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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

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

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

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

Ｙeｌｌ 岡山市北区中央町７番１３号赤松１５ビル８Ｆ 末永龍次 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222437 令和3年2月2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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

下西川町酒場はね黒 岡山市北区柳町一丁目１４番１２号西川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

ローソン岡山⾧利店 岡山市中区⾧利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

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

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 黒田裕一 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
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山陽マルナカ築港店 岡山市南区築港元町１４番１号 902-5522 代表取締役 宮宇地剛 ㈱山陽マルナカ 飲食店営業（その他） そうざい調理店 0222501 令和3年2月25日 令和8年12月31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 ⾧尾潤 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

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 ㈱ピアーサーティー西日本 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

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

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

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

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

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

セルフうどん小麦や 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

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） 西洋料理 0222504 令和3年2月9日 令和8年2月28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

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） 西洋料理 0222508 令和3年2月9日 令和8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

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

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

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

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

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

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

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

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 理事⾧ 金重哲三 社会医療法人鴻仁会 飲食店営業（一般食堂） その他 0222597 令和3年2月25日 令和8年7月31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

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

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 代表取締役社⾧ 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

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

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

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

山陽マルナカ築港店 岡山市南区築港元町１４番１号 902-5522 代表取締役 宮宇地剛 ㈱山陽マルナカ 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

ゆめこうば 岡山市一円 理事⾧ 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
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麺屋台うまし 岡山市一円 ⾧谷川恵介 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

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

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

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

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

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 代表取締役社⾧ 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

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

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

山陽マルナカ中井町店 岡山市北区中井町一丁目２８０番２号 231-2723 代表取締役 宮宇地剛 ㈱山陽マルナカ 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

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

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

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

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

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

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

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

株式会社ハローズ花尻店 岡山市北区白石西新町９番地１１６ 253-5586 代表取締役 佐藤利行 ㈱ハローズ 喫茶店営業（自動販売形態） その他（水） 0222391 令和3年2月2日 令和9年1月31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

㈱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

㈱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

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 代表取締役社⾧ 森吉平 ㈱アペックス西日本 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

はなふさ浦安 岡山１Ｆ 岡山市南区浦安南町８７番地２ 265-7500 代表取締役社⾧ 森吉平 ㈱アペックス西日本 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

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

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

ローソン岡山⾧利店 岡山市中区⾧利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

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



営業所名 営業所所在地 営業所ＴＥＬ 代表者肩書 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

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

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

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

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号ダイニチ上西川ビルB1F 235-8929 代表取締役社⾧ 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

炭一鉄西大寺店 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

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

カルビ自慢炭一鉄岡山青江店 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

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

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

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

ローソン岡山⾧利店 岡山市中区⾧利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

ミルクショップ拓海 岡山市北区万成西町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

山陽マルナカ中井町店 岡山市北区中井町一丁目２８０番２号 231-2723 代表取締役 宮宇地剛 ㈱山陽マルナカ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0222151 令和3年2月16日 令和8年11月30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

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

ローソン岡山⾧利店 岡山市中区⾧利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


