
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

麺酒一照庵岡山本店 岡山市北区中山下二丁目２１番１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
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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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

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

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

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

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


