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

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

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

麺処ぐり虎 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

生活彩家 岡山県庁店 岡山市北区内山下二丁目４番６号岡山県庁西庁舎１Ｆ 803-3116 代表取締役社⾧ 目黒俊治 ㈱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

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

Ｍｙ Ｓｔｏｒｙ 岡山市南区妹尾８６９番地７ 070-1909-8244 ⾧岡浩二 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

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

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

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

ラウンジ凛華 岡山市北区柳町一丁目１４番１１号２F 226-7811 ⾧谷民枝 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

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

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

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

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

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

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

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

Ｃｒａｆｔ Ｂｅｅｒ Ｄｉｎｉｎｇ ＆ Ｃａｆｅ 麦酒島−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

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

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

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

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

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

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

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
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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

スナック月 岡山市北区平和町７番２８号西川ファミリービル１F１０２号 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号西川ファミリービル１F１１１号 238-5344 代表取締役 堀田澤太輔 ㈱インプランツ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222393 令和3年1月28日 令和8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） 西洋料理 0222148 令和3年1月5日 令和8年6月30日

栄華 岡山市南区福富西二丁目３番２号 737-4593 ⾧岡強 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

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

ＮｉｋｏＤｅ 岡山市東区西大寺東三丁目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

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

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

手打ちそば海 岡山市北区内山下二丁目６番３号 230-2105 西村公一 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

アヴィラージュ大安寺 岡山市北区高柳西町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

サーティカレー 岡山市北区辰巳４２番地１０１ 241-9230 戸村良治 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

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

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 ㈱西日本吉野家 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

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

Ｃｏｆｆｅｅｍｏｏｄ 岡山市北区弓之町２番９号弓ノ町ビル１F 西義信 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

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

中華料理風花 岡山市南区三浜町一丁目３番２０号 230-7334 𠮷川光弘 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

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

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

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

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

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

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

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
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生活彩家 岡山県庁店 岡山市北区内山下二丁目４番６号岡山県庁西庁舎１Ｆ 803-3116 代表取締役社⾧ 目黒俊治 ㈱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

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

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

ＮｉｋｏＤｅ 岡山市東区西大寺東三丁目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

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

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

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

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

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

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

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

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 0222233 令和3年1月14日 令和8年7月31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

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

生活彩家 岡山県庁店 岡山市北区内山下二丁目４番６号岡山県庁西庁舎１Ｆ 803-3116 代表取締役社⾧ 目黒俊治 ㈱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

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

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

生活彩家 岡山県庁店 岡山市北区内山下二丁目４番６号岡山県庁西庁舎１Ｆ 803-3116 代表取締役社⾧ 目黒俊治 ㈱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

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

生活彩家 岡山県庁店 岡山市北区内山下二丁目４番６号岡山県庁西庁舎１Ｆ 803-3116 代表取締役社⾧ 目黒俊治 ㈱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

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

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

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

いなばや 岡山市北区万成西町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


