淳風福祉会 岡山市北区万成東町２番２８号 252-5050 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） 0221431 令和2年10月6日 令和8年7月31日

⻄濃運輸㈱岡山支店 岡山市南区大福１３２番地２ 282-4181 代表取締役 坪井隆志 岡山ヤクルト販売㈱ 乳類販売業（自動販売形態） 0221329 令和2年9月17日 令和7年9月30日

国立岡山医療センター１F 岡山市北区田益１７１１番地１ 代表取締役社⻑ 佐野達彦 ＦＶジャパン㈱ 乳類販売業（自動販売形態） 0220311 令和2年5月12日 令和7年11月30日

国立岡山医療センター２F 岡山市北区田益１７１１番地１ 代表取締役社⻑ 佐野達彦 ＦＶジャパン㈱ 乳類販売業（自動販売形態） 0220312 令和2年5月12日 令和7年11月30日

建部町温泉会館 岡山市北区建部町建部上５１０番地１ 722-2500 吉岡節修 乳類販売業（自動販売形態） 0221638 令和2年11月4日 令和7年11月30日

岡山中央魚市株式会社 岡山市南区市場一丁目１番地 代表取締役社⻑ 佐野達彦 ＦＶジャパン㈱ 乳類販売業（自動販売形態） 0221072 令和2年8月4日 令和7年12月31日


