
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

安富牧場ファミーユ 岡山市北区下足守４０２番地３ 295-0394 代表取締役 安富照人 ㈲安富牧場 アイスクリーム類製造業 0320031 令和3年4月13日 令和8年11月30日

麺酒一照庵晴天櫓 岡山市北区中仙道二丁目２５番７号 250-9779 代表取締役 大野浩史 ㈱いちてらす そうざい製造業 0320108 令和3年4月27日 令和9年1月31日

ＣＡＳＵＡＬ ＢＡＲ ＭＯＳＴＲＯ 岡山市北区磨屋町７番１１号磨屋町パレス２Ｆ南 大石塁 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0222998 令和3年4月1日 令和8年6月30日

バグース 岡山市北区表町三丁目４番３２号 226-4656 代表社員 三宅明子 福丸合同会社 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0223004 令和3年4月1日 令和8年7月31日

スナックのぶこ 岡山市北区柳町二丁目２番１３号第二耐火ビル１Ｆ１０３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） 0320006 令和3年4月6日 令和9年2月28日

花の木 岡山市北区柳町二丁目１０番６号柳町１０３番館３Ｆ 藤井益子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0320028 令和3年4月6日 令和9年2月28日

リトル・ママⅡ 岡山市北区中央町６番１１号ＫＴ８８ビル３Ｆ３０２号 224-3403 吉岡千尋 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222916 令和3年4月6日 令和8年6月30日

リトル・ママ 岡山市北区中央町６番１１号ＫＴ８８ビル３Ｆ３０１号 224-3403 吉岡千尋 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222917 令和3年4月6日 令和8年6月30日

ＢＥＬＥＡ 岡山市北区中央町６番１８号中央コーポ２Ｆ 片山啓 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222937 令和3年4月6日 令和8年6月30日

からあげ龍庵 岡山市南区東畦８２番地４ 282-8823 代表取締役 庵谷哲也 ㈱空庵 飲食店営業（その他） そうざい調理店 0222964 令和3年4月6日 令和8年9月30日

くぼ農園 岡山市北区御津紙工２７４７番地１ 726-0511 代表取締役 林賢治 ㈲吉備路オーガニックワーク 飲食店営業（その他） その他 0222947 令和3年4月6日 令和8年11月30日

Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ Ｌｉｌａｓ 岡山市北区本町２番１６号小林本町ビル２Ｆ 222-3960 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） 0320017 令和3年4月8日 令和9年2月28日

Ｏｎｅ Ｃｈａｎｅ 岡山市北区本町２番１６号小林本町ビル３Ｆ 233-1019 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） 0320050 令和3年4月8日 令和9年2月28日

Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ Ｕｌｙｓｓｅｓ 岡山市北区本町５番１０号岡本ビル４Ｆ 224-8688 代表社員 末光優 合同会社Ｂｒａｖｅ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0320018 令和3年4月8日 令和9年2月28日

Ｖｉｖｉｔｔｏ 岡山市北区柳町一丁目９番１６号柳町５５ビル２F２０２号 増田由美子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0320030 令和3年4月8日 令和9年2月28日

Ｎａｄｚ Ｕｎｉｑｕｅ 岡山市北区中央町６番１８号レインボープラザ１Ｆ７号 ＫＡＷＡＫＡＭＩ ＮＡＤＥＴＴＥ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222891 令和3年4月8日 令和8年6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 山田義昭 飲食店営業（その他） その他 0320152 令和3年4月13日 令和9年1月31日

カラオケパブ和 岡山市中区八幡３１番地４ 新澤金作 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0320032 令和3年4月13日 令和9年3月31日

あさの屋 岡山市北区上土田１２１番地３ 浅野秀子 飲食店営業（その他） そうざい調理店 0320154 令和3年4月13日 令和8年11月30日

ｂａｒ Ｒｏｓｅｍａｒｙ 岡山市北区柳町一丁目１４番１９号コトブキビル４Ｆ北 見船公子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0320197 令和3年4月15日 令和9年2月28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 山田義昭 飲食店営業（その他） その他 0320149 令和3年4月15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 山田義昭 飲食店営業（その他） その他 0320155 令和3年4月15日 令和8年5月31日

リアー 岡山市北区中央町３番３７号中央第５ビル４Ｆ４０６号 225-2552 陶山照人 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0223010 令和3年4月15日 令和8年6月30日

ふうりん 岡山市北区中央町４番１０号第一井元ビル１Ｆ１０８号 原本聖守 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0320182 令和3年4月15日 令和8年6月30日

スナックＬＥＯＮ 岡山市北区中央町９番１０号ＴＭ２２ビル５Ｆ５０１号 227-1011 田野浦妙子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0320199 令和3年4月15日 令和8年6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 山田義昭 飲食店営業（その他） その他 0320157 令和3年4月15日 令和8年11月30日

Ｂａｒ ＲＥＬＡＸＸ 岡山市北区柳町一丁目９番１２号柳町センターパークビル３Ｆ３０２号 高橋幸斗 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0320162 令和3年4月20日 令和9年2月28日
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セブンイレブン岡山金岡東１丁目店 岡山市東区金岡東町一丁目１１番６０号 942-8315 代表取締役 池原匠美 ㈲池商 飲食店営業（その他） その他 0320160 令和3年4月20日 令和8年4月30日

セブンイレブンＪＲ瀬⼾駅前店 岡山市東区瀬⼾町瀬⼾９４番地１６ 952-9230 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 0320055 令和3年4月20日 令和8年4月30日

ラウンジロータス 岡山市北区中央町４番２３−３号サルーテ中央町４Ｆ４０３・４０４号 代表取締役 髙原チョーファー ㈱サンシャインサポート 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0320178 令和3年4月20日 令和8年6月30日

Ｒｅ：ｚｅｒｏ‐リゼロ‐ 岡山市北区中央町７番１０号中央町第２パラダイスビル２Ｆ 若松志唯奈 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0320224 令和3年4月20日 令和8年6月30日

とり乃 岡山市北区下伊福本町１番４４号 806-5220 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（焼き鳥） 0320231 令和3年4月22日 令和9年1月31日

ｆａｍ 岡山市北区問屋町２６番地１０２−１Ｆ 代表取締役 城⼾貴登 ㈱ＴＫＳ 飲食店営業（その他） その他 0320233 令和3年4月22日 令和9年1月31日

おまち堂＆ＦＲＵＴＡＳ 岡山市北区北⻑瀬表町二丁目１７番８０号ブランチ岡山北⻑瀬内Ｌ１１０ 代表取締役 和田嗣雄 ㈱ＦＲＵＴＡＳ 飲食店営業（その他） その他 0320027 令和3年4月22日 令和9年1月31日

ＰＡＲＡＤＩＳＥ ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ 岡山市北区本町３番６号桃太郎プラザＢ１ＦＢ−０１南 207-2468 代表取締役 グエン ティ トゥ チャン ㈱Ｂ＆Ｔ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0320163 令和3年4月22日 令和9年2月28日

オジョチゴ 岡山市北区本町８番１５号本町プラザ１Ｆ１号 227-2229 徳平大貴 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0320256 令和3年4月22日 令和9年2月28日

ＷＡＣＨＡＷＡＣＨＡ 岡山市北区柳町一丁目１０番２４号プレジデントビル２Ｆ３号 河手彰則 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0320164 令和3年4月22日 令和9年2月28日

みき亭 岡山市北区中央町９番１６号岡山２３ビル７Ｆ７０２号 末吉三希子 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0320234 令和3年4月22日 令和8年6月30日

201 岡山市北区表町二丁目３番６号村上ビル２Ｆ北 村岡充 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0222780 令和3年4月22日 令和8年7月31日

セブン−イレブン岡山⻄古松⻄町店 岡山市北区⻄古松⻄町７番１０１号 246-3881 山本徹 飲食店営業（その他） その他 0320271 令和3年4月27日 令和8年5月31日

Ｂａｒ Ｒｏｉ Ｄｅ Ｐｏｕｌｐｅ 岡山市北区磨屋町７番７号江口磨屋プラザビル２Ｆ２０２号 浅賀優人 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（スナック等） 0320286 令和3年4月27日 令和8年6月30日

いなか家 本店 岡山市北区平和町４番２８号 224-8886 代表取締役 熊谷章 ㈲ベアーフーズ 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0320280 令和3年4月27日 令和8年6月30日

盆栽茶屋 岡山市北区磨屋町７番１３号 234-0690 代表取締役 安村正司 ㈲盆栽 飲食店営業（その他） 酒類提供施設（居酒屋） 0320299 令和3年4月30日 令和8年6月30日

たっぷり！スパゲティ 岡山市南区新保６６７番地１４新保ビル１Ｆ 245-5666 ⼾川新 飲食店営業（一般食堂） めん料理 0222963 令和3年4月1日 令和8年9月30日

石窯パン工房⻨のひげ国⽴病院店 岡山市北区田益１７１１番地１岡山医療センター１F 294-1234 代表取締役 仲原正裕 ㈱Ｈ．Ｉ．Ｇ．Ｅ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0222924 令和3年4月1日 令和8年11月30日

夢工房 岡山市東区矢津１６６８番地 代表取締役社⻑ 石村卓美 ㈱夢百姓 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0222936 令和3年4月6日 令和8年4月30日

餃子の王将岡山京山店 岡山市北区津島京町一丁目５３番６号 251-1688 代表取締役 ⻑澤伸次 ㈱ぺルゴ 飲食店営業（一般食堂） 中国料理 0222910 令和3年4月6日 令和8年7月31日

喫茶離零 岡山市南区東畦４８３番地１ 岡崎希世子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0223011 令和3年4月6日 令和8年9月30日

コトレッタ 岡山市北区本町６番４０号株式会社岡山髙島屋Ｂ１Ｆ 232-1111 代表取締役 上條智子 ㈱岡山髙島屋 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0223013 令和3年4月8日 令和9年2月28日

できたておむずび米米岡南店 岡山市南区築港新町一丁目２５番１号岡南シネマタウン１Ｆ 262-8511 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） 軽食喫茶 0320081 令和3年4月8日 令和8年12月31日

定食ｎａｃａｈａｒａ 岡山市東区中川町３０５番地１７ 942-7087 中原剛 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0222929 令和3年4月13日 令和8年4月30日

本店 焼⾁ 番⻑ 岡山市北区神田町一丁目１２番１４号 233-0015 横路直子 飲食店営業（一般食堂） その他（焼⾁） 0320151 令和3年4月13日 令和8年5月31日

Ｃｈａｔｏｎ ２５（シャトン ヴァンサンカン） 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１Ｆ１０１号 清水伸哉 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0320110 令和3年4月13日 令和8年7月31日

Ｌａ ＰｅｔｉｔＭａｉｓｏｎ 岡山市南区新保６５６番地３６ 室山紋也子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0320049 令和3年4月13日 令和8年9月30日
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ＰＯＮＴＥ ＬＩＢＲＯ ＩＴＡＥＷＯＮ 岡山市北区問屋町８番地１０１−１−Ｃ 236-7915 代表取締役 橋本洋 ㈱スリーワークス 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0320159 令和3年4月15日 令和9年1月31日

カルビマニア 岡山市北区津高６５９番地１ 236-9950 代表取締役 魚住祐次 ㈱アンシャンテ 飲食店営業（一般食堂） その他（焼⾁） 0320175 令和3年4月15日 令和8年11月30日

牛角次男坊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４Ｆ４０６４区画 224-8929 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 0320196 令和3年4月20日 令和9年2月28日

誠悠堂 岡山市北区表町一丁目９番５５号 090-6430-9002 村井誠 飲食店営業（一般食堂） めん料理 0320235 令和3年4月20日 令和8年7月31日

Ｔｕｌｉｐｅｓ 岡山市北区表町一丁目１０番１０号 224-2211 吉田直樹 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0223003 令和3年4月20日 令和8年7月31日

きよまろ 岡山市北区表町二丁目３番６号ムラカ美ビルＢ１Ｆ 藤井恒典 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0320216 令和3年4月20日 令和8年7月31日

一期岡山今店 岡山市北区今一丁目９番２４号 244-1288 代表社員 瀬尾勇登 ＳｅｏｌｔＦｒａｎｔｉｃ合同会社 飲食店営業（一般食堂） その他（焼⾁） 0320019 令和3年4月22日 令和9年1月31日

カレー＆カレーパン天馬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６Ｆ６０１６ 206-2123 代表取締役 大林豁史 日本レストランシステム㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0320125 令和3年4月22日 令和9年2月28日

あまがえる 岡山市東区⻄大寺上二丁目７番３８号 小玉智子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0320130 令和3年4月26日 令和8年4月30日

麺酒一照庵晴天櫓 岡山市北区中仙道二丁目２５番７号 250-9779 代表取締役 大野浩史 ㈱いちてらす 飲食店営業（一般食堂） めん料理 0320107 令和3年4月27日 令和9年1月31日

スターバックスコーヒーイオンモール岡山１階店 岡山市北区下石井一丁目２番１号イオンモール岡山１Ｆ１００３ 238-7621 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 0320232 令和3年4月27日 令和9年2月28日

インドレストラン ＳＵＭＩ ＭＡＨＡＬ 岡山市南区大福１３４番地４ 239-8776 ＡＤＨＩＫＡＲＩ ＫＩＲＡＮ 飲食店営業（一般食堂） その他 0320236 令和3年4月27日 令和8年9月30日

吉備レストラン（サンマルクカフェ） 岡山市北区今岡４７６番地吉備サービスエリア下り線 284-8600 代表取締役 福島悌二 岡山ルートサービス㈱ 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0320225 令和3年4月27日 令和8年11月30日

吉備レストラン 岡山市北区今岡４７６番地吉備サービスエリア下り線 284-8600 代表取締役 福島悌二 岡山ルートサービス㈱ 飲食店営業（一般食堂） その他 0320227 令和3年4月27日 令和8年11月30日

ｃａｆｅ ハナレ 岡山市南区福浜⻄町２番１２号 岡﨑有希子 飲食店営業（一般食堂） 軽食喫茶 0320048 令和3年4月27日 令和8年12月31日

和食屋きんつぎ 岡山市南区豊成三丁目２０番２５号 265-5155 山岡康弘 飲食店営業（一般食堂） 日本料理 0320179 令和3年4月27日 令和8年12月31日

ローソン岡山高柳⻄町店 岡山市北区高柳⻄町１７番４２号 214-2430 片岡正文 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 0222938 令和3年4月1日 令和9年1月31日

さいか村 岡山市南区洲崎三丁目９番１８−３号 川端浩美 飲食店営業（仕出し屋） 弁当 0223000 令和3年4月1日 令和8年12月31日

米屋のにぎりめし山田村 岡山市北区本町６番４０号株式会社岡山髙島屋B１F 232-1111 代表取締役 上條智子 ㈱岡山髙島屋 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 0320223 令和3年4月22日 令和9年2月28日

ローソン岡山岡工前店 岡山市北区伊福町一丁目１０番２０号 256-3303 坂田幸二郎 飲食店営業（仕出し屋） 持ち帰り弁当 0222864 令和3年4月22日 令和8年7月31日

ＭＳ ＣＲＥＡＴＥ ＣＲＥＰＥ ＢＯＭ ３号車 岡山市一円 下山衛 飲食店営業（特殊形態） 自動車 0320273 令和3年4月27日 令和8年4月30日

天然ウナギ販売所 岡山市一円 277-4747 清水唯義 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0320285 令和3年4月27日 令和8年10月31日

美月家 岡山市一円 月城雄哉 飲食店営業（特殊形態） 0320297 令和3年4月30日 令和8年9月30日

うっさん 岡山市一円 代表取締役 境脇一真 ㈱Ｓ．Ｂ． 飲食店営業（特殊形態） 屋台 0320294 令和3年4月30日 令和8年11月30日

ネコノテカフェ 岡山市東区⻄大寺中二丁目１２番９号⻄大寺グランドホテル１Ｆ 942-8407 代表取締役 石⼾紀代美 ㈱笑福屋 飲食店営業（旅館） ホテル 0223009 令和3年4月1日 令和8年4月30日

ローソン岡山高柳⻄町店 岡山市北区高柳⻄町１７番４２号 214-2430 片岡正文 菓子製造業 その他 0222939 令和3年4月1日 令和9年1月31日

石窯パン工房⻨のひげ国⽴病院店 岡山市北区田益１７１１番地１岡山医療センター１F 294-1234 代表取締役 仲原正裕 ㈱Ｈ．Ｉ．Ｇ．Ｅ 菓子製造業 パン 0222925 令和3年4月1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

夢工房 岡山市東区矢津１６６８番地 代表取締役社⻑ 石村卓美 ㈱夢百姓 菓子製造業 洋菓子 0222965 令和3年4月6日 令和8年4月30日

喫茶離零 岡山市南区東畦４８３番地１ 岡崎希世子 菓子製造業 洋菓子 0223012 令和3年4月6日 令和8年9月30日

おくの農園 岡山市南区⻄七区５２１番地４ 奥野靖之 菓子製造業 洋菓子 0320004 令和3年4月6日 令和8年9月30日

アトリエ ママン。 岡山市南区浦安南町１３８番地 262-2677 竹本かおり 菓子製造業 洋菓子 0222373 令和3年4月6日 令和8年12月31日

栗歩岡山 岡山市北区表町一丁目８番３６号表町第一ビル１Ｆ 080-8726-2787 代表取締役 宮本兼佑 ㈱ＲＡＩＤＥＮＴＳ ＪＡＰＡＮ 菓子製造業 洋菓子 0320215 令和3年4月15日 令和8年7月31日

セブンイレブン岡山金岡東１丁目店 岡山市東区金岡東町一丁目１１番６０号 942-8315 代表取締役 池原匠美 ㈲池商 菓子製造業 その他 0320161 令和3年4月20日 令和8年4月30日

カレー＆カレーパン天馬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６Ｆ６０１６ 206-2123 代表取締役 大林豁史 日本レストランシステム㈱ 菓子製造業 パン 0320126 令和3年4月22日 令和9年2月28日

ローソン岡山岡工前店 岡山市北区伊福町一丁目１０番２０号 256-3303 坂田幸二郎 菓子製造業 その他 0222865 令和3年4月22日 令和8年7月31日

熟成純生食パン専門店本多岡山問屋町店 岡山市北区問屋町８番地１０１ＢＯＯＴＨ ＨＡＵＳ １ＦＢ号 239-9777 代表取締役 神崎順子 ㈱神多 菓子製造業 パン 0320001 令和3年4月27日 令和9年1月31日

吉備レストラン（サンマルクカフェ） 岡山市北区今岡４７６番地吉備サービスエリア下り線 284-8600 代表取締役 福島悌二 岡山ルートサービス㈱ 菓子製造業 パン 0320226 令和3年4月27日 令和8年11月30日

カフェ ワフト 岡山市一円 石崎真依 菓子製造業（特殊形態） 0320002 令和3年4月1日 令和8年11月30日

ＭＳ ＣＲＥＡＴＥ ＣＲＥＰＥ ＢＯＭ ３号車 岡山市一円 下山衛 菓子製造業（特殊形態） 0320274 令和3年4月27日 令和8年4月30日

美月家 岡山市一円 月城雄哉 菓子製造業（特殊形態） 0320298 令和3年4月30日 令和8年9月30日

おくの農園 岡山市南区⻄七区５２１番地４ 奥野靖之 缶詰又は瓶詰食品製造業 0320005 令和3年4月6日 令和8年9月30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㈱ 喫茶店営業 その他 0320029 令和3年4月13日 令和8年7月31日

ハピーズ岡輝店 岡山市北区奥田本町３番１号 231-2871 代表取締役 野口重明 ㈱天満屋ストア 喫茶店営業 純喫茶 0320132 令和3年4月20日 令和8年5月31日

おかやまキムラヤ岡輝店 岡山市北区奥田本町３番１号天満屋ハピーズ岡輝店内 201-5008 代表取締役 梶谷周平 ㈱岡山木村屋 喫茶店営業 0320080 令和3年4月20日 令和8年5月31日

スマイルダイニングコーヒー自販機 岡山市北区田益１７１１番地１ 代表取締役 坪井祥隆 大惣㈱ 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 0222997 令和3年4月6日 令和8年11月30日

中四国セキスイハイム工業株式会社 岡山市東区九蟠５５７番地３ 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 0320198 令和3年4月15日 令和8年4月30日

パチンコｎｉｋｋｏ十日市店 休憩コーナー 岡山市北区十日市中町１５番７０号 222-1526 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 0320111 令和3年4月15日 令和8年5月31日

岡山県貨物本社 岡山市北区清心町４番３１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 0320200 令和3年4月15日 令和8年7月31日

エイブルスポーツクラブ岡山店 岡山市北区下伊福本町１番３３号 252-3131 代表取締役 丸田茂彦 ㈱エヌ・シー・ピー 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 0320230 令和3年4月22日 令和9年1月31日

郵便事業㈱岡山東郵便局２階食堂 岡山市中区原尾島四丁目１番１３号 0570-943-325 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 0320281 令和3年4月27日 令和9年3月31日

ユニバーサル製缶株式会社岡山工場 岡山市東区瀬⼾町南⽅１５０番地 953-1511 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 0320282 令和3年4月27日 令和8年4月30日

レフコ岡山 岡山市北区⻄島田町８番１号 805-2208 代表取締役 池村圭史 ㈱ＡＬＩＧＨＴ 喫茶店営業（自動販売形態） 清涼飲料 0320292 令和3年4月27日 令和8年5月31日

⻄濃運輸㈱岡山⽀店ホーム 岡山市南区大福１３０番地１ 282-4181 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 0320278 令和3年4月27日 令和8年9月30日

⻄濃運輸岡山⽀店 ＣＶＭ 岡山市南区大福１３０番地１ 282-4181 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 0320279 令和3年4月27日 令和8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

ｅｍｐｉｒｅ 岡山市一円 代表取締役 川口祥央 ㈱エタニティー 喫茶店営業（特殊形態） 0320003 令和3年4月1日 令和9年1月31日

ＪＡＺＺ＆ＴＥＡ 岡山市一円 宮園三鈴 喫茶店営業（特殊形態） 0320257 令和3年4月22日 令和8年11月30日

ＤＥＶＩＮＧ 岡山市一円 山根莉絵子 喫茶店営業（特殊形態） 0320284 令和3年4月27日 令和8年11月30日

ローソン岡山高柳⻄町店 岡山市北区高柳⻄町１７番４２号 214-2430 片岡正文 魚介類販売業（簡易形態） 0222942 令和3年4月1日 令和9年1月31日

ザグザグ金川店 岡山市北区御津宇垣１４８３番地１ 724-9303 代表取締役 森信 ㈱ザグザグ 魚介類販売業（簡易形態） 0222969 令和3年4月6日 令和8年11月30日

大森食品株式会社 岡山市北区大内田８２８番地２ 293-1144 代表取締役 泉周作 大森食品㈱ 魚介類販売業（簡易形態） 0320129 令和3年4月13日 令和9年1月31日

セブンイレブンＪＲ瀬⼾駅前店 岡山市東区瀬⼾町瀬⼾９４番地１６ 952-9230 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） 0320058 令和3年4月20日 令和8年4月30日

ローソン岡山岡工前店 岡山市北区伊福町一丁目１０番２０号 256-3303 坂田幸二郎 魚介類販売業（簡易形態） 0222868 令和3年4月22日 令和8年7月31日

ワタミの宅食岡山中央営業所 岡山市中区倉田６７１番地５ 070-1219-8749 代表取締役社⻑ 清水邦晃 ワタミ㈱ 魚介類販売業（簡易形態） 0320053 令和3年4月22日 令和8年10月31日

なお家 岡山市北区表町三丁目８番４号チトセビル１Ｆ 234-1100 入鹿直樹 食⾁販売業 0223008 令和3年4月1日 令和8年7月31日

匠の⾁ 岡山市北区表町一丁目９番５８号中之町第二ビル 八代瑛二郎 食⾁販売業 0320016 令和3年4月8日 令和8年7月31日

カルビマニア 岡山市北区津高６５９番地１ 236-9950 代表取締役 魚住祐次 ㈱アンシャンテ 食⾁販売業 0320176 令和3年4月15日 令和8年11月30日

ハピーズ岡輝店 岡山市北区奥田本町３番１号 231-2871 代表取締役 野口重明 ㈱天満屋ストア 食⾁販売業 0320134 令和3年4月20日 令和8年5月31日

ローソン岡山高柳⻄町店 岡山市北区高柳⻄町１７番４２号 214-2430 片岡正文 食⾁販売業（簡易形態） 0222941 令和3年4月1日 令和9年1月31日

ひよこさんちの直売所 岡山市南区箕島２９６７番地１ 250-6497 代表取締役 藤井美佐 ㈱卵娘庵 食⾁販売業（簡易形態） 0320015 令和3年4月6日 令和8年9月30日

ザグザグ金川店 岡山市北区御津宇垣１４８３番地１ 724-9303 代表取締役 森信 ㈱ザグザグ 食⾁販売業（簡易形態） 0222968 令和3年4月6日 令和8年11月30日

大森食品株式会社 岡山市北区大内田８２８番地２ 293-1144 代表取締役 泉周作 大森食品㈱ 食⾁販売業（簡易形態） 0320128 令和3年4月13日 令和9年1月31日

セブンイレブンＪＲ瀬⼾駅前店 岡山市東区瀬⼾町瀬⼾９４番地１６ 952-9230 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） 0320057 令和3年4月20日 令和8年4月30日

ローソン岡山岡工前店 岡山市北区伊福町一丁目１０番２０号 256-3303 坂田幸二郎 食⾁販売業（簡易形態） 0222867 令和3年4月22日 令和8年7月31日

ワタミの宅食岡山中央営業所 岡山市中区倉田６７１番地５ 070-1219-8749 代表取締役社⻑ 清水邦晃 ワタミ㈱ 食⾁販売業（簡易形態） 0320052 令和3年4月22日 令和8年10月31日

麺酒一照庵晴天櫓 岡山市北区中仙道二丁目２５番７号 250-9779 代表取締役 大野浩史 ㈱いちてらす 食品の冷凍又は冷蔵業 冷凍食品製造業 0320109 令和3年4月27日 令和9年1月31日

ローソン岡山高柳⻄町店 岡山市北区高柳⻄町１７番４２号 214-2430 片岡正文 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0222940 令和3年4月1日 令和9年1月31日

ザグザグ金川店 岡山市北区御津宇垣１４８３番地１ 724-9303 代表取締役 森信 ㈱ザグザグ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0222967 令和3年4月6日 令和8年11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 山田義昭 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0320153 令和3年4月13日 令和9年1月31日

大森食品株式会社 岡山市北区大内田８２８番地２ 293-1144 代表取締役 泉周作 大森食品㈱ 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0320127 令和3年4月13日 令和9年1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 山田義昭 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0320150 令和3年4月15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 山田義昭 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0320156 令和3年4月15日 令和8年5月31日
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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 山田義昭 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0320158 令和3年4月15日 令和8年11月30日

セブンイレブンＪＲ瀬⼾駅前店 岡山市東区瀬⼾町瀬⼾９４番地１６ 952-9230 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） 0320056 令和3年4月20日 令和8年4月30日

ハピーズ岡輝店 岡山市北区奥田本町３番１号 231-2871 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） 0320133 令和3年4月20日 令和8年5月31日

ローソン岡山岡工前店 岡山市北区伊福町一丁目１０番２０号 256-3303 坂田幸二郎 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0222866 令和3年4月22日 令和8年7月31日

ワタミの宅食岡山中央営業所 岡山市中区倉田６７１番地５ 070-1219-8749 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） 0320051 令和3年4月22日 令和8年10月31日

セブン−イレブン岡山⻄古松⻄町店 岡山市北区⻄古松⻄町７番１０１号 246-3881 山本徹 乳類販売業（卸売販売及び小売販売） 0320272 令和3年4月27日 令和8年5月31日


