
営業許可施設
都道府県コード No 営業所名称 営業所郵便番号 営業所所在地 営業所電話番号 業種 形態 営業者法人名称 営業者役職 営業者氏名 営業者郵便番号 営業者住所 営業者電話番号 許可番号 許可日 有効期限 初許可日
000028 1000000003 インデアン・カレ－ 659-0093 芦屋市船戸町２番１号１２０ 797382633 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社インデアン 代表取締役 奥内 博紀 530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎新地１堂島地下街４号 663440233 神南(芦健)第1-89 平成29年10月17日 令和5年11月30日 昭和61年10月27日
000028 1000000006 三栄 659-0083 芦屋市西山町１０番１９号 797220036 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 飯田 光三 神南(芦健)第1-114 令和3年10月21日 令和9年11月30日 令和3年10月21日
000028 1000000021 659-0093 芦屋市船戸町１番２５号アルパ１０１ 797223094 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木村 節男 神南(芦健)第1-64 令和3年8月2日 令和9年8月31日 令和3年8月2日
000028 1000000027 にくてん割烹鈴（べる） 659-0092 芦屋市大原町８番２号ラ・フォ－ネＢ１ 797340631 飲食店営業(4)その他 一般 木村 善鈴 神南(芦健)第2-117 令和2年1月16日 令和8年2月28日 昭和62年12月7日
000028 1000000053 ＣＡＦＥ ＆ ＢＡＲ　Ｔａｋｅｚｏｎｏ 659-0092 芦屋市大原町１０番１号９Ｆ 312341 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社竹園 代表取締役 福本 吉宗 659-0092 兵庫県芦屋市大原町１０番１－１０１号 312341 神南(芦健)第1-111 平成29年11月1日 令和5年11月30日 昭和61年10月29日
000028 1000000094 ねぎぼうず 659-0012 芦屋市朝日ケ丘町２８番１号 313010 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山崎 節子 神南(芦健)第1-71 平成29年8月18日 令和5年8月31日 平成3年7月23日
000028 1000000096 ミスタードーナツ芦屋ショップ 659-0092 芦屋市大原町９番１号ラポルテ東館１Ｆ１０８ 797321395 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ヤマヨフーズ 代表取締役 山本 貴之 530-0003 大阪府大阪市北区堂島１－２－１０ 663445122 神南(芦健)第2-62 令和2年10月27日 令和9年11月30日 平成4年11月9日
000028 1000000104 ティ－ル－ムユ－カリ 659-0093 芦屋市船戸町４番１号ラポルテ本館１０２ 797324399 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長谷川 惠 神南(芦健)第2-45 令和2年7月31日 令和8年8月31日 平成8年7月24日
000028 1000000130 ㈱三井住友銀行芦屋北口出張所 659-0093 芦屋市船戸町１－２９　６階 79731566 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番２０号 664588801 神南(芦健)第1-30 令和4年5月2日 令和11年5月31日 令和4年5月2日
000028 1000000144 三井住友銀行芦屋駅前支店　シダックス店 659-0093 芦屋市船戸町２－１－１０１ 797312141 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 シダックスフ－ドサ－ビス　株式会社 代表取締役 白田 豊彦 182-0021 東京都調布市調布ケ丘３丁目６番３号 424898911 神南(芦健)第1-151 平成30年2月5日 令和6年2月29日 平成11年2月5日
000028 1000000160 リベルテ 659-0013 芦屋市岩園町２－３ 233121 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 久村 眞秀 神南(芦健)第1-153 平成30年2月6日 令和6年2月29日 平成11年12月3日
000028 1000000161 ぱんこ 659-0095 芦屋市東芦屋町３－７ 355113 飲食店営業(4)その他 一般 若間 裕介 神南(芦健)第1-164 平成30年2月27日 令和6年2月29日 平成11年12月1日
000028 1000000168 珈琲　麓（ＲＯＫＵ） 659-0091 芦屋市東山町７番３２号 236684 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 林田 浩二 神南(芦健)第1-69 平成30年7月23日 令和6年8月31日 平成12年8月30日
000028 1000000169 レストラン　ラベイユ 659-0095 芦屋市東芦屋町１－２０－２０２ 255020 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 髙橋 昭行 神南(芦健)第1-125 平成30年11月6日 令和6年11月30日 平成12年9月6日
000028 1000000180 ホテル竹園芦屋 659-0092 芦屋市大原町１０－１ 797312341 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社竹園 代表取締役 福本 吉宗 659-0092 兵庫県芦屋市大原町１０番１－１０１号 797312341 神南(芦健)第1-110 平成29年11月1日 令和5年11月30日 昭和61年10月27日
000028 1000000184 魚利 659-0083 芦屋市西山町３番１０号 318215 飲食店営業(4)その他 一般 大橋 進 神南(芦健)第1-101 平成29年10月20日 令和5年11月30日 昭和56年10月29日
000028 1000000228 COTTON FIELDS 659-0083 芦屋市西山町２３番２１号 797228071 飲食店営業(4)その他 一般 湯川 恒康 神南(芦健)第2-58 令和2年8月27日 令和8年8月31日 平成8年6月4日
000028 1000000271 芦屋ら－めん庵 659-0062 芦屋市宮塚町２番３号１０１ 797228363 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社あんコーポレーション 代表取締役 久保 多美子 659-0062 兵庫県芦屋市宮塚町２番３号１０１ 797228363 神南(芦健)第2-26 令和3年4月28日 令和9年5月31日 平成6年5月19日
000028 1000000272 ロイヤルホスト　芦屋店 659-0028 芦屋市打出小槌町１－２ 797326616 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ロイヤルフードサービス株式会社 代表取締役 生田 直己 154-0015 東京都世田谷区桜新町１－３４－６ 357077139 神南(芦健)第1-191 令和4年2月15日 令和11年2月28日 令和4年2月15日
000028 1000000273 パスタの店ｇｏｍｅｎｙａ（ゴメンヤ） 659-0021 芦屋市春日町１－１５フリックコート１０５ 797380088 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社エスティティ 代表取締役 坂口 俊郎 662-0074 兵庫県西宮市石刎町１９－１３ 798710282 神南(芦健)第1-8 令和4年4月14日 令和10年5月31日 令和4年4月14日
000028 1000000283 小金屋 659-0062 芦屋市宮塚町２番６号１０１－１０８ 797225498 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岸田 朋美 神南(芦健)第2-110 令和3年2月19日 令和9年2月28日 平成6年1月6日
000028 1000000287 春日 659-0021 芦屋市春日町３番６号春日マンション１Ｆ－１０２ 316070 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 妹尾 隼美 神南(芦健)第1-67 平成30年7月23日 令和6年8月31日 昭和43年7月15日
000028 1000000289 ガスト芦屋店 659-0015 芦屋市楠町７－１８ 797212002 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保１－２５－８ 422375218 神南(芦健)第1-65 令和3年8月3日 令和10年8月31日 令和3年8月3日
000028 1000000290 三井住友銀行芦屋支店　シダックス店 659-0065 芦屋市公光町１１－９ 312101 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 シダックスフ－ドサ－ビス株式会社 代表取締役 白田 豊彦 182-0021 東京都調布市調布ケ丘３丁目６番地３ 662131831 神南(芦健)第1-109 平成29年11月1日 令和6年11月30日 平成7年10月30日
000028 1000000295 ビ－ウィッチ 659-0067 芦屋市茶屋之町１１－５ベルアミ－芦屋１０３ 340386 飲食店営業(4)その他 一般 竹内 和子 神南(芦健)第1-161 平成30年2月20日 令和6年2月29日 昭和62年2月10日
000028 1000000302 グリルロンドン 659-0065 芦屋市公光町７番１０号 797312371 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中川 猛 神南(芦健)第2-31 令和3年5月11日 令和9年5月31日 昭和48年3月2日
000028 1000000308 フォルクス芦屋店 659-0021 芦屋市春日町２４番１６号 233410 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社アークミール 代表取締役 柳 先 338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合２－３－５ 488516690 神南(芦健)第1-48 平成29年7月14日 令和5年8月31日 昭和56年6月5日
000028 1000000316 きっさ＆ギャラリ－せいざん 659-0021 芦屋市春日町２３番６号 797387648 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前田 美津子 神南(芦健)第1-9 平成29年4月18日 令和5年5月31日 平成3年4月15日
000028 1000000330 楓林 659-0061 芦屋市上宮川町３－７ 797317174 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山富士フ－ズ有限会社 代表取締役 661-0035 兵庫県尼崎市武庫之荘２丁目１７－１ 64367596 神南(芦健)第1-131 令和4年10月19日 令和10年11月30日 令和4年10月19日
000028 1000000339 ラ－メン珍遊 659-0021 芦屋市春日町１－４ 797235560 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡本 正男 神南(芦健)第2-40 令和2年7月30日 令和8年8月31日 平成8年6月27日
000028 1000000340 喫茶エリ－ト 659-0067 芦屋市茶屋之町１１番６号 797316030 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 喜文字 正子 神南(芦健)第2-49 令和2年8月4日 令和8年8月31日 平成8年7月2日
000028 1000000350 千鳥屋 659-0068 芦屋市業平町１番１８号 797327257 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 原田 太七郎 神南(芦健)第2-25 令和3年4月28日 令和9年5月31日 平成9年5月16日
000028 1000000357 すし処　大 659-0015 芦屋市楠町５－２カターニア芦屋１０１号 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井上 一人 神南(芦健)第1-25 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 1000000362 ワインガ－デン　リブゴ－シュ 659-0065 芦屋市公光町４番１８号 797215156 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 細谷 志朗 神南(芦健)第1-127 令和4年10月18日 令和10年11月30日 令和4年10月18日
000028 1000000376 茶房　チェンバロ 659-0066 芦屋市大桝町４－１５ 324333 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 篠原 ゆかり 神南(芦健)第1-55 平成29年7月19日 令和5年8月31日 平成11年6月2日
000028 1000000385 かごの屋芦屋店 659-0061 芦屋市上宮川町２－１４ 797212535 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＫＲフードサービス 代表取締役 望月 進 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋３丁目６番２６号 668092143 神南(芦健)第1-103 平成29年10月27日 令和5年11月30日 平成11年10月19日
000028 1000000394 かぶらや 659-0028 芦屋市打出小槌町６－９－１０４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社コイワ 代表取締役 小林 恭仁 651-1212 兵庫県神戸市北区筑紫が丘５－１２－６ 神南(芦健)第1-140 平成30年1月22日 令和6年2月29日 平成11年12月27日
000028 1000000399 うちこち 659-0028 芦屋市打出小槌町１３－１５ 318651 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社鹿島敏正事務所 代表取締役 鹿島 敏正 659-0028 兵庫県芦屋市打出小槌町１３－１５ 797318651 神南(芦健)第1-21 平成30年4月27日 令和6年5月31日 平成12年4月21日
000028 1000000401 相 659-0065 芦屋市公光町８－３０ 340378 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 相田 育志 神南(芦健)第1-5 平成30年4月13日 令和6年5月31日 平成12年5月1日
000028 1000000403 rescaeco BIGOT(レスカエコ　ビゴ） 659-0066 芦屋市大桝町１－２１コンコルディア芦屋１０１ 357103 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ビゴ 代表取締役 ビゴ・ジャンポール・ タロウ 659-0068 兵庫県芦屋市業平町６－１６ 225137 神南(芦健)第1-22 平成30年4月27日 令和6年5月31日 平成12年5月24日
000028 1000000405 炭や 659-0065 芦屋市公光町７－１２ 384477 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ガイン 代表取締役 谷口 文男 659-0054 兵庫県芦屋市浜芦屋町９－１２－１０１ 797322641 神南(芦健)第1-80 平成30年8月1日 令和6年8月31日 平成12年7月10日
000028 1000000421 やまとラーメン香雲堂　芦屋店 659-0072 芦屋市川西町３番２２号 251201 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　トシサービス 代表取締役 北中 歳丈 662-0915 兵庫県西宮市馬場町4-27-1401号 798360073 神南(芦健)第1-159 平成31年1月31日 令和7年2月28日 平成13年1月26日
000028 1000000423 スナック　夢華 659-0066 芦屋市大桝町５番２号 797233310 飲食店営業(4)その他 一般 比戸 慶子 神南(芦健)第2-7 平成31年4月22日 令和7年5月31日 平成13年3月1日
000028 1000000427 ダイエー東芦屋店 659-0021 芦屋市春日町２４－１５ 797226611 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ダイエー 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１番１号 783025001 神南(芦健)第2-24 令和3年4月28日 令和9年5月31日 平成9年3月7日
000028 1000000433 ㈱いかりスーパーマーケット　ＪＲ芦屋店 659-0068 芦屋市業平町１－２０ 383014 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社いかりスーパーマーケット 代表取締役 行光 博志 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町１丁目１５番地の８ 664216074 神南(芦健)第1-6 平成30年4月16日 令和6年5月31日 平成4年3月10日
000028 1000000435 スナック　り－ざ 659-0066 芦屋市大桝町７番３号清隆荘２Ｆ 797318938 飲食店営業(4)その他 一般 井上 靖代 神南(芦健)第1-4 令和4年4月11日 令和10年5月31日 令和4年4月11日
000028 1000000441 ダイエー東芦屋店 659-0021 芦屋市春日町２４－１５ 797226611 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ダイエー 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１番１号 783025001 神南(芦健)第1-65 令和4年7月26日 令和11年8月31日 令和4年7月26日
000028 1000000442 ダイエー東芦屋店 659-0021 芦屋市春日町２４－１５ 797226611 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ダイエー 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１番１号 783025001 神南(芦健)第1-66 令和4年7月26日 令和11年8月31日 令和4年7月26日
000028 1000000456 有限会社ビゴ 659-0068 芦屋市業平町６－１６ 797225137 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ビゴ 代表取締役 ビゴ・ジャンポール・タロウ 659-0068 兵庫県芦屋市業平町６番１６号 797225137 神南(芦健)第2-8 令和3年4月16日 令和9年5月31日 平成9年3月21日
000028 1000000459 お好焼ぐず 659-0068 芦屋市業平町５－１２Ｆ 797354455 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷渕 累美子 神南(芦健)第1-49 令和3年7月29日 令和9年8月31日 令和3年7月29日
000028 1000000483 フー．ド．ヴァン 659-0066 芦屋市大桝町７－１３ 255351 飲食店営業(4)その他 一般 伊藤 友泰 神南(芦健)第1-116 平成30年10月31日 令和6年11月30日 平成12年11月16日
000028 1000000487 幸味 659-0063 芦屋市宮川町１番１４号 340322 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小笠原 一紘 神南(芦健)第1-70 平成29年8月18日 令和5年8月31日 昭和56年8月24日
000028 1000000489 ８２６事業所 659-0051 芦屋市呉川町８－１１ 386500 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目３－２０ 664588801 神南(芦健)第1-10 平成30年4月18日 令和6年5月31日 平成4年3月26日
000028 1000000490 三井住友銀行平田寮 659-0074 芦屋市平田町１－５ 315330 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ウオクニ株式会社 代表取締役 野々村 充教 657-0842 兵庫県神戸市灘区船寺通４丁目５番１６号 788017755 神南(芦健)第1-139 平成30年1月22日 令和7年2月28日 昭和62年2月27日
000028 1000000499 にしむら珈琲店 659-0064 芦屋市精道町６番１５号 797310580 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社神戸興産 取締役 吉谷 啓介 650-0003 兵庫県神戸市中央区山本通２丁目１－２０ 782422467 神南(芦健)第2-6 令和3年4月16日 令和9年5月31日 昭和54年3月30日
000028 1000000500 北京料理　豚々亭 659-0024 芦屋市南宮町１０番２５号 797329568 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 郗 富男 神南(芦健)第1-209 令和5年1月30日 令和11年2月28日 令和5年1月30日
000028 1000000512 コーヒーハウス　クールウインド 659-0024 芦屋市南宮町１０番２５号ヒルクレ－ン２Ｆ 236368 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田島 重子 神南(芦健)第1-86 平成29年10月13日 令和5年11月30日 昭和61年10月30日
000028 1000000518 串昌 659-0022 芦屋市打出町２番１２号 797227392 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中路 小夜子 神南(芦健)第2-95 令和1年11月5日 令和7年11月30日 平成7年11月24日
000028 1000000531 新みきや 659-0022 芦屋市打出町１番１７号 797310125 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三木 博 神南(芦健)第2-97 令和1年11月5日 令和7年11月30日 昭和57年10月5日
000028 1000000542 芦屋市役所職員食堂 659-0064 芦屋市精道町７番６号芦屋市役所北館Ｂ１ 797312121 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社なんすい食品 代表取締役 前田 靖文 658-0014 兵庫県神戸市東灘区北青木２－７－８ 784116081 神南(芦健)第2-50 令和2年8月4日 令和8年8月31日 平成8年7月2日
000028 1000000547 珈琲花 659-0064 芦屋市精道町４番１４号 797353987 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 采女 佳子 神南(芦健)第2-111 令和3年2月22日 令和9年2月28日 平成9年2月7日
000028 1000000551 はもりや 659-0022 芦屋市打出町１番１８号 797225214 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大本 佳克 神南(芦健)第1-60 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 1000000564 カフェ・リ－ 659-0025 芦屋市浜町２－１４－１０１ 355288 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 齋尾 治子 神南(芦健)第1-52 平成29年7月18日 令和5年8月31日 平成11年6月17日
000028 1000000570 リーフ 659-0051 芦屋市呉川町１７－２ 327958 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長澤 薫 神南(芦健)第1-86 平成30年8月23日 令和6年8月31日 平成12年6月30日
000028 1000000575 海鮮割烹　真一心 659-0027 芦屋市若宮町５－１３ 353715 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鎌田 真志 神南(芦健)第1-112 平成30年10月25日 令和6年11月30日 平成12年10月31日
000028 1000000580 芦屋家族　そうざいや 659-0023 芦屋市大東町１０－１２－１１８ 797232260 飲食店営業(4)その他 一般 岡田 啓司 神南(芦健)第1-178 令和4年1月28日 令和10年2月29日 令和4年1月28日
000028 1000000584 サロンドキュイジーヌ千暮里 659-0003 芦屋市奥池町３７－３ 315127 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社千暮里 代表取締役 達谷 純子 659-0003 兵庫県芦屋市奥池町３７番３号 797315127 神南(芦健)第1-120 平成30年11月5日 令和6年11月30日 平成12年10月31日
000028 1000000595 ８２９事業所 659-0003 芦屋市奥池町１７番８号 797380210 飲食店営業(3)旅館 一般 一冨士フードサービス株式会社 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番２０号 664588801 神南(芦健)第2-103 令和1年11月7日 令和7年11月30日 平成4年10月15日
000028 1000000609 （有）魚萬商店 659-0023 芦屋市大東町６－５ 797232147 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社魚萬商店 代表取締役 内場 恒郷 659-0023 兵庫県芦屋市大東町６－５ 797232147 神南(芦健)第1-53 令和4年7月15日 令和10年8月31日 令和4年7月15日
000028 1000000611 梧桐 659-0032 芦屋市浜風町３番７号 797380511 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 柿田 直重 神南(芦健)第1-115 令和3年10月21日 令和9年11月30日 令和3年10月21日
000028 1000000613 愛菜　浜芦屋店 659-0051 芦屋市呉川町１６－２２ 797229713 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社コープフーズ 代表取締役 友重 伸和 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目３番１９号 794956001 神南(芦健)第1-143 令和4年10月28日 令和10年11月30日 令和4年10月28日
000028 1000000617 コープ浜芦屋 659-0051 芦屋市呉川町１６番２２号 797230441 飲食店営業(4)その他 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３番１９号 7888561003 神南(芦健)第2-93 令和1年11月5日 令和7年11月30日 平成7年11月24日
000028 1000000618 コープ浜芦屋 659-0051 芦屋市呉川町１６番２２号 797230441 飲食店営業(4)その他 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３番１９号 7888561003 神南(芦健)第2-94 令和1年11月5日 令和7年11月30日 平成7年11月24日
000028 1000000620 グルメシティ芦屋浜店 659-0033 芦屋市高浜町６－１ 797328411 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ダイエー 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１番１号 783025001 神南(芦健)第2-13 令和3年4月20日 令和9年5月31日 昭和54年3月27日
000028 1000000621 グルメシティ芦屋浜店 659-0033 芦屋市高浜町６－１ 797328411 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ダイエー 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１番１号 783025001 神南(芦健)第1-110 令和3年10月20日 令和9年11月30日 令和3年10月20日
000028 1000000630 ㈱なかすじ商店 659-0027 芦屋市若宮町５番１１号 222814 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社なかすじ商店 代表取締役 金田 一 659-0027 兵庫県芦屋市若宮町５番１１号 222814 神南(芦健)第1-46 平成29年7月14日 令和5年8月31日 平成3年8月21日
000028 1000000633 ラウンジ　久美 659-0024 芦屋市南宮町１２番２５号瀧北ビル１Ｆ 797230875 飲食店営業(4)その他 一般 長谷部 久美子 神南(芦健)第1-87 令和4年8月2日 令和10年8月31日 令和4年8月2日
000028 1000000638 愛菜打出浜店 659-0023 芦屋市大東町９番１１号打出浜コープ内 797340166 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社コープフーズ 代表取締役 友重 伸和 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目３番１９号 794956001 神南(芦健)第2-2 令和2年4月16日 令和8年5月31日 平成8年3月14日
000028 1000000642 梅延 659-0027 芦屋市若宮町５番１２号２Ｆ 797319017 飲食店営業(4)その他 一般 春口 ヒロ子 神南(芦健)第2-33 令和3年5月12日 令和9年5月31日 平成9年5月6日
000028 1000000654 ラウンジＲＡＮＩ 659-0073 芦屋市平田北町２番１号 797341980 飲食店営業(4)その他 一般 小野間 啓子 神南(芦健)第1-91 平成29年10月17日 令和5年11月30日 平成11年10月29日
000028 1000000662 御菓子司　杵屋豊光 659-0083 芦屋市西山町９番２号 223138 菓子製造業 一般 合資会社杵屋 代表社員 内藤 貴之 659-0083 兵庫県芦屋市西山町９番２号 223138 神南(芦健)第3-33 平成30年1月22日 令和6年2月29日 昭和34年1月22日
000028 1000000668 ビゴの店本店 659-0068 芦屋市業平町６－１６ 225137 菓子製造業 一般 有限会社ビゴ 代表取締役 ビゴ・ジャンポール・タロウ 659-0068 兵庫県芦屋市業平町６番１６号 797225137 神南(芦健)第3-11 平成30年8月1日 令和6年8月31日 昭和57年7月13日
000028 1000000671 味楽 659-0083 芦屋市西山町１０番１号 797224974 菓子製造業 一般 有限会社味楽 代表取締役 亀岡 元子 659-0083 兵庫県芦屋市西山町１０番１号 797224974 神南(芦健)第2-81 令和1年10月24日 令和7年11月30日 昭和34年9月22日
000028 1000000677 ミスタードーナツ芦屋ショップ 659-0092 芦屋市大原町９番１号ラポルテ東館１Ｆ１０８ 797321395 菓子製造業 一般 株式会社ヤマヨフーズ 代表取締役 山本 貴之 530-0003 大阪府大阪市北区堂島１－２－１０ 663445122 神南(芦健)第2-63 令和2年10月27日 令和9年11月30日 平成4年11月9日
000028 1000000680 まみーはうす 659-0095 芦屋市東芦屋町８番８号 797228427 菓子製造業 一般 豊田 征子 神南(芦健)第2-121 令和2年1月20日 令和8年2月28日 平成4年12月15日
000028 1000000697 株式会社　エ－ス 659-0052 芦屋市伊勢町１番８号 797231722 菓子製造業 一般 株式会社　エ－ス 代表取締役 坂出 藤子 659-0052 兵庫県芦屋市伊勢町１番８号 797231722 神南(芦健)第2-48 令和2年8月4日 令和8年8月31日 平成8年8月7日
000028 1000000701 パイの店芦屋カロル 659-0092 芦屋市大原町１１番７号 797310184 菓子製造業 一般 河﨑 惠子 神南(芦健)第1-196 令和4年2月24日 令和10年2月29日 令和4年2月24日
000028 1000000709 ｆｅｕ（フ－） 659-0021 芦屋市春日町２－１１ 797310144 菓子製造業 一般 前田 裕子 神南(芦健)第1-83 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日
000028 1000000711 お菓子の店　YOSHIKAWA 659-0092 芦屋市大原町２３番２０号 797232370 菓子製造業 一般 神南(芦健)第1-101 令和4年8月23日 令和10年8月31日 令和4年8月23日
000028 1000000720 ダニエル芦屋 659-0094 芦屋市松ノ内町３番１４号 213308 菓子製造業 一般 有限会社　ダニエル 代表取締役 中村 道彦 659-0086 兵庫県芦屋市三条南町５番１号 788435220 神南(芦健)第3-24 平成29年10月20日 令和5年11月30日 平成11年10月5日
000028 1000000724 アンテノール 659-0093 芦屋市船戸町１－３１大丸芦屋店１Ｆ 797342111 菓子製造業 一般 株式会社大丸松坂屋百貨店 代表取締役 澤田 太郎 135-0042 東京都江東区木場二丁目１８番１１号 338207022 神南(芦健)第3-2 平成30年4月26日 令和6年5月31日 平成12年3月7日
000028 1000000729 サロンドキュイジーヌ千暮里 659-0003 芦屋市奥池町３７－３ 315127 菓子製造業 一般 株式会社千暮里 代表取締役 達谷 純子 659-0003 兵庫県芦屋市奥池町３７番３号 797315127 神南(芦健)第3-21 平成30年11月5日 令和6年11月30日 平成12年10月31日
000028 1000000736 魚利 659-0083 芦屋市西山町３番１０号 318215 魚介類販売業 一般 大橋 進 神南(芦健)第9-7 平成29年10月20日 令和5年11月30日 昭和56年10月29日
000028 1000000741 生活協同組合コープこうべ  コープ打出浜 659-0023 芦屋市大東町９－１１ 797223882 魚介類販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３番１９号 788561003 神南(芦健)第9-8 平成29年10月27日 令和5年11月30日 昭和56年11月24日
000028 1000000743 グルメシティ芦屋浜店 659-0033 芦屋市高浜町６－１ 797328411 魚介類販売業 一般 株式会社ダイエー 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１番１号 783025001 神南(芦健)第2-14 令和3年4月20日 令和9年5月31日 昭和54年3月27日
000028 1000000753 KOHYO 芦屋南宮店 659-0024 芦屋市南宮町１１－１９ 797347552 魚介類販売業 一般 株式会社光洋 代表取締役 平田 炎 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋２－３－１６ 726051754 神南(芦健)第1-138 令和4年10月27日 令和11年11月30日 令和4年10月27日
000028 1000000757 ダイエー東芦屋店 659-0021 芦屋市春日町２４－１５ 797226611 魚介類販売業 一般 株式会社ダイエー 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１番１号 783025001 神南(芦健)第1-67 令和4年7月26日 令和11年8月31日 令和4年7月26日
000028 1000000758 （有）魚萬商店 659-0023 芦屋市大東町６－５ 797232147 魚介類販売業 一般 有限会社魚萬商店 代表取締役 内場 恒郷 659-0023 兵庫県芦屋市大東町６－５ 797232147 神南(芦健)第1-52 令和4年7月15日 令和10年8月31日 令和4年7月15日
000028 1000000759 ス－パ－ストア　おだ本店 659-0054 芦屋市浜芦屋町１－３ 797230448 魚介類販売業 一般 小田 昌宏 神南(芦健)第1-89 令和4年8月4日 令和10年8月31日 令和4年8月4日
000028 1000000761 コープ浜芦屋 659-0051 芦屋市呉川町１６－２２ 797230441 魚介類販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３番１９号 7888561003 神南(芦健)第1-128 令和4年10月19日 令和10年11月30日 令和4年10月19日
000028 1000000779 パル・ヤマト 659-0072 芦屋市川西町８番１０号 797352567 魚介類販売業 一般 株式会社パル・ヤマト 代表取締役 村上 吉伸 658-0014 兵庫県神戸市東灘区北青木２－９－５ 788422300 神南(芦健)第1-166 令和4年11月11日 令和10年11月30日 令和4年11月11日
000028 1000000986 生活協同組合コープこうべ  コープ打出浜 659-0023 芦屋市大東町９－１１ 223882 食肉販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３番１９号 788561003 神南(芦健)第8-11 平成29年10月27日 令和5年11月30日 昭和56年11月24日
000028 1000000987 あしや　本竹園 659-0092 芦屋市大原町１０－１－１０１ 224919 食肉販売業 一般 株式会社竹園 代表取締役 福本 吉宗 659-0092 兵庫県芦屋市大原町１０－１－１０１ 312341 神南(芦健)第8-6 平成30年8月1日 令和6年8月31日 平成4年6月19日
000028 1000000988 グルメシティ芦屋浜店 659-0033 芦屋市高浜町６－１ 797328411 食肉販売業 一般 株式会社ダイエー 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１番１号 783025001 神南(芦健)第2-15 令和3年4月20日 令和9年5月31日 昭和54年3月27日
000028 1000000996 KOHYO 芦屋南宮店 659-0024 芦屋市南宮町１１－１９ 797347552 食肉販売業 一般 株式会社光洋 代表取締役 平田 炎 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋２－３－１６ 726051754 神南(芦健)第1-139 令和4年10月27日 令和11年11月30日 令和4年10月27日
000028 1000000997 ダイエー東芦屋店 659-0021 芦屋市春日町２４－１５ 797226611 食肉販売業 一般 株式会社ダイエー 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１番１号 783025001 神南(芦健)第1-68 令和4年7月26日 令和11年8月31日 令和4年7月26日
000028 1000000998 コープ浜芦屋 659-0051 芦屋市呉川町１６－２２ 797230441 食肉販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３番１９号 7888561003 神南(芦健)第1-129 令和4年10月19日 令和10年11月30日 令和4年10月19日
000028 1000000999 パル・ヤマト 659-0072 芦屋市川西町８番１０号 797352567 食肉販売業 一般 株式会社パル・ヤマト 代表取締役 村上 吉伸 658-0014 兵庫県神戸市東灘区北青木２－９－５ 788422300 神南(芦健)第1-167 令和4年11月11日 令和10年11月30日 令和4年11月11日
000028 1000001031 ㈱なかすじ商店 659-0027 芦屋市若宮町５番１１号 222814 食肉販売業 一般 株式会社なかすじ商店 代表取締役 金田 一 659-0027 兵庫県芦屋市若宮町５番１１号 222814 神南(芦健)第8-6 平成29年7月14日 令和5年8月31日 平成3年8月21日
000028 1000001034 （有）酵素科学研究所 659-0023 芦屋市大東町２番４号 797325273 乳酸菌飲料製造業 一般 有限会社酵素科学研究所 代表取締役 今本 弘子 659-0023 兵庫県芦屋市大東町２番４号 797325273 神南(芦健)第2-133 令和2年2月6日 令和8年2月28日 昭和53年2月7日



000028 1000001035 （有）六甲味噌製造所 659-0015 芦屋市楠町１１－１６ 326111 みそ製造業 一般 有限会社六甲味噌製造所 代表取締役 長谷川 憲司 659-0015 兵庫県芦屋市楠町１１-１６ 326111 神南(芦健)第5-1 平成30年4月10日 令和6年5月31日 昭和52年3月11日
000028 1000001048 ㈱イトー屋 659-0025 芦屋市浜町３－８ 797227121 そうざい製造業 一般 株式会社イトー屋 代表取締役 伊藤 隆裕 659-0025 兵庫県芦屋市浜町３番８号 797227121 神南(芦健)第1-82 令和4年7月28日 令和11年8月31日 令和4年7月28日
000028 1000001051 芦屋家族　そうざいや 659-0023 芦屋市大東町１０－１２－１１８ 797232260 そうざい製造業 一般 岡田 啓司 神南(芦健)第1-179 令和4年1月28日 令和10年2月29日 令和4年1月28日
000028 1000001054 サロンドキュイジーヌ千暮里 659-0003 芦屋市奥池町３７－３ 315127 そうざい製造業 一般 株式会社千暮里 代表取締役 達谷 純子 659-0003 兵庫県芦屋市奥池町３７番３号 797315127 神南(芦健)第4-2 平成30年11月5日 令和6年11月30日 平成12年10月31日
000028 1000001120 ビゴの店 659-0093 芦屋市船戸町１－３１大丸芦屋店１Ｆ 797342111 菓子製造業 一般 株式会社大丸松坂屋百貨店 代表取締役 澤田 太郎 135-0042 東京都江東区木場二丁目１８番１１号 338207022 神南(芦健)第2-13 平成31年4月25日 令和7年5月31日 平成13年3月21日
000028 1000001132 城戸商店 659-0064 芦屋市精道町３－１ 797325678 飲食店営業(4)その他 一般 城戸 節 神南(芦健)第2-8 平成31年4月22日 令和7年5月31日 平成13年4月18日
000028 1000001148 ブーランジェリー　レ・ミュウ 659-0022 芦屋市打出町１番６号１Ｆ 797348804 菓子製造業 一般 坂本 真実 神南(芦健)第2-25 令和1年5月8日 令和7年5月31日 平成13年5月18日
000028 1000001149 ブーランジェリー　レ・ミュウ 659-0022 芦屋市打出町１番６号１Ｆ 797348804 飲食店営業(4)その他 一般 坂本 真実 神南(芦健)第2-26 令和1年5月8日 令和7年5月31日 平成13年5月18日
000028 1000001185 焼肉処　芦苑 659-0064 芦屋市精道町５番５号 797233219 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 梅田 謙次郎 神南(芦健)第2-46 令和1年7月18日 令和7年8月31日 平成13年7月23日
000028 1000001188 Ｃａｐｒｉｃｅ　Ｃａｆｅ 659-0065 芦屋市公光町３番４号 797352855 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井上 華子 神南(芦健)第2-49 令和1年7月19日 令和7年8月31日 平成13年7月25日
000028 1000001204 三井住友銀行松浜寮 659-0053 芦屋市松浜町１４番２４号 797230595 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ウオクニ株式会社 代表取締役 野々村 充教 657-0842 兵庫県神戸市灘区船寺通４丁目５番１６号 788017755 神南(芦健)第2-90 令和1年10月30日 令和7年11月30日 平成13年9月14日
000028 1000001217 セブンイレブン芦屋公光町店 659-0065 芦屋市公光町１０番２２号 797353660 飲食店営業(4)その他 一般 山村 隆彦 神南(芦健)第2-110 令和1年11月20日 令和7年11月30日 平成13年10月31日
000028 1000001236 福福 659-0071 芦屋市前田町５番８号 797226729 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 施 永寛 神南(芦健)第2-84 令和1年10月25日 令和7年11月30日 平成13年11月30日
000028 1000001240 グルメシティ芦屋浜店 659-0033 芦屋市高浜町６－１ 797328411 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ダイエー 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１番１号 783025001 神南(芦健)第2-123 令和2年1月22日 令和8年2月28日 平成13年12月12日
000028 1000001243 かるびらんど川西店 659-0072 芦屋市川西町２番３７号サウザンドビル１０６ 797321085 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社かるびらんど 代表取締役 川脇 公明 651-1114 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町２丁目２０－２２ 797321085 神南(芦健)第2-132 令和2年1月29日 令和8年2月28日 平成13年12月20日
000028 1000001256 すし寅 659-0091 芦屋市東山町３０番４号 797316068 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佐々木 守 神南(芦健)第2-122 令和2年1月20日 令和8年2月28日 平成14年2月22日
000028 1000001270 Homemade Chinese Cuisine 659-0091 芦屋市東山町１４番３号 797226770 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小泉 由美子 神南(芦健)第2-18 令和2年5月13日 令和8年5月31日 平成14年3月27日
000028 1000001278 花咲 659-0067 芦屋市茶屋之町３番３号佳三マンション１０２号 797340303 飲食店営業(4)その他 一般 小野 英樹 神南(芦健)第2-16 令和2年5月11日 令和8年5月31日 平成14年4月22日
000028 1000001597 博多ラ－メンげんこつ芦屋店 659-0076 芦屋市清水町４－３ 797210118 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社博多ラ－メンげんこつ 代表取締役 世儀 隆文 561-0807 大阪府豊中市原田中１－８－１８ 668461100 神南(芦健)第2-23 令和2年5月18日 令和8年5月31日 平成14年5月1日
000028 1000001605 ｂａｒ・ＳＡＲＡＶＡＨ 659-0092 芦屋市大原町１１番１４号ナラヤマ大原町ビル３階 797386155 飲食店営業(4)その他 一般 鎌野 貴行 神南(芦健)第2-5 令和2年4月17日 令和8年5月31日 平成14年5月28日
000028 1000001607 659-0093 芦屋市船戸町５番２８号アントス芦屋Ｂ－１０１ 797313758 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 多田 和行 神南(芦健)第2-44 令和2年7月31日 令和8年8月31日 平成14年6月4日
000028 1000001642 パントリー芦屋店 659-0065 芦屋市公光町１０番１４号 797216014 食肉販売業 一般 株式会社大近 代表取締役 中津 裕彦 553-0003 大阪府大阪市福島区福島六丁目１０番１１号 664585261 神南(芦健)第2-51 令和2年8月4日 令和8年8月31日 平成14年8月21日
000028 1000001643 パントリー芦屋店 659-0065 芦屋市公光町１０番１４号 797216014 魚介類販売業 一般 株式会社大近 代表取締役 中津 裕彦 553-0003 大阪府大阪市福島区福島六丁目１０番１１号 664585261 神南(芦健)第2-52 令和2年8月4日 令和8年8月31日 平成14年8月21日
000028 1000001645 パントリー芦屋店 659-0065 芦屋市公光町１０番１４号 797216014 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社大近 代表取締役 中津 裕彦 553-0003 大阪府大阪市福島区福島六丁目１０番１１号 664585261 神南(芦健)第2-53 令和2年8月4日 令和8年8月31日 平成14年8月21日
000028 1000001646 パントリー芦屋店 659-0065 芦屋市公光町１０番１４号 797216014 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社大近 代表取締役 中津 裕彦 553-0003 大阪府大阪市福島区福島六丁目１０番１１号 664585261 神南(芦健)第2-54 令和2年8月4日 令和8年8月31日 平成14年8月21日
000028 1000001656 蕎麦　土山人 659-0072 芦屋市川西町７番３号１１２ 797358100 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社暮布土屋 代表取締役 藤尾 政弘 659-0072 兵庫県芦屋市川西町７番３号１１２ 797358100 神南(芦健)第2-46 令和2年7月31日 令和8年8月31日 平成14年8月23日
000028 1000001675 ベネッセホ－ム　くらら芦屋事業所 659-0072 芦屋市川西町７番１５号 797387205 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＬＥＯＣ 代表取締役 田島 利行 100-0004 東京都千代田区大手町一丁目１番３号 335745020 神南(芦健)第2-66 令和2年10月27日 令和8年11月30日 平成14年9月30日
000028 1000001676 ド－ミ－芦屋 659-0023 芦屋市大東町１２番２８号２Ｆ 797386895 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ㈱共立メンテナンス 代表取締役 中村 幸治 101-0021 東京都千代田区外神田２丁目１８－８ 352957777 神南(芦健)第2-71 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成14年9月30日
000028 1000001692 手打ちそば　相田 659-0024 芦屋市南宮町１番１８号 797355735 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 相田 直宏 神南(芦健)第2-72 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成14年11月5日
000028 1000001741 芦屋珈琲舎 659-0093 芦屋市船戸町４番１号ラポルテ本館１Ｆ　１１７ 797257887 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平田観光株式会社 代表取締役 平田 清子 569-0071 大阪府高槻市城北町２－２－３ 726722336 神南(芦健)第2-107 令和3年2月5日 令和9年2月28日 平成15年2月24日
000028 1000001749 パンの陽 659-0003 芦屋市奥池町９番３０号 797346413 菓子製造業 一般 陽 和代 神南(芦健)第2-35 令和3年5月13日 令和9年5月31日 平成15年3月20日
000028 1000001933 うちこち 659-0028 芦屋市打出小槌町１３－１５ 797318651 菓子製造業 一般 株式会社鹿島敏正事務所 代表取締役 鹿島 敏正 659-0028 兵庫県芦屋市打出小槌町１３－１５ 797318651 神南(芦健)第2-22 令和3年4月28日 令和9年5月31日 平成15年4月30日
000028 1000001934 うちこち 659-0028 芦屋市打出小槌町１３－１５ 797318651 そうざい製造業 一般 株式会社鹿島敏正事務所 代表取締役 鹿島 敏正 659-0028 兵庫県芦屋市打出小槌町１３－１５ 797318651 神南(芦健)第2-23 令和3年4月28日 令和9年5月31日 平成15年4月30日
000028 1000001941 ラ・スリーズ 659-0095 芦屋市東芦屋町２番１４号 797388038 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 下村 アンナ 神南(芦健)第2-29 令和3年5月11日 令和9年5月31日 平成15年5月16日
000028 1000001942 ラ・スリーズ 659-0095 芦屋市東芦屋町２番１４号 797388038 菓子製造業 一般 下村 アンナ 神南(芦健)第2-30 令和3年5月11日 令和9年5月31日 平成15年5月16日
000028 1000001949 ＢＡＲ　Ｋｉｎｕｇａｗａ 659-0092 芦屋市大原町１１番１４号ナラヤマビル２Ｆ 797345636 飲食店営業(4)その他 一般 衣川 幸三 神南(芦健)第1-57 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 1000001992 愛菜芦屋店 659-0092 芦屋市大原町９－１－３０４ 797315492 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社コープフーズ 代表取締役 友重 伸和 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目３番１９号 794956001 神南(芦健)第1-124 令和3年10月28日 令和10年11月30日 令和3年10月28日
000028 1000001993 小麦の森 659-0092 芦屋市大原町９－１－３０４ 797313822 菓子製造業 一般 株式会社コープベーカリー 代表取締役 緑 淳史 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西2－1 788573904 神南(芦健)第1-120 令和3年10月25日 令和9年11月30日 令和3年10月25日
000028 1000002000 シェフ・アサヤマ芦屋洋菓子工房 659-0068 芦屋市業平町２番１８号ロングライフ芦屋１階 797351998 菓子製造業 一般 朝山 末男 神南(芦健)第1-121 令和3年10月25日 令和9年11月30日 令和3年10月25日
000028 1000002001 シェフ・アサヤマ芦屋洋菓子工房 659-0068 芦屋市業平町２番１８号ロングライフ芦屋１階 797351998 飲食店営業(4)その他 一般 朝山 末男 神南(芦健)第1-122 令和3年10月25日 令和9年11月30日 令和3年10月25日
000028 1000002021 株式会社いかりスーパーマーケット  芦屋店露店 659-0013 芦屋市岩園町１番２５号 327001 菓子製造業 露店 株式会社いかりスーパーマーケット 代表取締役 行光 博志 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町１－１５－８ 664216074 神南(芦健)第3-33 平成31年2月22日 令和6年2月29日 平成15年12月9日
000028 1000002023 Ｇａｒａｇｅ 659-0066 芦屋市大桝町１番１５号 797328909 飲食店営業(4)その他 一般 内海 和枝 神南(芦健)第1-177 令和4年1月26日 令和10年2月29日 令和4年1月26日
000028 1000002039 ワインバー　ラランド 659-0067 芦屋市茶屋之町２－２４－２Ｆ 797351530 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｏｈ 代表取締役 階地 忠浩 659-0072 兵庫県芦屋市川西町４－４ 797351530 神南(芦健)第1-190 令和4年2月9日 令和10年2月29日 令和4年2月9日
000028 1000002040 鮨如月 659-0067 芦屋市茶屋之町１０－６ 797387011 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 隆嘉 神南(芦健)第1-172 令和4年1月24日 令和10年2月29日 令和4年1月24日
000028 1000002045 サクルエブ 659-0083 芦屋市西山町１－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 コヌック シェネル 神南(芦健)第1-6 令和4年4月14日 令和10年5月31日 令和4年4月14日
000028 1000002061 ギャラリー樹Ｊｙｕ 659-0071 芦屋市前田町７－１４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤田 祥子 神南(芦健)第1-17 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 1000002071 サロンド　愛 659-0092 芦屋市大原町２番６号ラモール芦屋１１６－２ 797320800 飲食店営業(4)その他 一般 岡本 愛子 神南(芦健)第1-16 令和4年4月21日 令和10年5月31日 令和4年4月21日
000028 1000002087 大阪ガス株式会社　奥池ロッジ 659-0004 芦屋市奥池南町４７－１６ 797380771 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社エムアンドエムサービス 代表取締役 小池 悟 541-0041 大阪府大阪市中央区北浜２－６－２６大阪グリーンビル８階 662221051 神南(芦健)第1-22 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 1000002118 株式会社いかりスーパーマーケット  芦屋店露店 659-0013 芦屋市岩園町１番２５号 797327001 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社いかりスーパーマーケット 代表取締役 行光 博志 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町１－１５－８ 664216074 神南(芦健)第2-43 令和1年7月18日 令和6年8月31日 平成16年7月20日
000028 1000002119 セブンイレブン芦屋駅北口店 659-0092 芦屋市大原町１１番２４号ラポルテ北館１１０－５ 797388384 飲食店営業(4)その他 一般 吉田 雄一 神南(芦健)第1-54 令和4年7月15日 令和11年8月31日 令和4年7月15日
000028 1000002131 パティスリープラン 659-0067 芦屋市茶屋之町３番３号佳三マンション１０１号室 797350466 菓子製造業 一般 佐古井 啓行 神南(芦健)第1-126 令和4年10月18日 令和10年11月30日 令和4年10月18日
000028 1000002138 大水直売 鮮魚 659-0093 芦屋市船戸町１－３１　Ｂ１ 797382849 魚介類販売業 一般 株式会社大丸松坂屋百貨店 代表取締役 澤田 太郎 135-0042 東京都江東区木場二丁目１８番１１号 338207022 神南(芦健)第1-151 令和4年11月2日 令和10年11月30日 令和4年11月2日
000028 1000002139 大水直売 659-0093 芦屋市船戸町１－３１　Ｂ１ 797382849 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社大丸松坂屋百貨店 代表取締役 澤田 太郎 135-0042 東京都江東区木場二丁目１８番１１号 338207022 神南(芦健)第1-152 令和4年11月2日 令和10年11月30日 令和4年11月2日
000028 1000002147 Ｂ１催場 659-0093 芦屋市船戸町１－３１　Ｂ１ 797382850 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社大丸松坂屋百貨店 代表取締役 澤田 太郎 135-0042 東京都江東区木場二丁目１８番１１号 338207022 神南(芦健)第1-153 令和4年11月2日 令和10年11月30日 令和4年11月2日
000028 1000002149 蘆月 659-0083 芦屋市西山町１１－１７シャンブル芦屋Ｂ１Ｆ 797225233 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三浦 敏泰 神南(芦健)第1-142 令和4年10月27日 令和10年11月30日 令和4年10月27日
000028 1000002150 アールエフワン 659-0093 芦屋市船戸町１－３１　Ｂ１ 797382850 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社大丸松坂屋百貨店 代表取締役 澤田 太郎 135-0042 東京都江東区木場二丁目１８番１１号 338207022 神南(芦健)第1-158 令和4年11月2日 令和10年11月30日 令和4年11月2日
000028 1000002151 共同厨房№２ 659-0093 芦屋市船戸町１－３１　Ｂ１ 797382850 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社大丸松坂屋百貨店 代表取締役 澤田 太郎 135-0042 東京都江東区木場二丁目１８番１１号 338207022 神南(芦健)第1-154 令和4年11月2日 令和10年11月30日 令和4年11月2日
000028 1000002152 岡本フルーツ 659-0093 芦屋市船戸町１－３１　Ｂ１ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社大丸松坂屋百貨店 代表取締役 澤田 太郎 135-0042 東京都江東区木場二丁目１８番１１号 338207022 神南(芦健)第1-155 令和4年11月2日 令和10年11月30日 令和4年11月2日
000028 1000002153 エノテカ 659-0093 芦屋市船戸町１－３１　Ｂ１ 797342111 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社大丸松坂屋百貨店 代表取締役 澤田 太郎 135-0042 東京都江東区木場二丁目１８番１１号 338207022 神南(芦健)第1-157 令和4年11月2日 令和11年11月30日 令和4年11月2日
000028 1000002155 料亭の味　さえき 659-0093 芦屋市船戸町１－３１　Ｂ１ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社大丸松坂屋百貨店 代表取締役 澤田 太郎 135-0042 東京都江東区木場二丁目１８番１１号 338207022 神南(芦健)第1-159 令和4年11月2日 令和10年11月30日 令和4年11月2日
000028 1000002156 大寅蒲鉾 659-0093 芦屋市船戸町１－３１　Ｂ１ 797342111 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社大丸松坂屋百貨店 代表取締役 澤田 太郎 135-0042 東京都江東区木場二丁目１８番１１号 338207022 神南(芦健)第1-162 令和4年11月2日 令和10年11月30日 令和4年11月2日
000028 1000002157 Ｂ１共同厨房No.1 659-0093 芦屋市船戸町１－３１　Ｂ１ 797342111 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社大丸松坂屋百貨店 代表取締役 澤田 太郎 135-0042 東京都江東区木場二丁目１８番１１号 338207022 神南(芦健)第1-150 令和4年11月2日 令和10年11月30日 令和4年11月2日
000028 1000002159 米八西日本 659-0093 芦屋市船戸町１－３１　Ｂ１ 797342111 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社大丸松坂屋百貨店 代表取締役 澤田 太郎 135-0042 東京都江東区木場二丁目１８番１１号 338207022 神南(芦健)第1-160 令和4年11月2日 令和10年11月30日 令和4年11月2日
000028 1000002160 苦楽園いちはし 659-0093 芦屋市船戸町１－３１　Ｂ１ 797342111 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社大丸松坂屋百貨店 代表取締役 澤田 太郎 135-0042 東京都江東区木場二丁目１８番１１号 338207022 神南(芦健)第1-161 令和4年11月2日 令和10年11月30日 令和4年11月2日
000028 1000002161 肉の匠　いとう 659-0093 芦屋市船戸町１－３１　Ｂ１ 797342111 食肉販売業 一般 株式会社大丸松坂屋百貨店 代表取締役 澤田 太郎 135-0042 東京都江東区木場二丁目１８番１１号 338207022 神南(芦健)第1-156 令和4年11月2日 令和10年11月30日 令和4年11月2日
000028 1000002176 あめ婦 659-0092 芦屋市大原町７番９号 797233600 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 里深 久起 神南(芦健)第1-133 令和4年10月25日 令和10年11月30日 令和4年10月25日
000028 1000002183 Ｌｉｌｙ 659-0013 芦屋市岩園町２３番４５号シャトル岩園１０３ 797356710 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 林田 ゆり子 神南(芦健)第1-196 令和5年1月24日 令和11年2月28日 令和5年1月24日
000028 1000002191 ドッグイヤー 659-0028 芦屋市打出小槌町７－３ 797389757 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 白井 一子 神南(芦健)第1-193 令和5年1月18日 令和11年2月28日 令和5年1月18日
000028 1000002193 三佳 659-0066 芦屋市大桝町５番１８号 797223363 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 島谷 充彦 神南(芦健)第1-199 令和5年1月24日 令和11年2月28日 令和5年1月24日
000028 1000002196 芦屋モノリス 659-0066 芦屋市大桝町５－２３ 797383355 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　ノバレーゼ 代表取締役 荻野 洋基 104-0061 東京都中央区銀座１－８－１４　銀座YOMIKOビル４Ｆ 355241122 神南(芦健)第1-212 令和5年2月2日 令和11年2月28日 令和5年2月2日
000028 1000002197 リストランテ　ベリーニ 659-0084 芦屋市月若町２－１７ 797321777 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ベリーニ 代表取締役 山田 静華 659-0084 兵庫県芦屋市月若町２－１７ 797321777 神南(芦健)第1-197 令和5年1月24日 令和11年2月28日 令和5年1月24日
000028 1000002201 ル・シャトン 659-0024 芦屋市南宮町２－１８－１０３ 797350206 菓子製造業 一般 中西 祥乃 神南(芦健)第1-200 令和5年1月24日 令和11年2月28日 令和5年1月24日
000028 1000002206 Ｂackerei　Ｂiobrot 659-0062 芦屋市宮塚町１４番１４号１０１ 797238923 菓子製造業 一般 松崎 太 神南(芦健)第1-206 令和5年1月30日 令和11年2月28日 令和5年1月30日
000028 1000002234 波沙鮓 659-0094 芦屋市松ノ内町３－１４チェリ－ビュウ芦屋川１Ｆ 797328939 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 金井重要工業株式会社 代表取締役 金井 宏彰 664-0025 兵庫県伊丹市奥畑四丁目１番地 663461476 神南(芦健)第1-17 令和5年4月26日 令和11年5月31日 令和5年4月26日
000028 1000002248 お好み焼工房 威風 659-0092 芦屋市大原町７番８号 797325126 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森川 寛 神南(芦健)第1-18 令和5年4月26日 令和11年5月31日 令和5年4月26日
000028 1000002253 日本ケンタッキーフライドチキン株式会社  Ｒ-２芦屋店 659-0015 芦屋市楠町１１－２０ 797212177 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 代表取締役 判治 孝之 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい４－４－５ 453070700 神南(芦健)第1-26 平成29年5月9日 令和6年5月31日 平成17年5月25日
000028 1000002254 日本ケンタッキーフライドチキン株式会社  Ｒ-２芦屋店 659-0015 芦屋市楠町１１－２０ 797212177 菓子製造業 一般 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 代表取締役 判治 孝之 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい４－４－５ 453070700 神南(芦健)第3-3 平成29年5月9日 令和6年5月31日 平成17年5月25日
000028 1000002259 シュターン 659-0091 芦屋市東山町１番１０号センチュリー東山１階 797345673 菓子製造業 一般 谷脇 正史 神南(芦健)第1-22 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 1000002260 フォルクス芦屋店 659-0021 芦屋市春日町２４番１６号 233410 菓子製造業 一般 株式会社アークミール 代表取締役 柳 先 338-0001 埼玉県さいたま市中央区上落合２－３－５ 488516690 神南(芦健)第3-14 平成29年7月14日 令和5年8月31日 平成17年6月1日
000028 1000002277 ナイトスポットあしかび 659-0093 芦屋市船戸町３番２５号ラインビルト１０２ 383800 飲食店営業(4)その他 一般 水流 厚子 神南(芦健)第1-72 平成29年8月29日 令和5年8月31日 平成17年8月8日
000028 1000002283 アグリオ 659-0095 芦屋市東芦屋町１－２０セラヴィ芦屋２Ｆ　２０１ 350622 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社インターナショナルダイニング 代表取締役 熊谷 朱実 659-0095 兵庫県芦屋市東芦屋町１番２０号 797350622 神南(芦健)第1-104 平成29年10月27日 令和5年11月30日 平成17年9月14日
000028 1000002288 ナンナカフェ 659-0085 芦屋市西芦屋町３番２２号 234887 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社アシヤグレード 代表取締役 増田 尊紀 659-0085 兵庫県芦屋市西芦屋町３番２２号 234887 神南(芦健)第1-96 平成29年10月19日 令和5年11月30日 平成17年10月7日
000028 1000002294 アクティブライフ山芦屋 659-0082 芦屋市山芦屋町９－１８ 257100 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 富士産業株式会社 代表取締役 中村 勝彦 105-0004 東京都港区新橋５丁目３２番７号 354006111 神南(芦健)第1-113 平成29年11月13日 令和6年11月30日 平成17年10月19日
000028 1000002322 銀のさら芦屋店 659-0076 芦屋市清水町９－１１ゲストハウス一番館 358828 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社イデアプラス 代表取締役 加田 充良 532-0011 大阪府大阪市中央区南本町二丁目３番８号 662673312 神南(芦健)第1-152 平成30年2月5日 令和6年2月29日 平成17年12月5日
000028 1000002330 ナンナカフェ 659-0085 芦屋市西芦屋町３－２２芦屋タウンハウス１Ｆ 234887 菓子製造業 一般 有限会社アシヤグレード 代表取締役 増田 尊紀 659-0085 兵庫県芦屋市西芦屋町３番２２号 797234887 神南(芦健)第3-35 平成30年1月23日 令和6年2月29日 平成17年12月12日
000028 1000002346 カーサ　ベリーニ 659-0084 芦屋市月若町２－１７ 797321777 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ベリーニ 代表取締役 山田 静華 659-0084 兵庫県芦屋市月若町２－１７ 797321777 神南(芦健)第1-159 平成30年2月9日 令和6年2月29日 平成18年1月18日
000028 1000002350 安愚楽 659-0092 芦屋市大原町８番２号ラフォーネ芦屋Ｂ１Ｆ 797216162 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 堂脇 一将 神南(芦健)第1-149 平成30年2月5日 令和6年2月29日 平成18年1月26日
000028 1000002361 ぎょうざ　最中 659-0092 芦屋市大原町２－６ラ・モール芦屋１２１号 797255963 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社リューズ 取締役 石川 隆一 662-0971 兵庫県西宮市和上町５－２９－７０３ 798357070 神南(芦健)第1-38 平成30年5月31日 令和6年5月31日 平成18年3月6日
000028 1000002366 Cuisine Peri亭 659-0066 芦屋市大桝町６－１２ネオックス１Ｆ 353563 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社Ｐeri 代表取締役 永井 孝幸 659-0066 兵庫県芦屋市大桝町６番８号 353564 神南(芦健)第1-23 平成30年4月27日 令和6年5月31日 平成18年3月23日
000028 1000002388 芦屋市立養護老人ホーム和風園 659-0012 芦屋市朝日ケ丘町３９－２０ 797230133 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-0005 東京都千代田区丸の内２丁目７－３ 332873611 神南(芦健)第1-31 平成30年5月18日 令和6年5月31日 平成18年4月26日
000028 1000002400 芦屋浜総合トレーニングセンター 659-0033 芦屋市高浜町６－１ 328419 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ダイエ－ 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町４－１－１ 783025001 神南(芦健)第1-12 平成30年4月18日 令和6年5月31日 平成18年5月30日
000028 1000002401 芦屋浜総合トレーニングセンター 659-0033 芦屋市高浜町６－１ 328419 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ダイエ－ 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町４－１－１ 783025001 神南(芦健)第1-13 平成30年4月18日 令和6年5月31日 平成18年5月30日
000028 1000002402 芦屋浜総合トレーニングセンター 659-0033 芦屋市高浜町６－１ 328419 魚介類販売業 一般 株式会社ダイエ－ 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町４－１－１ 783025001 神南(芦健)第9-2 平成30年4月18日 令和6年5月31日 平成18年5月30日
000028 1000002403 芦屋浜総合トレーニングセンター 659-0033 芦屋市高浜町６－１ 328419 食肉販売業 一般 株式会社ダイエ－ 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町４－１－１ 783025001 神南(芦健)第8-2 平成30年4月18日 令和6年5月31日 平成18年5月30日
000028 1000002404 旬菜　風 659-0072 芦屋市川西町３番２１号１Ｆ 255888 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩橋 貴征 神南(芦健)第1-71 平成30年7月24日 令和6年8月31日 平成18年6月7日
000028 1000002420 県立芦屋高校食堂 659-0063 芦屋市宮川町６－３県立芦屋高校内 797322325 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 立花 正敏 神南(芦健)第1-84 平成30年8月20日 令和6年8月31日 平成18年6月30日
000028 1000002434 バラッカ芦屋 659-0067 芦屋市茶屋之町３－４ビレッジサンエイト１０２ 797386162 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ストラダーレ 取締役 松原 祐司 659-0036 兵庫県芦屋市涼風町６－１９ 797553232 神南(芦健)第1-78 平成30年8月1日 令和6年8月31日 平成18年8月30日
000028 1000002439 Food＆Music ＲＩＴＯＲＯＶＯ 659-0072 芦屋市川西町２－３７－１０３ 348345 飲食店営業(4)その他 一般 青山 暁 神南(芦健)第1-124 平成30年11月5日 令和6年11月30日 平成18年9月4日
000028 1000002451 甘辛処　すずき 659-0013 芦屋市岩園町１－８パルティー芦屋Ⅱ３Ｆ 382424 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鈴木 俊彦 神南(芦健)第1-139 平成30年11月30日 令和6年11月30日 平成18年9月20日
000028 1000002465 家庭料理　チェシャムーン 659-0092 芦屋市大原町１１－６ 233763 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 村上 由美 神南(芦健)第1-128 平成30年11月14日 令和6年11月30日 平成18年11月14日
000028 1000002467 空の心 659-0092 芦屋市大原町６－１ 797352266 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山﨑 一郎 神南(芦健)第1-133 平成30年11月22日 令和6年11月30日 平成18年11月27日
000028 1000002469 株式会社イトー屋 659-0025 芦屋市浜町３－８ 227121 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社イトー屋 代表取締役 伊藤 隆裕 659-0025 兵庫県芦屋市浜町３番８号 797227121 神南(芦健)第21-2 平成30年10月25日 令和6年11月30日 平成18年11月28日
000028 1000002475 居酒屋「酒落木」 659-0071 芦屋市前田町１０－６ 飲食店営業(4)その他 一般 竹内 隆博 神南(芦健)第1-168 平成31年2月25日 令和7年2月28日 平成18年12月26日
000028 1000002478 Ｃaｆｅ′ｄｅ ｂｌａｎｃｈｅ 659-0072 芦屋市川西町１５番３号芦屋市立体育館 青少年ｾﾝﾀｰ2F 323131 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社 ｲﾝﾎﾟｰﾀﾝﾄ･ﾐｯｼｮﾝ 代表取締役 吉岡 百々代 659-0066 兵庫県芦屋市大桝町４番１４号 235333 神南(芦健)第1-158 平成31年1月31日 令和7年2月28日 平成19年1月9日
000028 1000002490 金のわらじ 659-0083 芦屋市西山町１０－１ 223373 飲食店営業(4)その他 一般 神南(芦健)第1-170 平成31年2月27日 令和7年2月28日 平成19年2月6日
000028 1000002494 日本マクドナルド㈱ＪＲ芦屋店 659-0093 芦屋市船戸町１－２９芦屋駅西ビル１．２Ｆ 797213090 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日本マクドナルド　株式会社 代表取締役 サラ・エル カサノバ 160-0023 東京都新宿区西新宿６－５－１ 369115000 神南(芦健)第1-173 令和4年1月24日 令和10年2月29日 令和4年1月24日
000028 1000002501 高齢者総合福祉施設　愛しや 659-0032 芦屋市浜風町３１番３号 797237300 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小野マルタマフーズ株式会社 代表取締役 畑 昭身 675-1367 兵庫県小野市敷地町１４１２番地の１ 神南(芦健)第2-28 令和3年4月30日 令和10年5月31日 平成19年3月7日
000028 1000002518 江戸前すし　竹 659-0021 芦屋市春日町２０－１ 797251558 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ゼンシン 代表取締役 的場 佐恵子 659-0021 兵庫県芦屋市春日町２０－１ 797251558 神南(芦健)第2-29 令和1年5月14日 令和7年5月31日 平成19年3月30日
000028 1000002524 ほうきや 659-0066 芦屋市大桝町４－５ 797753667 飲食店営業(4)その他 一般 藤井 静香 神南(芦健)第2-10 平成31年4月25日 令和7年5月31日 平成19年4月26日
000028 1000002529 オーボンサンドイッチビゴ 659-0092 芦屋市大原町１２番２８号　一階東側 341268 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ビゴ 代表取締役 ビゴ・ジャンポール・ タロウ 659-0068 兵庫県芦屋市業平町6-16 797225137 神南(芦健)第2-12 平成31年4月25日 令和7年5月31日 平成19年5月16日
000028 1000002534 KOHYO 芦屋南宮店 659-0024 芦屋市南宮町１１－１９ 797347552 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社光洋 代表取締役 平田 炎 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋２－３－１６ 726051754 神南(芦健)第2-28 令和1年5月10日 令和7年5月31日 平成19年5月24日
000028 1000002539 芦屋川　むら玄 659-0004 芦屋市奥池南町１－２３ 250232 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 村上 喜子 神南(芦健)第2-55 令和1年8月2日 令和7年8月31日 平成19年6月6日



000028 1000002545 大地 659-0094 芦屋市松ノ内町1-20-111 797232007 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＢＨＬ 代表取締役 坂東 利之 662-0066 兵庫県西宮市高塚町７番３０号 798611116 神南(芦健)第2-50 令和1年7月19日 令和7年8月31日 平成19年7月6日
000028 1000002572 ローソン芦屋浜町店 659-0025 芦屋市浜町３－１０ 797343961 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ノービス 代表取締役 北村 和久 662-0965 兵庫県西宮市郷免町５番９号 神南(芦健)第2-85 令和2年11月6日 令和9年11月30日 平成19年9月14日
000028 1000002577 ピザハット芦屋店 659-0021 芦屋市春日町１７－５高津ビル２階 356767 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　ヒロコーポレーション 代表取締役 田中 博 663-8184 兵庫県西宮市鳴尾町２－９－４ 798406006 神南(芦健)第2-102 令和1年11月6日 令和7年11月30日 平成19年10月1日
000028 1000002578 ＡＩＭ＆ＨＥＡＲＴ 659-0065 芦屋市公光町１０－８芦屋Ｊ＆Ｂビル１Ｆ 797259488 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ＮＡＫＡＺＡＷＡ 代表取締役 中澤 ひとみ 659-0065 兵庫県芦屋市公光町１０－８ 797250441 神南(芦健)第2-88 令和1年10月29日 令和7年11月30日 平成19年10月5日
000028 1000002579 ＡＩＭ＆ＨＥＡＲＴ 659-0065 芦屋市公光町１０－８芦屋Ｊ＆Ｂビル１Ｆ 797259488 菓子製造業 一般 有限会社ＮＡＫＡＺＡＷＡ 代表取締役 中澤 ひとみ 659-0065 兵庫県芦屋市公光町１０－８ 797250441 神南(芦健)第2-89 令和1年10月29日 令和7年11月30日 平成19年10月5日
000028 1000002587 株式会社サンオムニコーポレーション 659-0012 芦屋市朝日ケ丘町２８番２３号 350300 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社サンオムニコーポレーション 代表取締役 門田 淳 659-0012 兵庫県芦屋市朝日ケ丘町２８－２３ 350300 神南(芦健)第2-85 令和1年10月25日 令和7年11月30日 平成19年11月7日
000028 1000002588 Ｏkonomi Life ＫＡＧＩＴＡ 659-0065 芦屋市公光町１０－５ 797313225 飲食店営業(4)その他 一般 藤井 潤弥 神南(芦健)第2-107 令和1年11月8日 令和7年11月30日 平成19年11月9日
000028 1000002590 ロングライフ芦屋 659-0068 芦屋市業平町２－１８ 797257177 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ロングライフダイニング株式会社 代表取締役 濱田 和男 530-0015 大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号梅田センタービル２５階 647090012 神南(芦健)第2-108 令和1年11月12日 令和7年11月30日 平成19年11月12日
000028 1000002591 小品盆栽　緑坂 659-0093 芦屋市船戸町３－２７ 387227 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ティ・エム・エー企画 代表取締役 坂口 聡 659-0093 兵庫県芦屋市船戸町３番２７号 387227 神南(芦健)第2-72 令和1年10月18日 令和7年11月30日 平成19年11月29日
000028 1000002593 芦屋銀しゃりや 659-0065 芦屋市公光町７－１１ 797236612 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社芦屋銀しゃりや 代表取締役 谷口 文男 659-0065 兵庫県芦屋市公光町７－１１ 797322641 神南(芦健)第2-91 令和1年10月30日 令和7年11月30日 平成19年11月29日
000028 1000002600 喫茶ガーデン 659-0032 芦屋市浜風町３１－３高齢者総合福祉施設愛しや内 797237300 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人明倫福祉会 理事長 宮地 千尋 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町５丁目２番地 783030600 神南(芦健)第2-126 令和2年1月22日 令和8年2月28日 平成20年1月7日
000028 1000002603 あおやま菓匠 659-0051 芦屋市呉川町２－１７ 797315767 菓子製造業 一般 株式会社あおやま菓匠 代表取締役 青山 登 659-0051 兵庫県芦屋市呉川町２－１７ 797315767 神南(芦健)第2-127 令和2年1月22日 令和8年2月28日 平成20年1月10日
000028 1000002616 田中金盛堂 659-0066 芦屋市大桝町７－５ 797222573 菓子製造業 一般 田中 克志 神南(芦健)第2-115 令和2年1月16日 令和8年2月28日 平成20年2月29日
000028 1000002622 かるびらんど　呉川店 659-0051 芦屋市呉川町５－１２ 797388529 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社かるびらんど 代表取締役 川脇 公明 651-1114 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町２－２０－２２ 797321085 神南(芦健)第2-3 令和2年4月16日 令和8年5月31日 平成20年3月17日
000028 1000002629 ＳＰＡＴＵＬＥ 659-0092 芦屋市大原町４－１２ビューコート２０３ 797320850 菓子製造業 一般 小林 直子 神南(芦健)第2-15 令和2年5月11日 令和8年5月31日 平成20年3月27日
000028 1000002636 ｅｃｌａｔ 659-0067 芦屋市茶屋之町１－１第一ブラウンビル２Ｆ 797341661 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ｅｓｃａｌｉｅｒ 代表取締役 中澤 義仁 659-0067 兵庫県芦屋市茶屋之町１番１号 797341661 神南(芦健)第2-26 令和2年5月27日 令和8年5月31日 平成20年4月22日
000028 1000002643 手作りクッキーふーみ 659-0012 芦屋市朝日ケ丘町２４－３ 797328268 菓子製造業 一般 大谷 史子 神南(芦健)第2-17 令和2年5月13日 令和8年5月31日 平成20年5月7日
000028 1000002646 しん堀 659-0013 芦屋市岩園町２３－４５シャトル岩園１０１号 797628534 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 新堀 祥克 神南(芦健)第2-21 令和2年5月13日 令和8年5月31日 平成20年5月14日
000028 1000002677 つねなりすたじお 659-0074 芦屋市平田町１番８号 797209740 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 恒成 丹穗子 神南(芦健)第2-33 令和2年7月21日 令和8年8月31日 平成20年8月18日
000028 1000002681 セブン-イレブン潮芦屋店 659-0035 芦屋市海洋町１０－５ 797351567 飲食店営業(4)その他 一般 コンビニエンス潮芦屋合同会社 代表社員 小椋 秀隆 659-0035 兵庫県芦屋市海洋町１０－５ 797351567 神南(芦健)第1-130 令和4年10月19日 令和11年11月30日 令和4年10月19日
000028 1000002692 ケーキハウス親王館 659-0016 芦屋市親王塚町４－３１ 797238706 菓子製造業 一般 有限会社親王館 代表取締役 大下 チヒロ 659-0016 兵庫県芦屋市親王塚町４－３１ 797238706 神南(芦健)第2-79 令和2年11月2日 令和8年11月30日 平成20年10月15日
000028 1000002694 ヴィラ・ベリーニ 659-0084 芦屋市月若町２－１７ 797321777 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ベリーニ 代表取締役 山田 静華 659-0084 兵庫県芦屋市月若町２－１７ 797321777 神南(芦健)第2-82 令和2年11月4日 令和8年11月30日 平成20年11月6日
000028 1000002695 ヴィラ・ベリーニ 659-0084 芦屋市月若町２－１７ 797321777 菓子製造業 一般 株式会社ベリーニ 代表取締役 山田 静華 659-0084 兵庫県芦屋市月若町２－１７ 797321777 神南(芦健)第2-83 令和2年11月4日 令和8年11月30日 平成20年11月6日
000028 1000002712 Poche du Rêve芦屋 659-0065 芦屋市公光町９番７号 797320302 菓子製造業 一般 株式会社　ＰＲコーポレーション 伊東 巌 659-0065 兵庫県芦屋市公光町９番７号 797320302 神南(芦健)第2-101 令和3年1月25日 令和9年2月28日 平成20年12月12日
000028 1000002715 バール ラッフィナート 659-0092 芦屋市大原町９－１ラポルテ東館１Ｆ１２４ 797356444 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ラッフィナート 代表取締役 小阪 歩武 659-0016 兵庫県芦屋市親王塚町１３－１５ 797353444 神南(芦健)第2-99 令和3年1月21日 令和9年2月28日 平成20年12月19日
000028 1000002730 日韓食菜　はた坊 659-0021 芦屋市春日町３－６－１０１Ｂ 797353552 飲食店営業(4)その他 一般 秦 栄振 神南(芦健)第2-112 令和3年2月26日 令和9年2月28日 平成21年1月29日
000028 1000002734 Ｕｆ-ｆｕ 659-0012 芦屋市朝日ケ丘町２８番２５号新タムラビル地階南側 797384788 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ウーフ 代表取締役 大西 泰宏 659-0012 兵庫県芦屋市朝日ケ丘町２８番２５号新タムラビル地階南側 797384788 神南(芦健)第2-96 令和3年1月20日 令和9年2月28日 平成21年2月19日
000028 1000002735 Ｕｆ-ｆｕ 659-0012 芦屋市朝日ケ丘町２８番２５号新タムラビル地階南側 797384788 菓子製造業 一般 株式会社ウーフ 代表取締役 大西 泰宏 659-0012 兵庫県芦屋市朝日ケ丘町２８番２５号新タムラビル地階南側 797384788 神南(芦健)第2-97 令和3年1月20日 令和9年2月28日 平成21年2月19日
000028 1000002762 焼肉あづま 659-0065 芦屋市公光町２－２ 797222631 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 康本 哲泰 神南(芦健)第2-10 令和3年4月16日 令和9年5月31日 平成21年3月19日
000028 1000002774 八光屋 659-0083 芦屋市西山町３－１２ 797328381 飲食店営業(4)その他 一般 松本 郁雄 神南(芦健)第2-18 令和3年4月27日 令和9年5月31日 平成21年4月23日
000028 1000002779 焼・炉端ばたばた 659-0072 芦屋市川西町２－３７アシヤサウザンドビル１０２ 797388846 飲食店営業(4)その他 一般 丸田 洋明 神南(芦健)第2-11 令和3年4月16日 令和9年5月31日 平成21年5月8日
000028 1000002786 メゾン・ド・タカ 芦屋 659-0074 芦屋市平田町１－３ 797351919 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社メゾン・ド・ジル芦屋 代表取締役 村岡 洋二 659-0074 兵庫県芦屋市平田町１番３号 797351919 神南(芦健)第1-71 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 1000002787 アクティブライフ芦屋 659-0013 芦屋市岩園町１１－１５ 797346500 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 富士産業株式会社 代表取締役 中村 勝彦 105-0004 東京都港区新橋５－３２－７ 354006111 神南(芦健)第1-58 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 1000002788 ティティコファ 659-0065 芦屋市公光町８－８ 797386004 菓子製造業 一般 當仲 英生 神南(芦健)第1-50 令和3年7月29日 令和9年8月31日 令和3年7月29日
000028 1000002793 颯輝 659-0083 芦屋市西山町９－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上田 啓二 神南(芦健)第1-72 令和3年8月10日 令和9年8月31日 令和3年8月10日
000028 1000002797 Ｌｅ ｈｉｒｏ 659-0037 芦屋市南浜町１７－１ 797627200 菓子製造業 一般 大上 裕之 神南(芦健)第1-66 令和3年8月3日 令和9年8月31日 令和3年8月3日
000028 1000002800 ローゲンマイヤー阪神芦屋店 659-0065 芦屋市公光町１１番７号 797384470 菓子製造業 一般 株式会社ローゲンマイヤー 代表取締役 細谷 洋一郎 659-0093 兵庫県芦屋市船戸町２番１号 664228606 神南(芦健)第1-55 令和3年7月29日 令和9年8月31日 令和3年7月29日
000028 1000002809 パンタイム 659-0067 芦屋市茶屋之町１０－６ 797383438 菓子製造業 一般 宮野 千寿 神南(芦健)第1-51 令和3年7月29日 令和9年8月31日 令和3年7月29日
000028 1000002810 パンタイム 659-0067 芦屋市茶屋之町１０－６ 797383438 飲食店営業(4)その他 一般 宮野 千寿 神南(芦健)第1-52 令和3年7月29日 令和9年8月31日 令和3年7月29日
000028 1000002812 パンタイム 659-0067 芦屋市茶屋之町１０－６ 797383438 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 宮野 千寿 神南(芦健)第2-44 令和1年7月18日 令和6年8月31日 平成21年8月31日
000028 1000002813 ハマヤコーヒー 659-0093 芦屋市船戸町１－３１　Ｂ１ 797342111 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社大丸松坂屋百貨店 代表取締役 澤田 太郎 135-0042 東京都江東区木場二丁目１８番１１号 338207022 神南(芦健)第1-129 令和3年11月5日 令和9年11月30日 令和3年11月5日
000028 1000002820 天ぷら＆ワイン いわい 659-0012 芦屋市朝日ケ丘町２８－２７田村ビル 797222101 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩井 健 神南(芦健)第1-131 令和3年11月5日 令和9年11月30日 令和3年11月5日
000028 1000002838 ブラディーポ 659-0083 芦屋市西山町１－５ 797266101 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 尾上 誠司 神南(芦健)第1-113 令和3年10月21日 令和9年11月30日 令和3年10月21日
000028 1000002848 METZGEREI KUSUDA メツゲライクスダ 659-0062 芦屋市宮塚町１２－１９ブルーノ芦屋１Ｆ 797358001 食肉製品製造業 一般 株式会社ＭＥＴＺＧＥＲＥＩ　ＫＵＳＵＤＡ 代表取締役 楠田 裕彦 659-0062 兵庫県芦屋市宮塚町１２－１９ 797358001 神南(芦健)第1-182 令和4年2月1日 令和10年2月29日 令和4年2月1日
000028 1000002849 METZGEREI KUSUDA メツゲライクスダ 659-0062 芦屋市宮塚町１２－１９ブルーノ芦屋１Ｆ 797358001 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＭＥＴＺＧＥＲＥＩ　ＫＵＳＵＤＡ 代表取締役 楠田 裕彦 659-0062 兵庫県芦屋市宮塚町１２－１９ 797358001 神南(芦健)第1-183 令和4年2月1日 令和10年2月29日 令和4年2月1日
000028 1000002870 焼鳥　げん家 659-0062 芦屋市宮塚町２番１号センチュリー宮塚１階 797356317 飲食店営業(4)その他 一般 後藤 崇 神南(芦健)第1-199 令和4年2月28日 令和10年2月29日 令和4年2月28日
000028 1000002874 グラース グラーツィア 潮芦屋店 659-0035 芦屋市海洋町９－２ 797266008 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 イオンベーカリー株式会社 代表取締役 岡本 直登 541-0055 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 432126247 神南(芦健)第1-185 令和4年2月2日 令和10年2月29日 令和4年2月2日
000028 1000002875 グラース グラーツィア 潮芦屋店 659-0035 芦屋市海洋町９－２ 797266008 菓子製造業 一般 イオンベーカリー株式会社 代表取締役 岡本 直登 541-0055 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 432126247 神南(芦健)第1-186 令和4年2月2日 令和10年2月29日 令和4年2月2日
000028 1000002877 スーパーマルハチ　南芦屋浜店 659-0035 芦屋市海洋町８－１ライフガーデン潮芦屋　Ａ棟 797350555 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マルハチ 代表取締役 栗花 正雄 657-0831 兵庫県神戸市中央区大日通１－２－１８ 782320839 神南(芦健)第1-188 平成29年1月25日 令和6年2月29日 平成22年2月18日
000028 1000002878 スーパーマルハチ　南芦屋浜店 659-0035 芦屋市海洋町８－１ライフガーデン潮芦屋　Ａ棟 797350555 食肉販売業 一般 株式会社マルハチ 代表取締役 栗花 正雄 657-0831 兵庫県神戸市中央区大日通１－２－１８ 782320839 神南(芦健)第8-16 平成29年1月25日 令和6年2月29日 平成22年2月18日
000028 1000002879 スーパーマルハチ　南芦屋浜店 659-0035 芦屋市海洋町８－１ライフガーデン潮芦屋　Ａ棟 797350555 魚介類販売業 一般 株式会社マルハチ 代表取締役 栗花 正雄 657-0831 兵庫県神戸市中央区大日通１－２－１８ 782320839 神南(芦健)第9-18 平成29年1月25日 令和6年2月29日 平成22年2月18日
000028 1000002882 サイゼリヤライフガーデン潮芦屋店 659-0035 芦屋市海洋町９－２ライフガーデン潮芦屋南Ｂ棟 797251371 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社サイゼリヤ 代表取締役 正垣 泰彦 342-0008 埼玉県吉川市旭２－５ 489919611 神南(芦健)第1-189 平成29年1月26日 令和6年2月29日 平成22年2月26日
000028 1000002887 三井住友銀行新芦屋寮 659-0053 芦屋市松浜町１４－２０ 797383306 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ウオクニ株式会社 代表取締役 野々村 充教 657-0842 兵庫県神戸市灘区船寺通４丁目５番１６号 788017755 神南(芦健)第1-24 平成29年5月9日 令和6年5月31日 平成22年3月11日
000028 1000002901 とり千 659-0094 芦屋市松ノ内町２－２コスモ第１ビル１Ｆ 797340348 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社コラボレ 代表取締役 冨田 要 657-0045 兵庫県神戸市灘区下河原通１－１－３ 788828848 神南(芦健)第1-23 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 1000002906 芦屋　菜の花 659-0066 芦屋市大桝町７－１３セレーノ芦屋１階 797356780 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社四季菜 代表取締役 玉山 久唄 659-0052 兵庫県芦屋市伊勢町１－２１－３０３ 797385012 神南(芦健)第1-36 令和4年5月26日 令和10年5月31日 令和4年5月26日
000028 1000002922 Ｌｅ　Ｐｅｔｉｔ　Ｃａｄｅａｕ 659-0067 芦屋市茶屋之町５－１２　ｽﾀｱﾘｨｱｲ芦屋２階 797350262 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 湯淺 康二 神南(芦健)第1-20 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 1000002924 ｻｰﾃｨﾜﾝｱｲｽｸﾘｰﾑ芦屋ﾛｰﾄﾞｻｲﾄﾞ店 659-0066 芦屋市大桝町１－２２ 797380531 飲食店営業(4)その他 一般 ニッケアウデオＳＡＤ株式会社 代表取締役 中谷 恒史 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町三丁目５－６ナカヒロビル６階 662612261 神南(芦健)第1-1 令和4年4月4日 令和11年5月31日 令和4年4月4日
000028 1000002930 ファンタジック シード 659-0067 芦屋市茶屋之町２－１０　ｵﾘｰﾌﾞﾊｳｽ１Ｆ 797254880 菓子製造業 一般 有限会社インディ 代表取締役 日野 生子 658-0003 兵庫県神戸市東灘区本山北町３－４－３２ 784122607 神南(芦健)第1-13 令和4年4月21日 令和10年5月31日 令和4年4月21日
000028 1000002931 炭火焼肉 RIAN 659-0091 芦屋市東山町２－６ 797388549 飲食店営業(4)その他 一般 合資会社　ＲＩＡＮ 代表社員 福井 英志 659-0091 兵庫県芦屋市東山町２－６ 797388549 神南(芦健)第1-32 令和4年5月12日 令和10年5月31日 令和4年5月12日
000028 1000002934 グラス 659-0068 芦屋市業平町７－２７ 797324326 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松本 勇二 神南(芦健)第1-21 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 1000002937 芦屋天がゆ 659-0093 芦屋市船戸町１０－２－１Ｆ 797341788 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社櫓フードビジネス 代表取締役 腰塚 直子 659-0026 兵庫県芦屋市西蔵町４－２ 797328715 神南(芦健)第1-14 令和4年4月21日 令和10年5月31日 令和4年4月21日
000028 1000002938 たん虎 659-0093 芦屋市船戸町１０－２－２Ｆ 797313719 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社櫓フードビジネス 代表取締役 腰塚 直子 659-0026 兵庫県芦屋市西蔵町４－２ 797328715 神南(芦健)第1-15 令和4年4月21日 令和10年5月31日 令和4年4月21日
000028 1000002940 寿司割烹　かつら浜 659-0028 芦屋市打出小槌町２－３　打出小槌ビルＢ１ 797352371 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山﨑 康申 神南(芦健)第1-81 令和4年7月28日 令和10年8月31日 令和4年7月28日
000028 1000002944 ル・シャトン 659-0024 芦屋市南宮町２－１８－１０３ 797350206 アイスクリーム類製造業 一般 中西 祥乃 神南(芦健)第1-96 令和4年8月19日 令和10年8月31日 令和4年8月19日
000028 1000002946 アシヤ食堂　ｍａｎｃｈｏｓ！ 659-0094 芦屋市松ノ内町１－２０－１１２アルパ芦屋１Ｆ 797267070 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＢＨＬ 代表取締役 坂東 利之 662-0066 兵庫県西宮市高塚町７番３０号 798611116 神南(芦健)第1-88 令和4年8月3日 令和10年8月31日 令和4年8月3日
000028 1000002951 マクドナルド芦屋打出店 659-0021 芦屋市春日町７－５ 797235723 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 160-0023 東京都新宿区西新宿６丁目５－１ 369115000 神南(芦健)第1-73 令和4年7月27日 令和11年8月31日 令和4年7月27日
000028 1000002957 芦屋　柳月堂　玉川 659-0092 芦屋市大原町９－１－００２６ 797220175 菓子製造業 一般 安達 文輝 神南(芦健)第1-64 令和4年7月26日 令和10年8月31日 令和4年7月26日
000028 1000002970 焼肉食堂　ジェット 659-0083 芦屋市西山町２－４西１Ｆ－Ｂ 797382939 飲食店営業(4)その他 一般 野間 敏敬 神南(芦健)第1-94 令和4年8月5日 令和10年8月31日 令和4年8月5日
000028 1000002973 芦屋　北じま 659-0095 芦屋市東芦屋町２－１４　ｴｸｾﾚﾝﾄ芦屋１Ｆ 797267774 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北島 恭 神南(芦健)第1-165 令和4年11月11日 令和10年11月30日 令和4年11月11日
000028 1000003007 ブーランジェリー　ワダ 659-0094 芦屋市松ノ内町４－５アーベイン芦屋川１０２ 797316300 菓子製造業 一般 和田 俊彦 神南(芦健)第1-191 令和5年1月11日 令和11年2月28日 令和5年1月11日
000028 1000003014 pasta&wine DA UENO 659-0092 芦屋市大原町９－１ラポルテ東館１Ｆ 797342557 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上野 尚己 神南(芦健)第1-205 令和5年1月30日 令和12年2月28日 令和5年1月30日
000028 1000003015 シニアライフコート潮芦屋 659-0034 芦屋市陽光町４－５５ 797252231 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 富士産業株式会社 代表取締役 中村 勝彦 105-0004 東京都港区新橋５丁目３２番７号 354006111 神南(芦健)第1-211 令和5年2月2日 令和11年2月28日 令和5年2月2日
000028 1000003016 エーム4338 659-0012 芦屋市朝日ケ丘町３９－１市立芦屋病院内 797238820 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 エームサービス株式会社 代表取締役 小谷 周 107-0052 東京都港区赤坂二丁目２３番１号 362347500 神南(芦健)第1-145 平成30年1月25日 令和7年2月28日 平成23年1月6日
000028 1000003030 にぎり長次郎 芦屋店 659-0015 芦屋市楠町１０－１１ 797257500 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社フーズネット 代表取締役 加藤 誠 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町二丁目３番１３号大阪国際ビルディング３０階 662104481 神南(芦健)第1-210 令和5年1月31日 令和11年2月28日 令和5年1月31日
000028 1000003045 合同会社　善国 659-0055 芦屋市竹園町３－１ 797221500 菓子製造業 一般 合同会社善国 代表社員 659-0052 兵庫県芦屋市伊勢町１１番２５－３０４号 797221500 神南(芦健)第3-6 平成29年5月12日 令和5年5月31日 平成23年3月9日
000028 1000003048 いとはん 659-0093 芦屋市船戸町１－３１　地下１階 797342111 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社大丸松坂屋百貨店 代表取締役 澤田 太郎 135-0042 東京都江東区木場二丁目１８番１１号 338207022 神南(芦健)第1-24 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 1000003053 カフェ・ド・ルポ 659-0052 芦屋市伊勢町１２－２５芦屋市立美術博物館内 797352577 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小山 和子 神南(芦健)第1-15 令和5年4月26日 令和11年5月31日 令和5年4月26日
000028 1000130351 バラッカ・デル・ソーレ 659-0036 芦屋市涼風町６－１９ 797553232 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ストラダーレ 取締役 松原 祐司 659-0036 兵庫県芦屋市涼風町６－１９ 797348081 神南(芦健)第1-20 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 1000130501 Ｍｏｏｎ　Ｍｏｏｎ 659-0095 芦屋市東芦屋町１－２４　２Ｆ 797341278 飲食店営業(4)その他 一般 新田谷 由芽 神南(芦健)第1-58 平成29年7月20日 令和5年8月31日 平成23年6月7日
000028 1000130586 ｓｗｉｎｇ 659-0061 芦屋市上宮川町９－１２ 797254116 飲食店営業(4)その他 一般 松本 里恵 神南(芦健)第1-66 平成29年7月26日 令和5年8月31日 平成23年6月16日
000028 1000130706 芦屋モノリス 659-0066 芦屋市大桝町５－２３ 797383355 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 株式会社　ノバレーゼ 代表取締役 荻野 洋基 104-0061 東京都中央区銀座１－８－１４　銀座YOMIKOビル４Ｆ 神南(芦健)第1-54 令和3年7月29日 令和9年8月31日 令和3年7月29日
000028 1000130741 あしや　本竹園 659-0092 芦屋市大原町１０－１－１０１ 797224919 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社竹園 代表取締役 福本 吉宗 659-0092 兵庫県芦屋市大原町１０－１－１０１ 312341 神南(芦健)第1-62 平成29年7月24日 令和5年8月31日 平成23年7月1日
000028 1000130862 芦屋市立みどり地域生活支援センター 659-0031 芦屋市新浜町３番２号 797320030 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人芦屋市障がい児・者福祉会 理事長 花岡 啓一 659-0031 兵庫県芦屋市新浜町３番２号 797320030 神南(芦健)第1-50 平成29年7月18日 令和5年8月31日 平成23年7月13日
000028 1000130968 オステリーナ　ダ　ジッジ 659-0054 芦屋市浜芦屋町１－２７　サニーコート１０２ 797788141 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 細見 臣治 神南(芦健)第1-53 平成29年7月18日 令和5年8月31日 平成23年7月22日
000028 1000131095 ＢＡＲ　Ｓｏｕｐｉｒ 659-0061 芦屋市上宮川町９－１２アルビ芦屋２０１号 797387876 飲食店営業(4)その他 一般 河﨑 嘉弥 神南(芦健)第1-63 平成29年7月24日 令和5年8月31日 平成23年8月2日
000028 1000131268 うなぎずし駿河 659-0022 芦屋市打出町１－６ 236022 飲食店営業(4)その他 一般 成川 伸悟 神南(芦健)第1-61 平成29年7月24日 令和5年8月31日 平成23年8月15日
000028 1000131542 嘉門　芦屋コリアン亭 659-0093 芦屋市船戸町３－１８ 311612 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松井 英富 神南(芦健)第1-60 平成29年7月21日 令和5年8月31日 平成23年8月30日
000028 1000131665 ラムール 659-0092 芦屋市大原町２－５ヴィザヴィ芦屋　０１号室 797344033 飲食店営業(4)その他 一般 德島 律子 神南(芦健)第1-95 平成29年10月19日 令和5年11月30日 平成23年9月5日
000028 1000131974 ローソン宮川店 659-0061 芦屋市上宮川町９－７ 313358 飲食店営業(4)その他 一般 内田笑店株式会社 代表取締役 内田 高雄 659-0031 兵庫県芦屋市新浜町７－１０－１０６ 797341861 神南(芦健)第1-106 平成29年10月31日 令和6年11月30日 平成23年9月30日
000028 1000131994 かね徳芦屋工房 659-0068 芦屋市業平町４－１ 797357900 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社かね徳 代表取締役 東村 具德 659-0068 兵庫県芦屋市業平町４－１ 797357900 神南(芦健)第1-119 令和3年10月25日 令和9年11月30日 令和3年10月25日
000028 1000132033 ＣＨＥＣＫ＆ＳＴＲＩＰＥ  ｆａｂｒｉｃ＆ｔｈｉｎｇｓ 659-0094 芦屋市松ノ内町４ー８ー１０２ 797212323 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ラブロ 代表取締役 在田 佳代子 659-0094 兵庫県芦屋市松ノ内町４－８－１０２号 783816691 神南(芦健)第1-88 平成29年10月16日 令和5年11月30日 平成23年10月6日
000028 1000132095 Ｂａｒ　Ｊｒ． 659-0083 芦屋市西山町９－２ 317971 飲食店営業(4)その他 一般 小谷 洋一 神南(芦健)第1-90 平成29年10月17日 令和5年11月30日 平成23年10月7日
000028 1000132257 おばん菜　心月 659-0066 芦屋市大桝町１－１４芦屋川テラスヴィラ 797357567 飲食店営業(4)その他 一般 佐々木 留奈子 神南(芦健)第1-119 平成29年11月24日 令和5年11月30日 平成23年10月24日
000028 1000132336 ＫＡＲＡＯＫＥ＆ＬＩＶＥ　ＣＡＦＥ　ｅｊ 659-0067 芦屋市茶屋之町１－１第１ブラウンビル２Ｆ 797788789 飲食店営業(4)その他 一般 森下 実 神南(芦健)第1-99 平成29年10月20日 令和5年11月30日 平成23年10月27日
000028 1000132368 三菱東京ＵＦＪ銀行芦屋支店 659-0092 芦屋市大原町１２－２６ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番２０号 664588801 神南(芦健)第1-97 平成29年10月19日 令和5年11月30日 平成23年10月31日
000028 1000132722 ダイエー東芦屋店 659-0021 芦屋市春日町２４－１５ 797226611 菓子製造業 一般 株式会社ダイエー 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１番１号 783025001 神南(芦健)第3-29 平成29年11月14日 令和5年11月30日 平成23年11月24日
000028 1000132888 割烹　青柳 659-0021 芦屋市春日町１－１５　フリックコート１０２ 797912994 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 青柳 竜良 神南(芦健)第1-141 平成30年1月22日 令和6年2月29日 平成23年12月2日
000028 1000133237 更科 659-0067 芦屋市茶屋之町３－１１ 797341558 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 和田 敦之 神南(芦健)第1-148 平成30年2月5日 令和6年2月29日 平成24年1月4日
000028 1000133705 Ｐｅｒｉ亭 659-0066 芦屋市大桝町６－８ 797353564 菓子製造業 一般 有限会社Ｐｅｒｉ 代表取締役 永井 孝幸 658-0011 兵庫県神戸市東灘区森南町三丁目２番１号 784313963 神南(芦健)第3-34 平成30年1月23日 令和6年2月29日 平成24年2月13日
000028 1000133928 バル・モンテ 芦屋 659-0093 芦屋市船戸町１－２５ アルパ芦屋１０６ 797313004 飲食店営業(4)その他 一般 奥田 洋平 神南(芦健)第1-142 平成30年1月22日 令和6年2月29日 平成24年2月23日
000028 1000134474 ルーア芦屋 659-0073 芦屋市平田北町３－１ 382700 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社あなぶき社宅サービス 代表取締役 清藤 博幸 760-0027 香川県高松市紺屋町３番地６ 878223110 神南(芦健)第1-28 平成30年5月16日 令和6年5月31日 平成24年3月30日
000028 1000134911 カフェ　ド　ブランシュ　芦屋病院店 659-0012 芦屋市朝日ケ丘町３９－１芦屋病院４Ｆ 355525 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社インポータント・ミッション 代表取締役 吉岡 百々代 659-0066 兵庫県芦屋市大桝町４番１４号 235333 神南(芦健)第1-18 平成30年4月23日 令和6年5月31日 平成24年5月2日
000028 1000135127 セブン-イレブンＪＲ芦屋駅前店 659-0068 芦屋市業平町１－２２ 345950 飲食店営業(4)その他 一般 加茂屋株式会社 代表取締役 喜田 昌裕 659-0068 兵庫県芦屋市業平町１番２２号 329500 神南(芦健)第1-26 平成30年5月10日 令和6年5月31日 平成24年5月17日
000028 1000135256 カウンセリングサロン　エルモリヤ 659-0092 芦屋市大原町１１－２４ラポルテ北館２１４号室 788705 喫茶店営業 一般 土田 久美 神南(芦健)第2-1 平成30年4月13日 令和6年5月31日 平成24年5月23日
000028 1000135553 ワインとお酒と和心料理　Takasaki 659-0072 芦屋市川西町４－２ＶＩＶＯあしや２０２号 797807858 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高﨑 智浩 神南(芦健)第1-70 平成30年7月23日 令和6年8月31日 平成24年6月13日
000028 1000135578 ローソンＳ市立芦屋病院店 659-0012 芦屋市朝日ケ丘町３９－１ 251063 飲食店営業(4)その他 一般 内田笑店株式会社 代表取締役 内田 高雄 659-0031 兵庫県芦屋市新浜町７－１０－１０６ 797341861 神南(芦健)第1-68 平成30年7月23日 令和6年8月31日 平成24年6月14日
000028 1000135673 うたげ 659-0094 芦屋市松ノ内町１－２０アルパ芦屋１０６ 352868 飲食店営業(4)その他 一般 細谷 吉応 神南(芦健)第1-76 平成30年8月1日 令和6年8月31日 平成24年6月27日
000028 1000135926 デイサービス京（みやこ）宅配食 659-0025 芦屋市浜町１５－１４ 807739 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社ニュースペース・ワン 代表取締役 野田 新一 550-0003 大阪府大阪市西区京町堀一丁目１４番２５号 664450666 神南(芦健)第1-75 平成30年7月27日 令和6年8月31日 平成24年7月13日
000028 1000135982 魯耕 659-0094 芦屋市松ノ内町２－１ 797344562 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社芦屋魯耕 代表取締役 鳥原 大策 659-0094 兵庫県芦屋市松ノ内町２番１号 797344562 神南(芦健)第1-63 平成30年7月13日 令和6年8月31日 平成24年7月19日
000028 1000136019 Ｍｉｍｉ　ｅｔ　Ｇｅｇｅ 659-0066 芦屋市大桝町４－２０ 355141 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 豊嶋 万須子 神南(芦健)第1-65 平成30年7月23日 令和6年8月31日 平成24年7月24日
000028 1000136366 シェ　ヴー 659-0061 芦屋市上宮川町２－８メインステージ芦屋２０１号 797220828 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 臼杵 健一 神南(芦健)第1-77 平成30年8月1日 令和6年8月31日 平成24年8月16日
000028 1000136424 株式会社チョコヴィック・ジャパン 659-0066 芦屋市大桝町２－１２ クオリア三正 ２Ｆ 346199 菓子製造業 一般 株式会社チョコヴィック・ジャパン 代表取締役 大畑 和彦 659-0066 兵庫県芦屋市大桝町２－１２ 346199 神南(芦健)第3-9 平成30年7月27日 令和6年8月31日 平成24年8月22日



000028 1000136762 アクアチプレッソ 659-0066 芦屋市大桝町５－１４－３ 220578 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 学 神南(芦健)第1-118 平成30年10月31日 令和6年11月30日 平成24年9月12日
000028 1000136818 花菜 659-0066 芦屋市大桝町６－８ 807143 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社國府 代表取締役 國府 陽一郎 659-0004 兵庫県芦屋市奥池南町５７番１号 788424377 神南(芦健)第1-117 平成30年10月31日 令和6年11月30日 平成24年9月18日
000028 1000136823 アレグロ芦屋店 659-0091 芦屋市東山町７－２１　古河ビル２階 807240 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社アレグロ 代表取締役 林 秀光 659-0091 兵庫県芦屋市東山町７番２１号古河ビル２階 807240 神南(芦健)第1-110 平成30年10月25日 令和6年11月30日 平成24年9月18日
000028 1000136829 ＰＯＬＰＯ　ａｓｈｉｙａ 659-0072 芦屋市川西町１３－６ 321367 飲食店営業(4)その他 一般 木ノ下 典広 神南(芦健)第1-113 平成30年10月29日 令和6年11月30日 平成24年9月19日
000028 1000136898 二代目来たろう 659-0024 芦屋市南宮町７－２２ 383536 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ネイジス 代表取締役 尾﨑 信夫 659-0051 兵庫県芦屋市南宮町７番２２号 797321299 神南(芦健)第1-109 平成30年10月25日 令和6年11月30日 平成24年9月27日
000028 1000136899 二代目来たろう 659-0024 芦屋市南宮町７－２２ 383536 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社ネイジス 代表取締役 尾﨑 信夫 659-0051 兵庫県芦屋市南宮町７番２２号 797321299 神南(芦健)第21-3 平成30年10月25日 令和6年11月30日 平成24年9月27日
000028 1000137053 芦屋ＢＡＲ 659-0094 芦屋市松ノ内町２－２ コスモ第一ビル２０１ 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 千子 神南(芦健)第1-138 平成30年11月29日 令和6年11月30日 平成24年10月5日
000028 1000137372 ダイニングバー 康平 659-0065 芦屋市公光町１０－１０B－Block　１F 312100 飲食店営業(4)その他 一般 山本 康平 神南(芦健)第1-136 平成30年11月29日 令和6年11月30日 平成24年11月1日
000028 1000137378 Ａｓｈｉｙａ　ＨＩＭＩＫＯ 659-0083 芦屋市西山町２３－５　光島方 菓子製造業 一般 崎山 日美子 神南(芦健)第3-19 平成30年10月24日 令和6年11月30日 平成24年11月5日
000028 1000137642 小泉食品株式会社 659-0092 芦屋市大原町９－１ ラポルテ東館Ｂ３０４号 325193 食肉販売業 一般 小泉食品株式会社 代表取締役 小泉 隆 657-0059 兵庫県神戸市灘区篠原南町六丁目５番４号 788712574 神南(芦健)第8-8 平成30年10月22日 令和6年11月30日 平成24年11月20日
000028 1000137643 小泉食品株式会社 659-0092 芦屋市大原町９－１ ラポルテ東館Ｂ３０４号 325193 飲食店営業(4)その他 一般 小泉食品株式会社 代表取締役 小泉 隆 657-0059 兵庫県神戸市灘区篠原南町六丁目５番４号 788712574 神南(芦健)第1-106 平成30年10月22日 令和6年11月30日 平成24年11月20日
000028 1000137883 ポムの樹　モンテメール芦屋店 659-0093 芦屋市船戸町１－３１　５Ｆ 807874 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ポムフード 代表取締役 出原 孝雄 899-5211 鹿児島県姶良市新富町９３番地２ 995621192 神南(芦健)第1-111 平成30年10月25日 令和6年11月30日 平成24年11月30日
000028 1000138222 日本料理　伊予本 659-0065 芦屋市公光町１－１５　芦屋リバーサイドパレス 317775 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 伊豫本 雅俊 神南(芦健)第1-164 平成31年2月15日 令和7年2月28日 平成25年1月8日
000028 1000138234 有限会社寺本商店 659-0092 芦屋市大原町９－１　３０４ 232221 食肉販売業 一般 有限会社寺本商店 取締役 寺本 恭子 658-0053 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町二丁目１４番１０号 788510605 神南(芦健)第8-12 平成31年1月18日 令和7年2月28日 平成25年1月7日
000028 1000138235 有限会社寺本商店 659-0092 芦屋市大原町９－１　３０４ 232221 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社寺本商店 取締役 寺本 恭子 658-0053 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町二丁目１４番１０号 788510605 神南(芦健)第1-154 平成31年1月18日 令和7年2月28日 平成25年1月7日
000028 1000138259 阪急ベーカリー　ラポルテ芦屋店 659-0092 芦屋市大原町９－１－Ｂ１０５号ラポルテ東館地下１階 250086 菓子製造業 一般 株式会社阪急ベーカリー 代表取締役 中村 英紀 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663031750 神南(芦健)第3-34 平成31年2月25日 令和7年2月28日 平成25年1月16日
000028 1000138335 リポザーテ 659-0073 芦屋市平田北町２－１ 319678 飲食店営業(4)その他 一般 大橋 直哉 神南(芦健)第1-169 平成31年2月25日 令和7年2月28日 平成25年1月21日
000028 1000138683 Ｃｈａｐｏｎ（シャポン） 659-0051 芦屋市呉川町１－１０ 350838 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 江崎 桂子 神南(芦健)第1-171 平成31年2月27日 令和7年2月28日 平成25年2月19日
000028 1000138925 スペースＲ 659-0067 芦屋市茶屋之町１番１２号 797325226 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社リュリュ 代表取締役 中村 久子 659-0067 兵庫県芦屋市茶屋之町２番２２号 797325161 神南(芦健)第2-15 平成31年4月25日 令和7年5月31日 平成25年3月4日
000028 1000138926 スペースＲ 659-0067 芦屋市茶屋之町１番１２号 797325226 菓子製造業 一般 株式会社リュリュ 代表取締役 中村 久子 659-0067 兵庫県芦屋市茶屋之町２番２２号 797325161 神南(芦健)第2-16 平成31年4月25日 令和7年5月31日 平成25年3月4日
000028 1000139260 あしや聖徳園 659-0011 芦屋市六麓荘町３－５７ 327667 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ゲート 代表取締役 福田 秀子 550-0006 大阪府大阪市西区江之子島一丁目６番２号 661368228 神南(芦健)第2-19 平成31年4月26日 令和7年5月31日 平成25年3月26日
000028 1000139348 高齢者総合保健福祉施設  エルホーム芦屋 659-0025 芦屋市浜町１２－３ 797357622 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ナリコマエンタープライズ 代表取締役 竹内 美夫 567-0005 大阪府茨木市五日市一丁目７番２７号 663968020 神南(芦健)第2-24 令和2年5月20日 令和9年5月31日 平成25年3月29日
000028 1000139449 ｅｎ 659-0093 芦屋市船戸町２－１ラポルテ西館１１６室 318327 飲食店営業(4)その他 一般 田口 恵美 神南(芦健)第2-4 平成31年4月22日 令和7年5月31日 平成25年4月5日
000028 1000139512 楽園 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、明石市、尼崎市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社楽園 代表取締役 権野 豪 564-0062 大阪府吹田市垂水町三丁目６番３７号９０４ 663057305 神南(芦健)第1-33 平成30年5月23日 令和5年5月31日 平成25年4月12日
000028 1000139530 ファミリーマート芦屋東山町店 659-0091 芦屋市東山町３－２ 252113 飲食店営業(4)その他 一般 小野原 朋彰 神南(芦健)第2-21 令和1年5月8日 令和7年5月31日 平成25年4月15日
000028 1000139534 ファミリーマート芦屋東山町店 659-0091 芦屋市東山町３－２ 252113 菓子製造業 一般 小野原 朋彰 神南(芦健)第2-24 令和1年5月8日 令和7年5月31日 平成25年4月15日
000028 1000139836 ｗａｆｌａ 659-0083 芦屋市西山町１－９ 797627906 菓子製造業 一般 ＭＡＲＣ＆ＣＯ合同会社 代表社員 グレイス 桃子 659-0004 兵庫県芦屋市奥池南町５３番８号 797788089 神南(芦健)第2-17 平成31年4月26日 令和7年5月31日 平成25年5月2日
000028 1000139878 まきの　ラポルテ店 659-0092 芦屋市大原町９－１－１２２　ラポルテ東館１階 797259805 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社トリドールジャパン 代表取締役 粟田 貴也 150-0043 東京都渋谷区道玄坂１－２１－１ 342218900 神南(芦健)第2-5 平成31年4月22日 令和7年5月31日 平成25年5月9日
000028 1000140113 ぎょうざ専門店　ぎんなん 659-0061 芦屋市上宮川町５－１２サンロイス芦屋３号館１０４ 797340373 飲食店営業(4)その他 一般 中村 かおる 神南(芦健)第2-30 令和1年5月14日 令和7年5月31日 平成25年5月23日
000028 1000140327 ＢＯＴＴＥＧＡ　ＢＬＵＥ 659-0093 芦屋市船戸町３－２７ 797357555 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大島 隆司 神南(芦健)第2-51 令和1年7月19日 令和7年8月31日 平成25年6月3日
000028 1000140383 ローソン芦屋市役所南 659-0054 芦屋市浜芦屋町４－１ 797257078 飲食店営業(4)その他 一般 内田笑店株式会社 代表取締役 内田 高雄 659-0031 兵庫県芦屋市新浜町７－１０－１０６ 797341861 神南(芦健)第2-61 令和1年8月16日 令和8年8月31日 平成25年6月10日
000028 1000140481 ダニエル 659-0086 芦屋市三条南町５－１ 354333 菓子製造業 一般 有限会社　ダニエル 代表取締役 中村 道彦 659-0086 兵庫県芦屋市三条南町５番１号 797354333 神南(芦健)第2-48 令和1年7月18日 令和7年8月31日 平成25年6月20日
000028 1000140482 ハーバーダイニング＆リゾート「マレロッソ」 659-0035 芦屋市海洋町１１番１号 347575 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社セッテマーリ 代表取締役 田上 剛大 662-0043 兵庫県西宮市常磐町３番１４号 798363773 神南(芦健)第2-45 令和1年7月18日 令和7年8月31日 平成25年6月20日
000028 1000140623 赤石鹿ノ瀬 659-0015 芦屋市楠町６番９号１０２ 230870 そうざい製造業 一般 畳谷 洋一 神南(芦健)第2-53 令和1年7月24日 令和7年8月31日 平成25年6月28日
000028 1000140769 シニアライフパレス潮芦屋内厨房 659-0034 芦屋市陽光町４－５８ 797387750 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 富士産業株式会社 代表取締役 中村 勝彦 105-0004 東京都港区新橋５丁目３２番７号 354006111 神南(芦健)第2-57 令和1年8月14日 令和7年8月31日 平成25年7月10日
000028 1000140787 Ｋａｒａｏｋｅ Ｂａｒ ＆ Ｃａｆｅ Ｌａｐｉｓ 659-0092 芦屋市大原町５－５ＶｉＶｉ芦屋３Ｆ 797383515 飲食店営業(4)その他 一般 安達 ひろこ 神南(芦健)第2-52 令和1年7月19日 令和7年8月31日 平成25年7月16日
000028 1000140941 黄金堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 金﨑 弘展 神南(芦健)第3-7 平成30年7月2日 令和5年8月31日 平成25年7月22日
000028 1000140942 黄金堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 金﨑 弘展 神南(芦健)第1-54 平成30年7月2日 令和5年8月31日 平成25年7月22日
000028 1000140945 中村食品１ 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 中村 美鈴 神南(芦健)第1-87 平成30年8月30日 令和5年8月31日 平成25年7月22日
000028 1000140955 樹食品１ 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 菓子製造業 露店 中村 美鈴 神南(芦健)第3-12 平成30年8月30日 令和5年8月31日 平成25年7月22日
000028 1000140957 樹食品２ 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 菓子製造業 露店 中村 美鈴 神南(芦健)第3-13 平成30年8月30日 令和5年8月31日 平成25年7月22日
000028 1000141018 久徳商店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 久徳 ナティダ 神南(芦健)第1-55 平成30年7月2日 令和5年8月31日 平成25年7月22日
000028 1000141019 広田商店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 広田 哲哉 神南(芦健)第1-56 平成30年7月2日 令和5年8月31日 平成25年7月22日
000028 1000141086 菓子２ 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 菓子製造業 露店 中島 逸郎 神南(芦健)第3-14 平成30年8月31日 令和5年8月31日 平成25年7月23日
000028 1000141102 お菓子のしごとば 659-0095 芦屋市東芦屋町９－１５ 菓子製造業 一般 菅原 美奈子 神南(芦健)第2-47 令和1年7月18日 令和7年8月31日 平成25年7月22日
000028 1000141228 将家 659-0027 芦屋市若宮町５－１２　１０１ 797351673 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小坂 純一 神南(芦健)第2-56 令和1年8月7日 令和7年8月31日 平成25年7月29日
000028 1000141839 ローゲンマイヤーＪＲ芦屋店 659-0093 芦屋市船戸町２－１ 797224911 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ローゲンマイヤー 代表取締役 細谷 洋一郎 659-0093 兵庫県芦屋市船戸町２番１号 664228606 神南(芦健)第2-73 令和1年10月18日 令和7年11月30日 平成25年9月6日
000028 1000141840 ローゲンマイヤーＪＲ芦屋店 659-0093 芦屋市船戸町２－１ 224911 菓子製造業 一般 株式会社ローゲンマイヤー 代表取締役 細谷 洋一郎 659-0093 兵庫県芦屋市船戸町２番１号 664228606 神南(芦健)第2-74 令和1年10月18日 令和7年11月30日 平成25年9月6日
000028 1000142070 ル・プティ・コントワール 659-0092 芦屋市大原町４番１２号 797267855 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ル・プティ・コントワール 代表取締役 岡田 知 659-0092 兵庫県芦屋市大原町４番１２号 797267855 神南(芦健)第2-83 令和1年10月24日 令和7年11月30日 平成25年9月27日
000028 1000142164 ＡＬＭＡＲＺＡ 659-0093 芦屋市船戸町１－２５－１０８ 797626881 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｂｅａｕｔｙ　Ｓｔａｇｅ 代表取締役 三義 敦子 659-0092 兵庫県芦屋市大原町２－６－３０３ 797626881 神南(芦健)第2-104 令和1年11月7日 令和7年11月30日 平成25年10月3日
000028 1000142194 レストラン　シェ　モリ 659-0015 芦屋市楠町７－１６ 797236464 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森澤 武治 神南(芦健)第2-80 令和1年10月24日 令和7年11月30日 平成25年10月4日
000028 1000142195 ａ／ｊｕ（アジュ） 659-0016 芦屋市親王塚町１１－３８　１Ｆ 348119 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橋本 隼平 神南(芦健)第2-77 令和1年10月21日 令和7年11月30日 平成25年10月4日
000028 1000142541 鮮華 659-0028 芦屋市打出小槌町１４－１１三偉ハイツ２Ｆ 797753429 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小島 貴之 神南(芦健)第2-82 令和1年10月24日 令和7年11月30日 平成25年11月5日
000028 1000142670 Ｗａｖｅ 659-0065 芦屋市公光町７－１０芦屋イシカワビルＢ１ 飲食店営業(4)その他 一般 志真 美子 神南(芦健)第2-114 令和1年11月26日 令和7年11月30日 平成25年11月13日
000028 1000142932 京料理　たか木 659-0092 芦屋市大原町１２－８ 797348128 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社たか木 代表取締役 髙木 一雄 659-0092 兵庫県芦屋市大原町１２－８ 797353088 神南(芦健)第2-105 令和1年11月7日 令和7年11月30日 平成25年11月26日
000028 1000143483 料理屋　仁 659-0083 芦屋市西山町１２－５ 797222788 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｌａｔｉｍｅｒｉａ 代表取締役 中林 秀仁 659-0083 兵庫県芦屋市西山町１２番５号 797222788 神南(芦健)第2-131 令和2年1月29日 令和8年2月28日 平成26年1月14日
000028 1000143492 金山商店１ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 金山 真也 神南(芦健)第3-28 平成31年1月24日 令和6年2月29日 平成26年1月16日
000028 1000143493 金山商店２ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 金山 真也 神南(芦健)第3-29 平成31年1月24日 令和6年2月29日 平成26年1月16日
000028 1000143494 夢屋１ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 金山 真也 神南(芦健)第3-30 平成31年1月24日 令和6年2月29日 平成26年1月16日
000028 1000143495 田中屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 金山 真也 神南(芦健)第3-31 平成31年1月24日 令和6年2月29日 平成26年1月16日
000028 1000143735 鉄板 じゅうぼん 659-0021 芦屋市春日町１３－２２ 797383737 飲食店営業(4)その他 一般 田中 和人 神南(芦健)第2-136 令和2年2月25日 令和8年2月28日 平成26年2月5日
000028 1000143822 白石 659-0083 芦屋市西山町１２番２号 797322880 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 樋口 勝紀 神南(芦健)第2-129 令和2年1月29日 令和8年2月28日 平成26年2月7日
000028 1000143958 喫茶フォーラム 659-0025 芦屋市浜町１２番３号 797358341 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人かんでん福祉事業団 理事長 宮本 信之 659-0025 兵庫県芦屋市浜町１２番３号 797358341 神南(芦健)第2-128 令和2年1月27日 令和8年2月28日 平成26年2月20日
000028 1000144083 あーぼん 659-0015 芦屋市楠町６番８号 797222030 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社あーぼん 代表取締役 長谷川 勤 659-0015 兵庫県芦屋市楠町６番８号 797222030 神南(芦健)第2-120 令和2年1月17日 令和8年2月28日 平成26年2月25日
000028 1000144310 ｂａｒ　伊藤 659-0066 芦屋市大桝町６－１２ネオックス２Ｆ 797211666 飲食店営業(4)その他 一般 伊藤 彰彦 神南(芦健)第2-14 令和2年4月30日 令和8年5月31日 平成26年3月5日
000028 1000144591 スパッツィオ・イノ 659-0065 芦屋市公光町９－３　ｉｚａビル３Ｆ 797238887 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井上 崇司 神南(芦健)第2-10 令和2年4月23日 令和8年5月31日 平成26年3月25日
000028 1000144636 ３階 ドリンクバー 659-0035 芦屋市海洋町１０－２ 797321212 喫茶店営業 一般 株式会社ビーバーレコード 代表取締役 春田 幸裕 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島三丁目２３番９号 663047711 神南(芦健)第2-19 令和2年5月13日 令和8年5月31日 平成26年3月26日
000028 1000144642 芦屋水春亭 659-0035 芦屋市海洋町１０－２ 797321212 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ビーバーレコード 代表取締役 春田 幸裕 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島三丁目２３番９号 663047711 神南(芦健)第2-20 令和2年5月13日 令和8年5月31日 平成26年3月26日
000028 1000144743 おこのみ焼 ごんべえ 659-0065 芦屋市公光町１１－１－２０２ 797347331 飲食店営業(4)その他 一般 竹下 禎子 神南(芦健)第2-31 令和2年5月29日 令和8年5月31日 平成26年3月28日
000028 1000144794 今日のワイン 659-0024 芦屋市南宮町１２番２５号 797222369 飲食店営業(4)その他 一般 江本 紀代美 神南(芦健)第2-30 令和2年5月29日 令和8年5月31日 平成26年3月31日
000028 1000144946 有限会社レディース関西　けいこのパン 659-0021 芦屋市春日町６－１７ 797314512 菓子製造業 一般 有限会社レディース関西 代表取締役 速水 雅子 659-0021 兵庫県芦屋市春日町６－１７ 797318773 神南(芦健)第2-8 令和2年4月21日 令和8年5月31日 平成26年4月7日
000028 1000144950 兵庫県立芦屋特別支援学校内給食室 659-0034 芦屋市陽光町8-37 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ハートスフードクリエーツ株式会社 代表取締役 西脇 章 658-0045 兵庫県神戸市東灘区御影石町４－１５－１５ 788915401 神南(芦健)第2-12 令和2年4月28日 令和8年5月31日 平成26年4月7日
000028 1000145069 さくら恵比寿堂 659-0021 芦屋市春日町１１－１ 797358590 喫茶店営業 一般 日野 泰秀 神南(芦健)第2-1 令和2年4月2日 令和8年5月31日 平成26年4月14日
000028 1000145196 㐂一 659-0066 芦屋市大桝町５－８ アパートメントアシヤ大桝１０１ 797349229 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松本 充 神南(芦健)第2-7 令和2年4月17日 令和8年5月31日 平成26年4月23日
000028 1000145251 裕邦商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 鹿野 裕邦 神南(芦健)第2-2 平成31年4月19日 令和6年5月31日 平成26年4月24日
000028 1000145254 鹿野商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 鹿野 美千代 神南(芦健)第2-3 平成31年4月19日 令和6年5月31日 平成26年4月24日
000028 1000145539 菓子工房ミスティルティン 659-0013 芦屋市岩園町４－２ 797635133 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ヤドリギアート 代表取締役 芦田 和子 659-0013 兵庫県芦屋市岩園町４－２ 797635133 神南(芦健)第2-29 令和2年5月29日 令和8年5月31日 平成26年5月15日
000028 1000145775 茶々処　ひとの和心 659-0036 芦屋市涼風町６－１８ 797209293 飲食店営業(4)その他 一般 小山 豊 神南(芦健)第2-25 令和2年5月27日 令和8年5月31日 平成26年5月28日
000028 1000145818 芦屋みどり作業所 000-0000 芦屋市内 喫茶店営業 露店 社会福祉法人芦屋みどり福祉会 理事長 大澤 二朗 659-0034 兵庫県芦屋市陽光町４－６０ 797314001 神南(芦健)第2-1 平成31年4月10日 令和6年5月31日 平成26年5月30日
000028 1000145857 オステリア　オ　ジラソーレ 659-0062 芦屋市宮塚町１５－６ 797350847 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 神南(芦健)第2-27 令和2年5月27日 令和8年5月31日 平成26年5月30日
000028 1000145858 オステリア　オ　ジラソーレ 659-0062 芦屋市宮塚町１５－６ 797350847 菓子製造業 一般 神南(芦健)第2-28 令和2年5月27日 令和8年5月31日 平成26年5月30日
000028 1000145882 どん 659-0091 芦屋市東山町２９－２２ 797317870 飲食店営業(4)その他 一般 神南(芦健)第2-47 令和2年7月31日 令和8年8月31日 平成26年6月2日
000028 1000145884 広東料理　三十番 659-0083 芦屋市西山町１－４ 797322616 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 何 文杰 神南(芦健)第2-35 令和2年7月28日 令和8年8月31日 平成26年6月2日
000028 1000145967 内之宮商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 内之宮 道二 神南(芦健)第2-34 令和1年7月10日 令和6年8月31日 平成26年6月9日
000028 1000145968 昭夫商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 鹿野 昭夫 神南(芦健)第2-35 令和1年7月10日 令和6年8月31日 平成26年6月9日
000028 1000145987 ＭＥＴＺＧＥＲＥＩ　ＫＵＳＵＤＡ 659-0062 芦屋市宮塚町１２－１９ブルーノ芦屋１Ｆ 797358001 乳製品製造業 一般 株式会社ＭＥＴＺＧＥＲＥＩ　ＫＵＳＵＤＡ 代表取締役 楠田 裕彦 659-0062 兵庫県芦屋市宮塚町１２－１９ 797358001 神南(芦健)第2-36 令和2年7月30日 令和8年8月31日 平成26年6月11日
000028 1000145988 ＭＥＴＺＧＥＲＥＩ　ＫＵＳＵＤＡ 659-0062 芦屋市宮塚町１２－１９ブルーノ芦屋１Ｆ 797358001 食肉販売業 一般 株式会社ＭＥＴＺＧＥＲＥＩ　ＫＵＳＵＤＡ 代表取締役 楠田 裕彦 659-0062 兵庫県芦屋市宮塚町１２－１９ 797358001 神南(芦健)第2-37 令和2年7月30日 令和8年8月31日 平成26年6月11日
000028 1000145989 ＭＥＴＺＧＥＲＥＩ　ＫＵＳＵＤＡ 659-0062 芦屋市宮塚町１２－１９ブルーノ芦屋１Ｆ 797358001 そうざい製造業 一般 株式会社ＭＥＴＺＧＥＲＥＩ　ＫＵＳＵＤＡ 代表取締役 楠田 裕彦 659-0062 兵庫県芦屋市宮塚町１２－１９ 797358001 神南(芦健)第2-38 令和2年7月30日 令和8年8月31日 平成26年6月11日
000028 1000146011 みやじま食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 楠原 崇司 神南(芦健)第2-38 令和1年7月11日 令和6年8月31日 平成26年6月12日
000028 1000146363 植松商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 植松 悠一郎 神南(芦健)第2-41 令和1年7月17日 令和6年8月31日 平成26年7月3日
000028 1000146364 植松商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 植松 悠一郎 神南(芦健)第2-42 令和1年7月17日 令和6年8月31日 平成26年7月3日
000028 1000146491 北村食品(１) 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 北村 俊彦 神南(芦健)第2-69 令和1年8月30日 令和6年8月31日 平成26年7月9日
000028 1000146572 植松商店（２号店） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 植松 美夜子 神南(芦健)第2-40 令和1年7月17日 令和6年8月31日 平成26年7月11日
000028 1000146577 植松商店（３号店） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 植松 亜紀 神南(芦健)第2-39 令和1年7月17日 令和6年8月31日 平成26年7月11日
000028 1000146638 奥芦屋スタディーセンター 659-0004 芦屋市奥池南町４６－１ 797227594 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 公益財団法人教育振興協会 代表理事 八木橋 俊江 606-8301 京都府京都市左京区吉田泉殿町５６番地 757716470 神南(芦健)第2-34 令和2年7月28日 令和8年8月31日 平成26年7月16日
000028 1000146677 裕邦商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 鹿野 裕邦 神南(芦健)第2-36 令和1年7月10日 令和6年8月31日 平成26年7月16日
000028 1000146715 アポロ芦屋 659-0083 芦屋市西山町２－４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮田 眞司 神南(芦健)第2-57 令和2年8月20日 令和8年8月31日 平成26年7月17日
000028 1000146816 西宮・甲子園ヒーロー揚げ推進委員会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山﨑 哲 神南(芦健)第2-37 令和1年7月11日 令和6年8月31日 平成26年7月23日
000028 1000147166 芦屋 とりよし 659-0092 芦屋市大原町１１－２４－１０４ 797223277 飲食店営業(4)その他 一般 下村 和徳 神南(芦健)第2-42 令和2年7月31日 令和8年8月31日 平成26年8月11日
000028 1000147167 芦屋 とりよし 659-0092 芦屋市大原町１１－２４－１０４ 797223277 食肉販売業 一般 下村 和徳 神南(芦健)第2-43 令和2年7月31日 令和8年8月31日 平成26年8月11日
000028 1000147291 串ＢＡＲ 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 濱田 光一 神南(芦健)第2-68 令和1年8月23日 令和6年8月31日 平成26年8月21日
000028 1000147592 パントリー芦屋店 659-0065 芦屋市公光町１０番１４号 797216014 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社大近 代表取締役 中津 裕彦 553-0003 大阪府大阪市福島区福島六丁目１０番１１号 664585261 神南(芦健)第2-113 令和1年11月21日 令和6年11月30日 平成26年9月5日
000028 1000147766 バーンタイ 芦屋 659-0072 芦屋市川西町４－２　ＶＩＶＯ芦屋１Ｆ 797788559 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社バーンタイ 代表取締役 内西 宏美 650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通１丁目８－８ 783910545 神南(芦健)第2-68 令和2年10月29日 令和8年11月30日 平成26年9月22日
000028 1000147896 芦屋ロマンス 659-0094 芦屋市松ノ内町４－６　芦屋パレエレガンス１０８ 797235252 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 久保 孝志 神南(芦健)第2-88 令和2年11月10日 令和8年11月30日 平成26年9月30日
000028 1000147977 五福飯店 659-0092 芦屋市大原町９－１－Ｂ１１１ 797788896 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　大通 代表取締役 翁 公羽 659-0092 兵庫県芦屋市大原町９－１ラポルテ東館Ｂ１Ｆ 神南(芦健)第2-64 令和2年10月27日 令和8年11月30日 平成26年10月7日
000028 1000147985 寿ず家　二号 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 紙谷 真奈美 神南(芦健)第2-79 令和1年10月24日 令和6年11月30日 平成26年10月7日
000028 1000147988 寿ず家　一号 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 紙谷 真奈美 神南(芦健)第2-78 令和1年10月24日 令和6年11月30日 平成26年10月7日
000028 1000148165 マリアンジュ芦屋 659-0021 芦屋市春日町２－１５　1Ｆ 797343455 喫茶店営業 一般 木下 佳世子 神南(芦健)第2-69 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成26年10月22日
000028 1000148223 渡辺商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 渡辺 賢三 神南(芦健)第2-86 令和1年10月28日 令和6年11月30日 平成26年10月24日
000028 1000148312 アンリ・シャルパンティエ　芦屋本店 659-0065 芦屋市公光町７番１０－１０１号 797312753 菓子製造業 一般 株式会社シュゼット 代表取締役 蟻田 剛毅 659-0065 兵庫県芦屋市公光町７番１０－１０１号 798231280 神南(芦健)第2-61 令和2年10月19日 令和8年11月30日 平成26年10月30日
000028 1000148313 アンリ・シャルパンティエ　芦屋本店 659-0065 芦屋市公光町７番１０－１０１号 797312753 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社シュゼット 代表取締役 蟻田 剛毅 659-0065 兵庫県芦屋市公光町７番１０－１０１号 798231280 神南(芦健)第2-60 令和2年10月19日 令和8年11月30日 平成26年10月30日
000028 1000148380 Ｍ．Ｍ．Ｐ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 井上 孝彦 神南(芦健)第2-70 令和1年10月1日 令和6年11月30日 平成26年11月6日



000028 1000148453 株式会社グランドフードホール 659-0091 芦屋市東山町６番６号１階 797352020 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社グランドフードホール 代表取締役 佐藤 健 659-0091 兵庫県芦屋市東山町６番６号 797352020 神南(芦健)第2-73 令和2年11月2日 令和8年11月30日 平成26年11月11日
000028 1000148454 株式会社グランドフードホール 659-0091 芦屋市東山町６番６号１階 797352020 食肉販売業 一般 株式会社グランドフードホール 代表取締役 佐藤 健 659-0091 兵庫県芦屋市東山町６番６号 797352020 神南(芦健)第2-74 令和2年11月2日 令和8年11月30日 平成26年11月11日
000028 1000148457 株式会社グランドフードホール 659-0091 芦屋市東山町６番６号１階 797352020 そうざい製造業 一般 株式会社グランドフードホール 代表取締役 佐藤 健 659-0091 兵庫県芦屋市東山町６番６号 797352020 神南(芦健)第2-77 令和2年11月2日 令和8年11月30日 平成26年11月11日
000028 1000148458 株式会社グランドフードホール 659-0091 芦屋市東山町６番６号１階 797352020 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社グランドフードホール 代表取締役 佐藤 健 659-0091 兵庫県芦屋市東山町６番６号 797352020 神南(芦健)第2-78 令和2年11月2日 令和8年11月30日 平成26年11月11日
000028 1000148609 caffé ē DePadova 659-0072 芦屋市川西町４番２号　ＶＩＶＯ芦屋１０２号 797266264 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ブランカ 代表取締役 前田 和子 659-0072 兵庫県芦屋市川西町４番２号 797235204 神南(芦健)第2-84 令和2年11月5日 令和8年11月30日 平成26年11月20日
000028 1000148785 オレンジドリーム５号 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 代表取締役 山本 茂之 103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町３６番２号 356518601 神南(芦健)第2-71 令和1年10月16日 令和6年11月30日 平成26年11月28日
000028 1000148990 芦屋nana 659-0061 芦屋市上宮川町５－１２－１０１ 飲食店営業(4)その他 一般 上田 奈津子 神南(芦健)第2-102 令和3年1月29日 令和9年2月28日 平成26年12月15日
000028 1000148991 Ｂａｒ 芦屋日記 659-0065 芦屋市公光町９－３　izaビル４Ｆ 797235252 飲食店営業(4)その他 一般 草野 智和 神南(芦健)第2-100 令和3年1月25日 令和9年2月28日 平成26年12月16日
000028 1000149096 五福飯店 659-0092 芦屋市大原町９－１－Ｂ１１１ 797788896 菓子製造業 一般 株式会社　大通 代表取締役 翁 公羽 659-0092 兵庫県芦屋市大原町９－１ラポルテ東館Ｂ１Ｆ 神南(芦健)第2-106 令和3年2月5日 令和9年2月28日 平成26年12月25日
000028 1000149240 ｅｆｕｃａ． 659-0067 芦屋市茶屋之町６－１４ 797312023 飲食店営業(4)その他 一般 伊藤 由香 神南(芦健)第2-108 令和3年2月15日 令和9年2月28日 平成27年1月13日
000028 1000149241 ｅｆｕｃａ． 659-0067 芦屋市茶屋之町６－１４ 797312023 菓子製造業 一般 伊藤 由香 神南(芦健)第2-109 令和3年2月15日 令和9年2月28日 平成27年1月13日
000028 1000149349 Y's café 659-0087 芦屋市三条町３３－８ 797350834 飲食店営業(4)その他 一般 和田 葉子 神南(芦健)第2-98 令和3年1月21日 令和9年2月28日 平成27年1月26日
000028 1000149460 アイル 659-0092 芦屋市大原町２－５ヴィザヴィ芦屋　地下１階 797349800 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　アイル 代表取締役 宮地 美冴 658-0011 兵庫県神戸市東灘区森南町１－１１－４－２０５ 784536229 神南(芦健)第2-93 令和3年1月19日 令和9年2月28日 平成27年1月30日
000028 1000149503 サブスタイル 659-0091 芦屋市東山町１１－３４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中野 陽子 神南(芦健)第2-94 令和3年1月19日 令和9年2月28日 平成27年2月4日
000028 1000149533 ＰａｎＴｉｍｅ 659-0067 芦屋市茶屋之町１０－５ 797352337 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮野 千寿 神南(芦健)第2-103 令和3年1月29日 令和9年2月28日 平成27年2月5日
000028 1000149601 食楽　螢 659-0062 芦屋市宮塚町１１－１８１Ｆ１０５ 797220025 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中原 陽介 神南(芦健)第2-113 令和3年2月26日 令和9年2月28日 平成27年2月10日
000028 1000149646 障がい者就労支援カフェ  ハーブカフェ「CACHE-CACHE」 659-0051 芦屋市呉川町１４－９芦屋市保健福祉センター１階 797340256 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人芦屋メンタルサポートセンター 理事長 杉江 東彦 659-0025 兵庫県芦屋市浜町６－９ 797320458 神南(芦健)第1-171 令和4年1月20日 令和11年2月28日 令和4年1月20日
000028 1000149682 ＣＡＦＥ＆ＢＡＲ　ＬＡＯ 659-0051 芦屋市呉川町１－１０　２Ｆ 797626977 飲食店営業(4)その他 一般 古津 純子 神南(芦健)第2-104 令和3年1月29日 令和9年2月28日 平成27年2月16日
000028 1000149715 滝の茶屋 659-0082 芦屋市山芦屋町１番 797341683 飲食店営業(4)その他 露店 中奥 安子 神南(芦健)第2-134 令和2年2月17日 令和7年2月28日 平成27年2月18日
000028 1000149771 Ｋａｍｉｙａ 659-0072 芦屋市川西町２－３７アシヤサウザンドビル２０１ 797357130 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 神谷 道弘 神南(芦健)第2-105 令和3年2月2日 令和9年2月28日 平成27年2月20日
000028 1000149894 中嶋商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中嶋 諒 神南(芦健)第2-135 令和2年2月18日 令和7年2月28日 平成27年2月26日
000028 1000150055 打出ハイボール「、」 659-0022 芦屋市打出町１－１６ 飲食店営業(4)その他 一般 奈良 芳幸 神南(芦健)第2-12 令和3年4月20日 令和9年5月31日 平成27年3月5日
000028 1000150103 愛光幼稚園 659-0065 芦屋市公光町２－１０ 797225481 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社富喜屋 代表取締役 宮崎 裕生 569-0854 大阪府高槻市西町３番１号 726937356 神南(芦健)第2-5 令和3年4月16日 令和9年5月31日 平成27年3月10日
000028 1000150349 2479事業所 659-0096 芦屋市山手町１１－８ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番２０号 664588801 神南(芦健)第2-16 令和3年4月26日 令和9年5月31日 平成27年3月24日
000028 1000150399 あしや本竹園 659-0092 芦屋市大原町１０番１号　Ｂ１ 797312341 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社　竹園 代表取締役 福本 吉宗 659-0092 兵庫県芦屋市大原町１０番１号１０１ 797312341 神南(芦健)第2-3 令和3年4月16日 令和9年5月31日 平成27年3月25日
000028 1000150400 あしや本竹園 659-0092 芦屋市大原町１０番１号　Ｂ１ 797312341 そうざい製造業 一般 株式会社　竹園 代表取締役 福本 吉宗 659-0092 兵庫県芦屋市大原町１０番１号１０１ 797312341 神南(芦健)第2-4 令和3年4月16日 令和9年5月31日 平成27年3月25日
000028 1000150485 笹 659-0022 芦屋市打出町２－１９ 797971249 飲食店営業(4)その他 一般 笹部 竜矢 神南(芦健)第2-21 令和3年4月28日 令和9年5月31日 平成27年3月30日
000028 1000150644 Ｌｅ　ｍｕｇｕｅｔ 659-0014 芦屋市翠ケ丘町１２－７－６１４ジオグランデ芦屋翠ヶ丘Ｃ棟 菓子製造業 一般 松本 麗子 神南(芦健)第2-32 令和3年5月11日 令和9年5月31日 平成27年4月8日
000028 1000150731 ようちゃん 659-0091 芦屋市東山町２９－２５ 797912490 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 坂下 洋介 神南(芦健)第2-19 令和3年4月28日 令和9年5月31日 平成27年4月13日
000028 1000150998 ウッドストック　カフェ 659-0025 芦屋市浜町２－１１－２０１ 飲食店営業(4)その他 一般 吉田 真知子 神南(芦健)第2-36 令和3年5月18日 令和9年5月31日 平成27年4月30日
000028 1000151001 次郎長 659-0064 芦屋市精道町７－２９ 797222060 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉竹 章 神南(芦健)第2-7 令和3年4月16日 令和9年5月31日 平成27年4月30日
000028 1000151354 ＢＯＴＴＥＧＡ　ＢＬＵＥ 659-0093 芦屋市船戸町３－２７ 797357555 菓子製造業 一般 大島 隆司 神南(芦健)第2-9 令和3年4月16日 令和9年5月31日 平成27年5月22日
000028 1000151355 ダニエル芦屋 659-0094 芦屋市松ノ内町３番１４号 797213308 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　ダニエル 代表取締役 中村 道彦 659-0086 兵庫県芦屋市三条南町５番１号 788435220 神南(芦健)第2-27 令和3年4月28日 令和9年5月31日 平成27年5月22日
000028 1000151621 Ｌ’ａｒｂｒｅ　ｆｒｕｉｔｉｅｒ 659-0092 芦屋市大原町４－１２ビュ－コ－ト芦屋２０５号室 菓子製造業 一般 堀江 美紀 神南(芦健)第1-67 令和3年8月3日 令和9年8月31日 令和3年8月3日
000028 1000152113 Lounge Bar Mackey 659-0093 芦屋市船戸町３番２５号ラインビルト芦屋船戸１０１ 797355570 飲食店営業(4)その他 一般 徳下 牧子 神南(芦健)第1-70 令和3年8月4日 令和9年8月31日 令和3年8月4日
000028 1000152337 ルボヌ－ルパリス 659-0094 芦屋市松ノ内町４－６アシヤパレエレガンス３０２号 797786222 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｈ２Ｒ　Ｊａｐａｎ 代表取締役 秋山 裕実 659-0094 兵庫県芦屋市松ノ内町４－６ 797786222 神南(芦健)第1-75 令和3年8月13日 令和9年8月31日 令和3年8月13日
000028 1000152715 クラシカ 659-0093 芦屋市船戸町３－２４－１ＭＴビル３階４階 797252556 飲食店営業(4)その他 一般 江崎 正道 神南(芦健)第1-59 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 1000152718 菓子工房　まめ庵 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 塚﨑 勝弘 神南(芦健)第2-59 令和2年8月28日 令和7年8月31日 平成27年8月20日
000028 1000152802 中国菜　ＨＡＴＳＵ 659-0091 芦屋市東山町５－１０JYﾘｰｼﾞｪﾝﾄﾌｧｰｽﾄﾋﾞﾙ1F 797348758 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 初村 学 神南(芦健)第1-61 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 1000152966 ＮＰＯ法人芦屋ワールドピース倶楽部 659-0092 芦屋市大原町６－１４ 797318566 飲食店営業(4)その他 一般 特定非営利活動法人芦屋ワールドピース倶楽部 理事長 中村 紀子 659-0092 兵庫県芦屋市大原町６－１４ 797318566 神南(芦健)第1-48 令和3年7月29日 令和9年8月31日 令和3年7月29日
000028 1000153003 ＣＵＶＥＥ　ＣＯＵＬＥＵＲ 659-0094 芦屋市松ノ内町１－２０アルパ芦屋１０７ 797268845 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社カラーズエンターテインメント 代表取締役 中本 博也 541-0053 大阪府大阪市中央区本町四丁目５番４号 662278333 神南(芦健)第1-118 令和3年10月25日 令和9年11月30日 令和3年10月25日
000028 1000153196 とり松 659-0051 芦屋市呉川町１－９ 797345133 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松本 尚起 神南(芦健)第1-109 令和3年10月20日 令和9年11月30日 令和3年10月20日
000028 1000153256 フレッシュネスバーガー　芦屋店 659-0092 芦屋市大原町９－１ ラポルテ東館１Ｆ 797257311 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平 健 神南(芦健)第1-123 令和3年10月26日 令和10年11月30日 令和3年10月26日
000028 1000153421 芦屋　いわい 659-0092 芦屋市大原町２番６－１１９号 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩井 健 神南(芦健)第1-132 令和3年11月5日 令和9年11月30日 令和3年11月5日
000028 1000153471 芦屋市商工会女性部 000-0000 芦屋市内一円 飲食店営業(4)その他 露店 芦屋市商工会 会長 永瀬 隆一 659-0065 兵庫県芦屋市公光町４番２８号 797232071 神南(芦健)第2-89 令和2年11月19日 令和7年11月30日 平成27年10月9日
000028 1000153503 潮芦屋ふれあい元気の会 659-0000 芦屋市潮芦屋内一円 797382068 飲食店営業(4)その他 露店 辻 義道 神南(芦健)第2-90 令和2年11月20日 令和7年11月30日 平成27年10月14日
000028 1000153914 Shuwa Shuwa 659-0061 芦屋市上宮川町４－１１－１０３ 797325088 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山崎 貞夫 神南(芦健)第1-107 令和3年10月19日 令和9年11月30日 令和3年10月19日
000028 1000153915 元町ケーキ打出小槌店 659-0028 芦屋市打出小槌町１４－９ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社元町ケーキ 代表取締役 大西 達也 650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通五丁目５番１号 783416983 神南(芦健)第1-126 令和3年11月2日 令和9年11月30日 令和3年11月2日
000028 1000154092 鮨　さ藤 659-0072 芦屋市川西町４－４ 797351557 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佐藤 浩一 神南(芦健)第1-116 令和3年10月21日 令和9年11月30日 令和3年10月21日
000028 1000154126 まい泉 659-0093 芦屋市船戸町１番３１号　Ｂ１ 797342111 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社大丸松坂屋百貨店 代表取締役 澤田 太郎 135-0042 東京都江東区木場二丁目１８番１１号 338207022 神南(芦健)第1-130 令和3年11月5日 令和10年11月30日 令和3年11月5日
000028 1000154134 ショコラトリー　プラン 659-0067 芦屋市茶屋之町３－３－２０１ 797570270 菓子製造業 一般 佐古井 啓行 神南(芦健)第1-124 令和4年10月18日 令和11年11月30日 令和4年10月18日
000028 1000154135 ショコラトリー　プラン 659-0067 芦屋市茶屋之町３－３－２０１ 797570270 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佐古井 啓行 神南(芦健)第1-125 令和4年10月18日 令和11年11月30日 令和4年10月18日
000028 1000154161 ダイエー東芦屋店 659-0021 芦屋市春日町２４－１５ 797226611 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ダイエー 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１番１号 783025001 神南(芦健)第1-106 令和3年10月19日 令和9年11月30日 令和3年10月19日
000028 1000154374 ジョバンニ　カンパネルラ 659-0023 芦屋市大東町１１－２０　シーサイドコーポ芦屋１０１ 菓子製造業 一般 熊元 広之 神南(芦健)第1-184 令和4年2月2日 令和10年2月29日 令和4年2月2日
000028 1000154378 グータン 659-0092 芦屋市大原町２－５ヴィザヴィ芦屋　Ｂ１Ｆ 797251555 飲食店営業(4)その他 一般 松内 陽子 神南(芦健)第1-187 令和4年2月4日 令和10年2月29日 令和4年2月4日
000028 1000154868 いちご　いちえ 659-0067 芦屋市茶屋之町５－１２スタアリィアイ芦屋１Ｆ 797786322 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西川 武尊 神南(芦健)第1-195 令和4年2月22日 令和10年2月29日 令和4年2月22日
000028 1000154970 一冨士フードサービス㈱　２４８０事業所 659-0084 芦屋市月若町３－１０ 797354152 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目３－２０ 664583901 神南(芦健)第1-207 令和5年1月30日 令和12年2月28日 令和5年1月30日
000028 1000154989 株式会社戎家 659-0071 芦屋市前田町４－１０ 797224533 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社戎家 代表取締役 樋口 晴男 659-0071 兵庫県芦屋市前田町４－１０ 797224533 神南(芦健)第1-181 令和4年1月28日 令和10年2月29日 令和4年1月28日
000028 1000155017 花鏡園 659-0071 芦屋市前田町５－９ （２Ｆ） 797228787 飲食店営業(4)その他 一般 岡元 義則 神南(芦健)第1-188 令和4年2月7日 令和10年2月29日 令和4年2月7日
000028 1000155073 辰友堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 泉本 辰治 神南(芦健)第2-92 令和3年1月18日 令和8年2月28日 平成28年2月15日
000028 1000155126 ローソン芦屋川駅前店 659-0084 芦屋市月若町８－４ 797250720 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社むげん 代表取締役 吉井 宏信 661-0953 兵庫県尼崎市東園田町五丁目１３０番地 664931811 神南(芦健)第1-208 令和5年1月30日 令和12年2月28日 令和5年1月30日
000028 1000155199 たかや‿マルシェ 659-0093 芦屋市船戸町５－２６　１Ｆ 797386750 菓子製造業 一般 Ｊ－Ｔａｋ株式会社 代表取締役 髙山 英紀 659-0016 兵庫県芦屋市親王塚町４番１２－４０３号 797386750 神南(芦健)第1-175 令和4年1月25日 令和10年2月29日 令和4年1月25日
000028 1000155344 時丸 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 時乗 弘明 神南(芦健)第2-91 令和3年1月12日 令和8年2月28日 平成28年2月26日
000028 1000155574 KOHYO 芦屋南宮店 659-0024 芦屋市南宮町１１－１９ 797347552 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社光洋 代表取締役 平田 炎 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋２－３－１６ 726051754 神南(芦健)第1-27 令和4年4月28日 令和11年5月31日 令和4年4月28日
000028 1000155575 KOHYO 芦屋南宮店 659-0024 芦屋市南宮町１１－１９ 797347552 菓子製造業 一般 株式会社光洋 代表取締役 平田 炎 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋２－３－１６ 726051754 神南(芦健)第1-28 令和4年4月28日 令和11年5月31日 令和4年4月28日
000028 1000155628 たかや‿マルシェ 659-0093 芦屋市船戸町５－２６　１Ｆ 797386750 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 Ｊ－Ｔａｋ株式会社 代表取締役 髙山 英紀 659-0016 兵庫県芦屋市親王塚町４番１２－４０３号 797386750 神南(芦健)第1-18 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 1000155629 たかや‿マルシェ 659-0093 芦屋市船戸町５－２６　１Ｆ 797386750 そうざい製造業 一般 Ｊ－Ｔａｋ株式会社 代表取締役 髙山 英紀 659-0016 兵庫県芦屋市親王塚町４番１２－４０３号 797386750 神南(芦健)第1-19 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 1000156559 ジュリエッタ 659-0072 芦屋市川西町２－３７－１０５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 庄司 秀基 神南(芦健)第1-24 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 1000156849 中國菜　浜正 659-0095 芦屋市東芦屋町２－１４エクセレント芦屋１Ｆ－Ｄ室 797786274 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 崎中 大輔 神南(芦健)第1-26 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 1000156960 トラットリア　ジョヴァンニ 659-0065 芦屋市公光町１０－１０ 797350855 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉岡 智成 神南(芦健)第1-29 令和4年5月2日 令和10年5月31日 令和4年5月2日
000028 1000156976 旬菜魚　しらん 659-0065 芦屋市公光町８－６ 797232316 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森 雅人 神南(芦健)第1-5 令和4年4月11日 令和10年5月31日 令和4年4月11日
000028 1000157215 パティスリー　エトネ 659-0066 芦屋市大桝町５－２１アオバ芦屋ハイツ１０２号 797626316 菓子製造業 一般 多田 征二 神南(芦健)第1-78 令和4年7月28日 令和10年8月31日 令和4年7月28日
000028 1000157939 小野レディスクリニック 659-0076 芦屋市清水町２－８ 797213700 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社グランメール芦屋 代表取締役 鈴木 孝育 659-0023 兵庫県芦屋市大東町３－３ 797381013 神南(芦健)第1-63 令和4年7月26日 令和10年8月31日 令和4年7月26日
000028 1000158028 Jackson's Market 659-0093 芦屋市船戸町３－４ 797352470 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西原 貞実 神南(芦健)第1-80 令和4年7月28日 令和10年8月31日 令和4年7月28日
000028 1000158124 ｂｅ．．．ｏｎｅ（ビ－ワン） 659-0065 芦屋市公光町９－４アルコーブ芦屋Ｂ１０２アルコーブ芦屋Ｂ１０２ 797807774 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ワ－クジャパン 代表取締役 西村 篤彦 659-0082 兵庫県芦屋市山芦屋町１６－１７ 797384800 神南(芦健)第1-95 令和4年8月9日 令和10年8月31日 令和4年8月9日
000028 1000158254 セブン―イレブン芦屋打出駅北店 659-0028 芦屋市打出小槌町１３－１１ 797351256 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ワイキューブ 代表取締役 坂本 義之 659-0015 兵庫県芦屋市楠町１４番２０－６１８号 797319127 神南(芦健)第1-94 平成28年8月22日 令和5年8月31日 平成28年8月22日
000028 1000158258 セブンーイレブン芦屋打出駅北店 659-0028 芦屋市打出小槌町１３－１１ 797351256 菓子製造業 一般 株式会社ワイキューブ 代表取締役 坂本 義之 659-0015 兵庫県芦屋市楠町１４番２０－６１８号 797319127 神南(芦健)第3-19 平成28年8月22日 令和5年8月31日 平成28年8月22日
000028 1000158262 ＰＵＣＣＨＯ（プッチョ） 659-0083 芦屋市西山町１０－２ 797626955 飲食店営業(4)その他 一般 瀬﨑 勝久 神南(芦健)第1-55 令和4年7月15日 令和10年8月31日 令和4年7月15日
000028 1000158263 ファジ－バ－ＡＮＫ（アンク） 659-0025 芦屋市浜町２－１３錦ビル２Ｆ 797627773 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ホッタテクノサ－ビス 代表取締役 堀田 田 659-0095 兵庫県芦屋市東芦屋町２２－１４ 797912264 神南(芦健)第1-97 令和4年8月19日 令和10年8月31日 令和4年8月19日
000028 1000158321 芦屋ブーケの里 659-0022 芦屋市打出町６－４ 797382726 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社なにわ食品 代表取締役 今井 正 673-0434 兵庫県三木市別所町小林６８１番地の６ 794858800 神南(芦健)第1-98 平成28年8月26日 令和5年8月31日 平成28年8月26日
000028 1000158559 あらに心 659-0068 芦屋市業平町５－１横地ビル１Ｆ 797327887 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社荒西 代表取締役 荒西 秀美 659-0068 兵庫県芦屋市業平町５－１ 797327887 神南(芦健)第1-141 令和4年10月27日 令和10年11月30日 令和4年10月27日
000028 1000158595 ＩＣＨＩＪＩ 659-0068 芦屋市業平町１番２０号 797696388 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社伊知地 代表取締役 伊知地 恭兵 659-0068 兵庫県芦屋市業平町１番２０号 797696388 神南(芦健)第1-122 令和4年10月14日 令和10年11月30日 令和4年10月14日
000028 1000158596 ＩＣＨＩＪＩ 659-0068 芦屋市業平町１番２０号 797696388 菓子製造業 一般 株式会社伊知地 代表取締役 伊知地 恭兵 659-0068 兵庫県芦屋市業平町１番２０号 797696388 神南(芦健)第1-123 令和4年10月14日 令和10年11月30日 令和4年10月14日
000028 1000158608 Panya芦屋 659-0092 芦屋市大原町１１番２４号１０５号室 797257781 菓子製造業 一般 株式会社リアルライフ 代表取締役 中川 二郎 661-0976 兵庫県尼崎市潮江一丁目６番１-１３０５号 797257781 神南(芦健)第1-148 令和4年11月2日 令和10年11月30日 令和4年11月2日
000028 1000158626 和食　様様 659-0067 芦屋市茶屋之町４番１１号第二増田ビル１Ｆ 797235839 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 泉 栄太 神南(芦健)第1-174 令和4年11月17日 令和10年11月30日 令和4年11月17日
000028 1000158702 Ｌｅｆｔ　Ａｌｏｎｅ  （レフトアローン) 659-0092 芦屋市大原町７－８タウンクレスト大原１０１ 797618282 飲食店営業(4)その他 一般 内田 たづ子 神南(芦健)第1-134 令和4年10月25日 令和10年11月30日 令和4年10月25日
000028 1000159221 GÂTEAU JOUJOU　(ｶﾞﾄｰ ｼﾞｭｼﾞｭ) 659-0094 芦屋市松ノ内町４－６－１０４ 252270 菓子製造業 一般 上田 麻子 神南(芦健)第1-173 令和4年11月17日 令和10年11月30日 令和4年11月17日
000028 1000159386 Ｃａｆｅ　i　ｄｏ 659-0083 芦屋市西山町１１－１５ 797915511 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長橋 知彦 神南(芦健)第1-135 令和4年10月26日 令和10年11月30日 令和4年10月26日
000028 1000159516 ローソンストア１００ 芦屋宮塚町店 659-0062 芦屋市宮塚町１－６ビューライフ芦屋 797259399 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ローソンストア１００ 代表取締役 佐藤 隆史 212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０ 442017001 神南(芦健)第1-175 令和4年11月18日 令和11年11月30日 令和4年11月18日
000028 1000159700 ロ－ソン芦屋新浜町店 659-0031 芦屋市新浜町２－７ 797238055 飲食店営業(4)その他 一般 シンセイ株式会社 代表取締役 石田 博稔 663-8021 兵庫県西宮市上之町３５番２２号 798663486 神南(芦健)第1-170 平成28年11月29日 令和5年11月30日 平成28年11月29日
000028 1000159991 もも焼き　かわむら 659-0067 芦屋市茶屋之町１１－５　ベルアミー芦屋１Ｆ１０２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川村 龍也 神南(芦健)第1-201 令和5年1月24日 令和11年2月28日 令和5年1月24日
000028 1000159993 うちで食堂 659-0022 芦屋市打出町１－１４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社カラーズエンターテインメント 代表取締役 中本 博也 541-0053 大阪府大阪市中央区本町四丁目５番４号 662278333 神南(芦健)第1-227 令和5年2月28日 令和11年2月28日 令和5年2月28日
000028 1000159994 うちで食堂 659-0022 芦屋市打出町１－１４ 菓子製造業 一般 株式会社カラーズエンターテインメント 代表取締役 中本 博也 541-0053 大阪府大阪市中央区本町四丁目５番４号 662278333 神南(芦健)第1-228 令和5年2月28日 令和11年2月28日 令和5年2月28日
000028 1000160125 ちもとり 659-0051 芦屋市呉川町２－１６ 797250570 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 千本 將人 神南(芦健)第1-198 令和5年1月24日 令和11年2月28日 令和5年1月24日
000028 1000160137 マビッシュ 659-0092 芦屋市大原町２０－２４テラ芦屋１Ｆ－１０２ 797615670 菓子製造業 一般 村田 博 神南(芦健)第1-203 令和5年1月26日 令和11年2月28日 令和5年1月26日
000028 1000160412 サロン　ドゥ　フェール 659-0091 芦屋市東山町１３－２ 797353435 菓子製造業 一般 濱口 緑 神南(芦健)第1-216 令和5年2月16日 令和11年2月28日 令和5年2月16日
000028 1000160413 サロン　ドゥ　フェール 659-0091 芦屋市東山町１３－２ 797353435 飲食店営業(4)その他 一般 濱口 緑 神南(芦健)第1-217 令和5年2月16日 令和11年2月28日 令和5年2月16日
000028 1000160576 ｉＣｉ　(いち) 659-0072 芦屋市川西町１５－２０ 797207345 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 奥田 耕一 神南(芦健)第1-194 令和5年1月18日 令和11年2月28日 令和5年1月18日
000028 1000160867 塩梅 659-0071 芦屋市前田町５－８西崎ビル１Ｆ 797228906 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 脇田 清孝 神南(芦健)第1-220 令和5年2月22日 令和11年2月28日 令和5年2月22日
000028 1000160986 Ｂａｒ　Ｆ　（バー　エフ） 659-0093 芦屋市船戸町３－２７　三番館ビル２０１ 797617608 飲食店営業(4)その他 一般 福井 修一 神南(芦健)第1-212 平成29年3月2日 令和5年5月31日 平成29年3月2日
000028 1000161091 ｉｎｎｏｃｅｎｔｅ　イノチェンテ 659-0095 芦屋市東芦屋町５－８ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 林 大祐 神南(芦健)第1-19 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 1000161229 芦屋フルーツ株式会社 659-0051 芦屋市呉川町１６－１０－１ 797207405 菓子製造業 一般 芦屋フルーツ株式会社 代表取締役 岩本 啓 659-0051 兵庫県芦屋市呉川町１６－１０－１ 797207405 神南(芦健)第3-45 平成29年3月21日 令和5年5月31日 平成29年3月21日
000028 1000161244 きまま食堂 659-0091 芦屋市東山町２９－２５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 𠮷瀬 絵美 神南(芦健)第1-215 平成29年3月21日 令和5年5月31日 平成29年3月21日
000028 1000161298 マグネットカフェ　竹園 659-0092 芦屋市大原町１０番１ 797312341 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社竹園 代表取締役 福本 吉宗 659-0092 兵庫県芦屋市大原町１０番１－１０１号 797312341 神南(芦健)第1-11 令和5年4月25日 令和11年5月31日 令和5年4月25日
000028 1000161299 マグネットカフェ　竹園 659-0092 芦屋市大原町１０番１ 797312341 菓子製造業 一般 株式会社竹園 代表取締役 福本 吉宗 659-0092 兵庫県芦屋市大原町１０番１－１０１号 797312341 神南(芦健)第1-12 令和5年4月25日 令和11年5月31日 令和5年4月25日
000028 1000161329 ジャックと豆の木　芦屋 659-0021 芦屋市春日町２－１５ ＴＫレジデンス１０１ 571108 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社プラネット 代表取締役 荒屋 ひとみ 659-0028 兵庫県芦屋市打出小槌町２番５号 357607 神南(芦健)第1-219 平成29年3月27日 令和5年5月31日 平成29年3月27日
000028 1000161516 イレラ 659-0065 芦屋市公光町４－２５－Ｓｋｙ芦屋１Ｆ 797757278 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 豊田 達也 神南(芦健)第1-1 平成29年4月3日 令和5年5月31日 平成29年4月3日
000028 1000161592 ローソン芦屋駅前通店 659-0092 芦屋市大原町５－２１ 797344996 飲食店営業(4)その他 一般 上田 誠 神南(芦健)第1-2 平成29年4月5日 令和6年5月31日 平成29年4月5日
000028 1000161627 旬彩食卓　芦屋ひろ 659-0093 芦屋市船戸町２－１ラポルテ西館２Ｆ 797220128 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大野 将毅 神南(芦健)第1-14 令和5年4月25日 令和11年5月31日 令和5年4月25日
000028 1000161753 鉄板さはら 659-0091 芦屋市東山町１－１０センチュリー東山１F 797617899 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 沙原 明美 神南(芦健)第1-21 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 1000161820 美杉　びざん 659-0083 芦屋市西山町１２－３ 797697594 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 若松 啓司 神南(芦健)第1-13 平成29年4月21日 令和5年5月31日 平成29年4月21日
000028 1000161852 みつばちカフェぶんぶん 659-0092 芦屋市大原町５－４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社みつばちぶんぶん 代表社員 下村 栄江 533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島１－２１－２－９０９ 671650813 神南(芦健)第1-16 平成29年4月24日 令和5年5月31日 平成29年4月24日



000028 1000161989 たこ焼あほや　打出駅前店 659-0027 芦屋市若宮町５－１３ 797755096 飲食店営業(4)その他 一般 中島 真也 神南(芦健)第1-23 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 1000162079 芦屋　永来権 659-0066 芦屋市大桝町７－９　１Ｆ 797348077 飲食店営業(4)その他 一般 渡辺 寛大 神南(芦健)第1-23 平成29年5月8日 令和5年5月31日 平成29年5月8日
000028 1000162151 居酒屋　桜 659-0062 芦屋市宮塚町１５－２ 797355171 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 篠田 太志 神南(芦健)第1-9 令和5年4月20日 令和11年5月31日 令和5年4月20日
000028 1000162276 いちえ 659-0025 芦屋市浜町２－７ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 越山 正史 神南(芦健)第1-13 令和5年4月25日 令和11年5月31日 令和5年4月25日
000028 1000162342 佳き肴　遊ａｓｏｂｉ 659-0084 芦屋市月若町８－１５メゾン倉本１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 森本 浩二 神南(芦健)第1-33 平成29年5月25日 令和5年5月31日 平成29年5月25日
000028 1000162448 セブンイレブン芦屋打出駅南店 659-0022 芦屋市打出町１－１５ 797382720 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ワイキューブ 代表取締役 坂本 義之 659-0015 兵庫県芦屋市楠町１４－２０－６１８ 797319127 神南(芦健)第1-34 平成29年5月30日 令和6年5月31日 平成29年5月30日
000028 1000162449 セブンイレブン芦屋打出駅南店 659-0022 芦屋市打出町１－１５ 797382720 菓子製造業 一般 株式会社ワイキューブ 代表取締役 坂本 義之 659-0015 兵庫県芦屋市楠町１４－２０－６１８ 797319127 神南(芦健)第3-7 平成29年5月30日 令和6年5月31日 平成29年5月30日
000028 1000162453 セブンイレブン芦屋呉川町店 659-0051 芦屋市呉川町１０－９ 797310875 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ワイキューブ 代表取締役 坂本 義之 659-0015 兵庫県芦屋市楠町１４－２０－６１８ 797319127 神南(芦健)第1-35 平成29年5月30日 令和6年5月31日 平成29年5月30日
000028 1000162454 セブンイレブン芦屋呉川町店 659-0051 芦屋市呉川町１０－９ 797310875 菓子製造業 一般 株式会社ワイキューブ 代表取締役 坂本 義之 659-0015 兵庫県芦屋市楠町１４－２０－６１８ 797319127 神南(芦健)第3-8 平成29年5月30日 令和6年5月31日 平成29年5月30日
000028 1000162754 サロンドキュイジーヌ千暮里 659-0003 芦屋市奥池町３７－３ 797315127 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社千暮里 代表取締役 達谷 純子 659-0003 兵庫県芦屋市奥池町３７－３ 797315127 神南(芦健)第21-1 平成29年6月20日 令和5年8月31日 平成29年6月20日
000028 1000162987 芦屋ごはん　のりすけ 659-0066 芦屋市大桝町３－５　芦屋カサリナ１ＦＢ号室 飲食店営業(4)その他 一般 鈴木 典子 神南(芦健)第1-42 平成29年6月30日 令和5年8月31日 平成29年6月30日
000028 1000163006 株式会社デン・プラスエッグ 659-0066 芦屋市大桝町３－１８ 797268086 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社デン・プラスエッグ 代表取締役 富田 太洙 662-0025 兵庫県西宮市北名次町１１－３－１０１ 798726688 神南(芦健)第1-43 平成29年7月3日 令和5年8月31日 平成29年7月3日
000028 1000163218 鳥貴族　芦屋店 659-0094 芦屋市松ノ内町２－３エウルビル１階 797807555 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社鳥貴族 代表取締役 江野澤 暢男 556-0020 大阪府大阪市浪速区立葉１－２－１２ 665625333 神南(芦健)第1-54 平成29年7月19日 令和6年8月31日 平成29年7月19日
000028 1000163259 江崎サロンプレステージ 659-0013 芦屋市岩園町７－５ 797316620 菓子製造業 一般 掬泉商事株式会社 代表取締役 江崎 美惠子 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島４－６－５ 664729791 神南(芦健)第3-15 平成29年7月20日 令和5年8月31日 平成29年7月20日
000028 1000163262 潮芦屋げんきカフェ 659-0035 芦屋市海洋町１０－６ 797351238 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 株式会社アソシエイツオブホスピタリティ 代表取締役 楢木 祐子 659-0033 兵庫県芦屋市高浜町９－２－６４３ 797351238 神南(芦健)第1-51 令和4年7月15日 令和9年8月31日 令和4年7月15日
000028 1000163294 南芦屋浜病院 659-0034 芦屋市陽光町３－２１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社塩梅 代表取締役 今井 清秀 567-0834 大阪府茨木市学園南町７番５号 726571122 神南(芦健)第1-64 平成29年7月25日 令和5年8月31日 平成29年7月25日
000028 1000163420 和食　孤一 659-0092 芦屋市大原町４－１２ビューコート芦屋１Ｆ 797807650 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 濱岡 一徹 神南(芦健)第1-68 平成29年8月1日 令和5年8月31日 平成29年8月1日
000028 1000163442 ボンサン　ムッシュ 659-0076 芦屋市清水町７－１５　２Ｆ 797912790 飲食店営業(4)その他 一般 渡邉 秀幸 神南(芦健)第1-69 平成29年8月2日 令和5年8月31日 平成29年8月2日
000028 1000163443 ボンサン　ムッシュ 659-0076 芦屋市清水町７－１５　２Ｆ 797912790 菓子製造業 一般 渡邉 秀幸 神南(芦健)第3-17 平成29年8月2日 令和5年8月31日 平成29年8月2日
000028 1000163833 セブン－イレブン芦屋東山町店 659-0091 芦屋市東山町６－１２ 797342755 飲食店営業(4)その他 一般 王 志義 神南(芦健)第1-73 平成29年8月30日 令和5年8月31日 平成29年8月30日
000028 1000163834 セブンーイレブン芦屋東山町店 659-0091 芦屋市東山町６－１２ 797342755 菓子製造業 一般 王 志義 神南(芦健)第3-18 平成29年8月30日 令和5年8月31日 平成29年8月30日
000028 1000163878 尚半 659-0095 芦屋市東芦屋町５－８北棟東端 喫茶店営業 一般 宮武 尚吾 神南(芦健)第2-4 平成29年9月1日 令和5年11月30日 平成29年9月1日
000028 1000163943 cherry.C(チェリーシー) 659-0084 芦屋市月若町５－１２ 797626889 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社スリジエ 代表取締役 中村 薫 659-0084 兵庫県芦屋市月若町５－１２ 797318370 神南(芦健)第1-75 平成29年9月6日 令和5年11月30日 平成29年9月6日
000028 1000163944 cherry.C(チェリーシー) 659-0084 芦屋市月若町５－１２ 797626889 菓子製造業 一般 株式会社スリジエ 代表取締役 中村 薫 659-0084 兵庫県芦屋市月若町５－１２ 797318370 神南(芦健)第3-19 平成29年9月6日 令和5年11月30日 平成29年9月6日
000028 1000163978 マックショコラ 659-0091 芦屋市東山町１－１　２Ｆ 797312789 菓子製造業 一般 株式会社マキィズ 代表取締役 野田 良安 658-0082 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町１－１３－７ 784532789 神南(芦健)第3-20 平成29年9月12日 令和5年11月30日 平成29年9月12日
000028 1000163979 マックショコラ 659-0091 芦屋市東山町１－１　２Ｆ 797312789 喫茶店営業 一般 株式会社マキィズ 代表取締役 野田 良安 658-0082 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町１－１３－７ 784532789 神南(芦健)第2-5 平成29年9月12日 令和5年11月30日 平成29年9月12日
000028 1000163994 (公社)芦屋市シルバー人材センター 小町カフェ 659-0062 芦屋市宮塚町２－３－１０２ 797321414 飲食店営業(4)その他 一般 公益社団法人芦屋市シルバー人材センター 代表理事 山村 昇 659-0062 兵庫県芦屋市宮塚町２－２ 797321414 神南(芦健)第1-76 平成29年9月13日 令和5年11月30日 平成29年9月13日
000028 1000164268 芦屋プール・トゥジュール　スィーツ 659-0064 芦屋市精道町１２－１４ 797266221 菓子製造業 一般 梶本 莉佐 神南(芦健)第3-21 平成29年9月29日 令和5年11月30日 平成29年9月29日
000028 1000164345 ｍａｍａｎ　ｙｕｋｉ　芦屋店 659-0021 芦屋市春日町６－１４ 797358210 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ｍａｍａｎ　ｙｕｋｉリテールサービス 代表取締役 田中 武弘 659-0065 兵庫県芦屋市公光町２－３ 797358210 神南(芦健)第1-82 平成29年10月6日 令和5年11月30日 平成29年10月6日
000028 1000164346 ｍａｍａｎ　ｙｕｋｉ　芦屋店 659-0021 芦屋市春日町６－１４ 797358210 菓子製造業 一般 株式会社ｍａｍａｎ　ｙｕｋｉリテールサービス 代表取締役 田中 武弘 659-0065 兵庫県芦屋市公光町２－３ 797358210 神南(芦健)第3-23 平成29年10月6日 令和5年11月30日 平成29年10月6日
000028 1000164483 ニード牧場 659-0092 芦屋市大原町９－１ＪＲ芦屋駅前ラポルテ東館Ｂ１－２２ 797223718 食肉販売業 一般 農事組合法人ニード牧場 理事 菅原 隆之 879-1307 大分県杵築市山香町大字野原４６６２－３０５ 977750165 神南(芦健)第8-10 平成29年10月23日 令和5年11月30日 平成29年10月23日
000028 1000164698 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　＊３（ｻﾛﾝ･ﾄﾞ･ﾄﾘﾌﾟﾙ） 659-0091 芦屋市東山町８－１４　アシヤマニンガーデン２０１ 797266669 飲食店営業(4)その他 一般 一般社団法人インターナショナルエキスパート　　　総合協会 代表理事 井山 和美 586-0086 大阪府河内長野市天野町９０６番地の１５２ 721545001 神南(芦健)第1-112 平成29年11月6日 令和5年11月30日 平成29年11月6日
000028 1000164699 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　＊３（ｻﾛﾝ･ﾄﾞ･ﾄﾘﾌﾟﾙ） 659-0091 芦屋市東山町８－１４　アシヤマニンガーデン２０１ 797266669 菓子製造業 一般 一般社団法人インターナショナルエキスパート　　　総合協会 代表理事 井山 和美 586-0086 大阪府河内長野市天野町９０６番地の１５２ 721545001 神南(芦健)第3-27 平成29年11月6日 令和5年11月30日 平成29年11月6日
000028 1000164841 食堂ちょっと 659-0022 芦屋市打出町２－１６コモディータ芦屋１０２ 797614361 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 徳島 律子 神南(芦健)第1-114 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成29年11月15日
000028 1000164899 Ｇ　ｃａｆｅ 659-0085 芦屋市西芦屋町４－８ 797352021 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ＳＩＬＶＥＲ　ＢＡＣＫ株式会社 代表取締役 芦田 暁 659-0085 兵庫県芦屋市西芦屋町４－８ 797352021 神南(芦健)第1-116 平成29年11月17日 令和5年11月30日 平成29年11月17日
000028 1000164980 ｃｏｍｅ　ｃｏｍｅ　ａｓｈｉｙａ 659-0067 芦屋市茶屋之町１－１２ 797234486 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 米澤 一巨 神南(芦健)第1-117 平成29年11月21日 令和5年11月30日 平成29年11月21日
000028 1000165165 Ｉｓｓｈｉｋｉ 659-0091 芦屋市東山町２－６ 飲食店営業(4)その他 一般 一色 幸作 神南(芦健)第1-121 平成29年11月30日 令和5年11月30日 平成29年11月30日
000028 1000165166 ベリー 659-0094 芦屋市松ノ内町１－１０　ラリーブ１０２ 797388988 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社エムズカンパニー 代表取締役 中江 絵梨香 530-0017 大阪府大阪市北区角田町７番１０号 663129297 神南(芦健)第1-122 平成29年12月4日 令和6年2月29日 平成29年12月4日
000028 1000165325 甘空 659-0062 芦屋市宮塚町１５－５三楽レジデンス１０１号室 797618551 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ビオソフィア 代表取締役 常深 大輔 659-0062 兵庫県芦屋市宮塚町１５－５三楽レジデンス１０１号室 797618551 神南(芦健)第1-123 平成29年12月13日 令和6年2月29日 平成29年12月13日
000028 1000165326 甘空 659-0062 芦屋市宮塚町１５－５三楽レジデンス１０１号室 797618551 菓子製造業 一般 株式会社ビオソフィア 代表取締役 常深 大輔 659-0062 兵庫県芦屋市宮塚町１５－５三楽レジデンス１０１号室 797618551 神南(芦健)第3-31 平成29年12月13日 令和6年2月29日 平成29年12月13日
000028 1000165380 ユーカリ 659-0093 芦屋市船戸町４－１ラポルテ本館２０１ 797225530 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長谷川 豪志 神南(芦健)第1-124 平成29年12月18日 令和6年2月29日 平成29年12月18日
000028 1000165527 西洋フード21357 659-0035 芦屋市海洋町１４－１　２階 797235119 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 コンパスグループ・ジャパン株式会社 代表取締役 石田 隆嗣 104-0045 東京都中央区築地五丁目５番１２号 335440363 神南(芦健)第1-125 平成29年12月26日 令和7年2月28日 平成29年12月26日
000028 1000165546 食楽弁当 659-0062 芦屋市宮塚町１１－１８フリックコートアネックス１０４ 797971160 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社リタマインド 代表取締役 中原 陽介 659-0062 兵庫県芦屋市宮塚町１１番１８号フリックコートアネックス 797971160 神南(芦健)第1-128 平成30年1月5日 令和6年2月29日 平成30年1月5日
000028 1000165648 芦屋ベイコート倶楽部　ホテル＆スパリゾート  バーラウンジ「Bondsbay」 659-0035 芦屋市海洋町１４－１ 797252222 飲食店営業(4)その他 一般 リゾートトラスト株式会社 代表取締役 伏見 有貴 460-0005 愛知県名古屋市中区東桜２－１８－３１ 529336000 神南(芦健)第1-132 平成30年1月10日 令和7年2月28日 平成30年1月10日
000028 1000165678 芦屋ベイコート倶楽部　ホテル＆スパリゾート  プールサイドパントリー 659-0035 芦屋市海洋町１４－１ 797252222 飲食店営業(4)その他 一般 リゾートトラスト株式会社 代表取締役 伏見 有貴 460-0005 愛知県名古屋市中区東桜２－１８－３１ 529336000 神南(芦健)第1-131 平成30年1月10日 令和6年2月29日 平成30年1月10日
000028 1000165742 芦屋ベイコート倶楽部　ホテル＆スパリゾ－ト  ペストリー 659-0035 芦屋市海洋町１４－１ 797252222 菓子製造業 一般 リゾートトラスト株式会社 代表取締役 伏見 有貴 460-0005 愛知県名古屋市中区東桜２－１８－３１ 529336000 神南(芦健)第3-32 平成30年1月10日 令和7年2月28日 平成30年1月10日
000028 1000165785 芦屋ベイコート倶楽部　ホテル＆スパリゾート  宴会厨房 659-0035 芦屋市海洋町１４－１ 797252222 飲食店営業(3)旅館 一般 リゾートトラスト株式会社 代表取締役 伏見 有貴 460-0005 愛知県名古屋市中区東桜２－１８－３１ 529336000 神南(芦健)第1-130 平成30年1月10日 令和7年2月28日 平成30年1月10日
000028 1000165786 芦屋ベイコート倶楽部　ホテル＆スパリゾート  荷捌前厨房 659-0035 芦屋市海洋町１４－１ 797252222 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 リゾートトラスト株式会社 代表取締役 伏見 有貴 460-0005 愛知県名古屋市中区東桜２－１８－３１ 529336000 神南(芦健)第1-129 平成30年1月10日 令和7年2月28日 平成30年1月10日
000028 1000165983 芦屋ベイコート倶楽部　ホテル＆スパリゾ－ト  インルームダイニングパントリー 659-0035 芦屋市海洋町１４－１ 797252222 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 リゾートトラスト株式会社 代表取締役 伏見 有貴 460-0005 愛知県名古屋市中区東桜２－１８－３１ 529336000 神南(芦健)第1-138 平成30年1月10日 令和7年2月28日 平成30年1月10日
000028 1000166081 優食家みずかみ 659-0065 芦屋市公光町９－４アルコーブ芦屋Ｂ１０１ 飲食店営業(4)その他 一般 水上 優子 神南(芦健)第1-154 平成30年2月7日 令和6年2月29日 平成30年2月7日
000028 1000166094 ５ｍｉｎｕｔｅｓＭＥＡＴＳ 659-0093 芦屋市船戸町１－２５アルパ芦屋１号棟１１１ 797616788 飲食店営業(4)その他 一般 山晃食品株式会社 代表取締役 上野 二郎 651-2241 兵庫県神戸市西区室谷１－６－１０ 789900188 神南(芦健)第1-155 平成30年2月8日 令和6年2月29日 平成30年2月8日
000028 1000166102 芦屋　串揚げ　こぱん 659-0065 芦屋市公光町１０－１７オルヴィスビルⅡ２Ｆ 797228894 飲食店営業(4)その他 一般 堀江 周平 神南(芦健)第1-156 平成30年2月8日 令和6年2月29日 平成30年2月8日
000028 1000166109 芦屋ベイコート倶楽部　ホテル＆スパリゾート  メインダイニング「Lubano」 659-0035 芦屋市海洋町１４－１ 797252222 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 リゾートトラスト株式会社 代表取締役 伏見 有貴 460-0005 愛知県名古屋市中区東桜２－１８－３１ 529336000 神南(芦健)第1-137 平成30年1月10日 令和7年2月28日 平成30年1月10日
000028 1000166126 Ｒｉｏｓ　芦屋浜 659-0051 芦屋市呉川町１２－１５ 797615224 菓子製造業 一般 エビスクラフト合同会社 代表社員 奥田 洋三 659-0051 兵庫県芦屋市呉川町１２－１５ 797615624 神南(芦健)第3-36 平成30年2月9日 令和6年2月29日 平成30年2月9日
000028 1000166157 芦屋ベイコート倶楽部　メンバーズバー  Member's MONARCH BAR 659-0035 芦屋市海洋町１４－１ 797252222 飲食店営業(4)その他 一般 リゾートトラスト株式会社 代表取締役 伏見 有貴 460-0005 愛知県名古屋市中区東桜２－１８－３１ 529336000 神南(芦健)第1-133 平成30年1月10日 令和7年2月28日 平成30年1月10日
000028 1000166173 ＣＨＯＰ　ＳＴＯＣＫ 659-0066 芦屋市大桝町５－１３ 797696880 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社プログレス 代表取締役 中川 涼 658-0021 兵庫県神戸市東灘区深江本町４-４-２１甲南ファミール1Ｆ 784361002 神南(芦健)第1-160 平成30年2月14日 令和6年2月29日 平成30年2月14日
000028 1000166180 芦屋ベイコート倶楽部　ホテル＆スパリゾ－ト  中国料理「眺遊楼」 659-0035 芦屋市海洋町１４－１ 797252222 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 リゾートトラスト株式会社 代表取締役 伏見 有貴 460-0005 愛知県名古屋市中区東桜２－１８－３１ 529336000 神南(芦健)第1-136 平成30年1月10日 令和7年2月28日 平成30年1月10日
000028 1000166279 Ｗｏｒｄｓ＋Ｗｏｒｔｈ 659-0066 芦屋市大桝町５－１３芦屋グランドビル２Ｆ 797321500 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木田 昌孝 神南(芦健)第1-162 平成30年2月21日 令和6年2月29日 平成30年2月21日
000028 1000166409 芦屋ベイコート倶楽部　ホテル＆スパリゾート  日本料理「時宜」会席/割烹 659-0035 芦屋市海洋町１４－１ 797252222 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 リゾートトラスト株式会社 代表取締役 伏見 有貴 460-0005 愛知県名古屋市中区東桜２－１８－３１ 529336000 神南(芦健)第1-134 平成30年1月10日 令和6年2月29日 平成30年1月10日
000028 1000166410 ＢＡＫＥＲ　ＭＡＳＡＫＯ 659-0023 芦屋市大東町１０－１２－１０４フロンテージ芦屋 菓子製造業 一般 中尾 雅子 神南(芦健)第3-38 平成30年2月27日 令和6年2月29日 平成30年2月27日
000028 1000166420 芦屋ベイコート倶楽部　ホテル＆スパリゾート  日本料理「時宜」鉄板焼 659-0035 芦屋市海洋町１４－１ 797252222 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 リゾートトラスト株式会社 代表取締役 伏見 有貴 460-0005 愛知県名古屋市中区東桜２－１８－３１ 529336000 神南(芦健)第1-135 平成30年1月10日 令和6年2月29日 平成30年1月10日
000028 1000166473 あらに心 000-0000 芦屋市内 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社荒西 代表取締役 荒西 秀美 659-0068 兵庫県芦屋市業平町５－１ 神南(芦健)第1-166 平成30年3月2日 令和5年5月31日 平成30年3月2日
000028 1000166477 アートグレイス　ネクスト　アシヤ 659-0035 芦屋市海洋町１０－１ 120803578 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ベストブライダル 代表取締役 塚田 正之 150-0011 東京都渋谷区東三丁目１１番１０号 354640081 神南(芦健)第1-165 平成30年3月2日 令和6年5月31日 平成30年3月2日
000028 1000166478 アートグレイス　ネクスト　アシヤ 659-0035 芦屋市海洋町１０－１ 120803578 菓子製造業 一般 株式会社ベストブライダル 代表取締役 塚田 正之 150-0011 東京都渋谷区東三丁目１１番１０号 354640081 神南(芦健)第3-39 平成30年3月2日 令和6年5月31日 平成30年3月2日
000028 1000166534 アンドゥ 659-0092 芦屋市大原町２－５ヴィザヴィ芦屋　Ｂ１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 安藤 由紀子 神南(芦健)第1-167 平成30年3月6日 令和6年5月31日 平成30年3月6日
000028 1000166791 ネスカフェスタンド芦屋川店 659-0083 芦屋市西山町１－１０ 797385076 飲食店営業(4)その他 一般 シーエヌシー株式会社 代表取締役 海保 学 100-0013 東京都千代田区霞が関３－６－１５霞が関ＭＭタワーズ６Ｆ 357696218 神南(芦健)第1-169 平成30年3月20日 令和6年5月31日 平成30年3月20日
000028 1000167023 阪急バス芦屋浜営業所 659-0031 芦屋市新浜町１－３ 797311121 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社味萬 代表取締役 福岡 健 560-0034 大阪府豊中市蛍池南町三丁目４番２５号 668555300 神南(芦健)第1-1 平成30年4月3日 令和6年5月31日 平成30年4月3日
000028 1000167037 エーム５３０８店 659-0064 芦屋市精道町５－１７ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 エームサービス株式会社 代表取締役 小谷 周 107-0052 東京都港区赤坂２－２３－１ 362347500 神南(芦健)第1-3 平成30年4月4日 令和6年5月31日 平成30年4月4日
000028 1000167198 カフェ　散歩道 659-0034 芦屋市陽光町１－１芦屋総合公園管理事務所 797618436 飲食店営業(4)その他 一般 木村 祐子 神南(芦健)第1-7 平成30年4月17日 令和6年5月31日 平成30年4月17日
000028 1000167208 ＦＲＡＮＣＹ　ＪＥＦＦＥＲＳ 659-0065 芦屋市公光町１１－５ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社メルヘン 代表取締役 田畑 裕 581-0852 大阪府八尾市西高安町一丁目８７番地の２ 729982271 神南(芦健)第1-9 平成30年4月18日 令和6年5月31日 平成30年4月18日
000028 1000167209 ＦＲＡＮＣＹ　ＪＥＦＦＥＲＳ 659-0065 芦屋市公光町１１－５ 菓子製造業 一般 株式会社メルヘン 代表取締役 田畑 裕 581-0852 大阪府八尾市西高安町一丁目８７番地の２ 729982271 神南(芦健)第3-1 平成30年4月18日 令和6年5月31日 平成30年4月18日
000028 1000167218 リストランテ　アゼータ 659-0053 芦屋市松浜町１２－１２レジデンスミラ芦屋３０２ 797618801 飲食店営業(4)その他 一般 日和田 洋介 神南(芦健)第1-8 平成30年4月17日 令和6年5月31日 平成30年4月17日
000028 1000167237 かわにし農園 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 川西 真澄 神南(芦健)第1-14 平成30年4月19日 令和5年5月31日 平成30年4月19日
000028 1000167242 とき家 659-0093 芦屋市船戸町１－２５アルパ芦屋１０７号 797251055 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ワイズスマート株式会社 代表取締役 黄田 智也 659-0093 兵庫県芦屋市船戸町５－１８－１０２ 神南(芦健)第1-15 平成30年4月19日 令和6年5月31日 平成30年4月19日
000028 1000167308 芦屋緒乃 659-0067 芦屋市茶屋之町１１－５　ベルアミー芦屋１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 小野 孝太 神南(芦健)第1-17 平成30年4月23日 令和6年5月31日 平成30年4月23日
000028 1000167342 芦屋和奏こころ 659-0013 芦屋市岩園町９－１ 797617820 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＦＩＢＬＥ 代表取締役 原 健介 659-0013 兵庫県芦屋市岩園町９－１ 797617820 神南(芦健)第1-16 平成30年4月23日 令和6年5月31日 平成30年4月23日
000028 1000167403 茶庵　瀧家 659-0016 芦屋市親王塚町１３－１５－１０１ 797266107 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社瀧家 代表取締役 瀧川 惠美 658-0003 兵庫県神戸市東灘区本山北町６－１３－３５－２０２ 784114164 神南(芦健)第1-19 平成30年4月26日 令和6年5月31日 平成30年4月26日
000028 1000167404 お好み鉄板ダイニング　だいち 659-0067 芦屋市茶屋之町１－１第一ブラウンビル１０２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 亀井 皓次 神南(芦健)第1-20 平成30年4月27日 令和6年5月31日 平成30年4月27日
000028 1000167434 ＧＲＩＤＤＬＥ　ＳＡＫＡＩ  （グリドル　サカイ） 659-0093 芦屋市船戸町２－１ラポルテ西館１Ｆ 797250096 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社芦屋酒井 代表取締役 酒井 健 659-0094 兵庫県芦屋市松ノ内町４番地６ 797626912 神南(芦健)第1-24 平成30年5月2日 令和6年5月31日 平成30年5月2日
000028 1000167644 炭火串焼と旬鮮料理の店　炭旬　芦屋店 659-0093 芦屋市船戸町１－２５アルパ芦屋西 飲食店営業(4)その他 一般 松本フードサービス株式会社 代表取締役 松本 健治 728-0625 広島県三次市有原町４４３ 神南(芦健)第1-30 平成30年5月18日 令和7年5月31日 平成30年5月18日
000028 1000167655 アジアン魂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 国吉 裕 神南(芦健)第1-32 平成30年5月21日 令和5年5月31日 平成30年5月21日
000028 1000167731 まめ桜 659-0091 芦屋市東山町２９－２２ 797250887 飲食店営業(4)その他 一般 鹿田 朋子 神南(芦健)第1-34 平成30年5月25日 令和6年5月31日 平成30年5月25日
000028 1000167826 魚六 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 魚介類販売業 自動車 岡村 正之 神南(芦健)第9-5 平成30年5月29日 令和5年5月31日 平成30年5月29日
000028 1000167828 木下商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店80L 木下 英子 神南(芦健)第1-16 令和5年4月26日 令和10年5月31日 令和5年4月26日
000028 1000167932 芦屋プール・トゥジュール　スウィーツ 659-0064 芦屋市精道町１２－１４ 797266221 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社宝興産 代表取締役 梶本 莉佐 662-0011 兵庫県西宮市甲陽園目神山町２６－６５ 798704140 神南(芦健)第21-1 平成30年6月5日 令和6年8月31日 平成30年6月5日
000028 1000167984 鶏笑　神戸甲南店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 伊藤 彰光 神南(芦健)第1-39 平成30年6月13日 令和5年8月31日 平成30年6月13日
000028 1000168005 株式会社セイショウ  （京都８００せ８３８１） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社セイショウ 代表取締役 西村 勝彦 612-8486 京都府京都市伏見区羽束師古川町４１２ 759246886 神南(芦健)第1-40 平成30年6月14日 令和5年8月31日 平成30年6月14日
000028 1000168010 salon de Heaven 659-0072 芦屋市川西町２－３７芦屋サウザンドビル２０９号室 飲食店営業(4)その他 一般 渡邉 愛 神南(芦健)第1-41 平成30年6月14日 令和6年8月31日 平成30年6月14日
000028 1000168095 北村　和美 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 北村 和美 神南(芦健)第1-42 平成30年6月19日 令和5年8月31日 平成30年6月19日
000028 1000168096 近藤　龍美 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 近藤 龍美 神南(芦健)第1-43 平成30年6月19日 令和5年8月31日 平成30年6月19日
000028 1000168099 樹月店（１） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 河原 安子 神南(芦健)第1-44 平成30年6月19日 令和5年8月31日 平成30年6月19日
000028 1000168100 樹月店（２） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 小津和 みどり 神南(芦健)第1-45 平成30年6月19日 令和5年8月31日 平成30年6月19日
000028 1000168189 ＤＯＬＣＥ　１０４ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 津田 寿浩 神南(芦健)第1-47 平成30年6月25日 令和5年8月31日 平成30年6月25日
000028 1000168245 ほっかほっか亭打出店 659-0024 芦屋市南宮町１７－３３ 797353122 飲食店営業(4)その他 一般 島 義一 神南(芦健)第1-48 平成30年6月27日 令和6年8月31日 平成30年6月27日
000028 1000168248 カフェ＆ダイニング　Ｄ・Ｄ 659-0066 芦屋市大桝町５－２０ 飲食店営業(4)その他 一般 多田 惠子 神南(芦健)第1-50 平成30年6月29日 令和6年8月31日 平成30年6月29日
000028 1000168267 近藤商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 近藤 輝光 神南(芦健)第1-49 平成30年6月28日 令和5年8月31日 平成30年6月28日
000028 1000168276 樋口　愛奈 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 樋口 愛奈 神南(芦健)第1-51 平成30年7月2日 令和5年8月31日 平成30年7月2日
000028 1000168277 北村孝子 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 北村 孝子 神南(芦健)第3-5 平成30年7月2日 令和5年8月31日 平成30年7月2日
000028 1000168280 黄金本舗 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 樋口 裕貴 神南(芦健)第1-52 平成30年7月2日 令和5年8月31日 平成30年7月2日
000028 1000168281 黄金本舗 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 樋口 裕貴 神南(芦健)第3-6 平成30年7月2日 令和5年8月31日 平成30年7月2日
000028 1000168362 福田 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 福田 真 神南(芦健)第1-57 平成30年7月4日 令和5年8月31日 平成30年7月4日
000028 1000168363 上山 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 上山 正登 神南(芦健)第1-58 平成30年7月4日 令和5年8月31日 平成30年7月4日
000028 1000168384 門岡商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 門岡 喜代美 神南(芦健)第1-60 平成30年7月5日 令和5年8月31日 平成30年7月5日
000028 1000168393 中本 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中本 和子 神南(芦健)第1-59 平成30年7月4日 令和5年8月31日 平成30年7月4日
000028 1000168400 ＷＡＬＴ  大阪８００そ２１２８ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 林 亮介 神南(芦健)第1-61 平成30年7月6日 令和5年8月31日 平成30年7月6日
000028 1000168406 田中商事 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 田中 祐次 神南(芦健)第3-8 平成30年7月9日 令和5年8月31日 平成30年7月9日
000028 1000168532 Ｍｉｃｈｉ １ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社未知インターナショナル 代表取締役 水本 弥知秀 542-0012 大阪府大阪市中央区谷町６－４－８新空堀ビル３階 667633433 神南(芦健)第1-64 平成30年7月20日 令和5年8月31日 平成30年7月20日
000028 1000168534 Ｍｉｃｈｉ ２ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 株式会社未知インターナショナル 代表取締役 水本 弥知秀 542-0012 大阪府大阪市中央区谷町６－４－８新空堀ビル３階 667633433 神南(芦健)第2-4 平成30年7月20日 令和5年8月31日 平成30年7月20日
000028 1000168594 香港海鮮料理　海南 659-0016 芦屋市親王塚町１３－１５岸里ビル２０２号 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 海南国際株式会社 代表取締役 李 暢鵬 659-0016 兵庫県芦屋市親王塚町１３－１５－２０２ 神南(芦健)第1-72 平成30年7月25日 令和6年8月31日 平成30年7月25日
000028 1000168644 セブンイレブン芦屋南宮町店 659-0024 芦屋市南宮町１０－２０ 797228637 飲食店営業(4)その他 一般 石井 和憲 神南(芦健)第1-74 平成30年7月27日 令和7年8月31日 平成30年7月27日
000028 1000168645 セブンイレブン芦屋南宮町店 659-0024 芦屋市南宮町１０－２０ 797228637 菓子製造業 一般 石井 和憲 神南(芦健)第3-10 平成30年7月27日 令和7年8月31日 平成30年7月27日
000028 1000168822 麺屋うさぎ  堺１００さ３８６３ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社うさぎ 代表取締役 松本 英之 590-0126 大阪府堺市南区泉田中１１１番地２ 722961166 神南(芦健)第1-82 平成30年8月7日 令和5年8月31日 平成30年8月7日



000028 1000168823 リストランテ　ラッフィナート 659-0093 芦屋市船戸町５－２４ 797353444 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ラッフィナート 代表取締役 小阪 歩武 659-0093 兵庫県芦屋市船戸町５番２４号 797353444 神南(芦健)第1-83 平成30年8月9日 令和6年8月31日 平成30年8月9日
000028 1000168824 リストランテ　ラッフィナート 659-0093 芦屋市船戸町５－２４ 797353444 アイスクリーム類製造業 一般 有限会社ラッフィナート 代表取締役 小阪 歩武 659-0093 兵庫県芦屋市船戸町５番２４号 797353444 神南(芦健)第6-3 平成30年8月9日 令和6年8月31日 平成30年8月9日
000028 1000169129 飲食２ 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 山田 千裕 神南(芦健)第1-88 平成30年8月31日 令和5年8月31日 平成30年8月31日
000028 1000169143 てんてん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 秋元 清孝 神南(芦健)第1-89 平成30年8月31日 令和5年8月31日 平成30年8月31日
000028 1000169182 芦屋ＢＡＳＥ 659-0092 芦屋市大原町５－４ 797358110 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡本 和久 神南(芦健)第1-90 平成30年9月7日 令和6年11月30日 平成30年9月7日
000028 1000169183 芦屋ＢＡＳＥ 659-0092 芦屋市大原町５－４ 797358110 菓子製造業 一般 岡本 和久 神南(芦健)第3-15 平成30年9月7日 令和6年11月30日 平成30年9月7日
000028 1000169235 ＬＥ　ＭＡＲＲＯＮ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 白石 光子 神南(芦健)第1-92 平成30年9月10日 令和5年11月30日 平成30年9月10日
000028 1000169269 ＴＯＲＩＫＡＲＡ　ＳＴＡＮＤ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 牧野 講平 神南(芦健)第1-93 平成30年9月11日 令和5年11月30日 平成30年9月11日
000028 1000169360 世良 659-0051 芦屋市呉川町１－１０ 797617788 飲食店営業(4)その他 一般 世良 敏明 神南(芦健)第1-96 平成30年9月20日 令和6年11月30日 平成30年9月20日
000028 1000169362 Ｃａｆｅ　ＨＩＫＯ　ｗｉｔｈ　Ｄｏｇ 659-0012 芦屋市朝日ケ丘町１１－３サンヒルズ芦屋Ⅰ－２０８号 797341563 飲食店営業(4)その他 一般 川本 知子 神南(芦健)第1-95 平成30年9月20日 令和6年11月30日 平成30年9月20日
000028 1000169364 Ｓｈａｍｒｏｃｋ　Ｃａｆｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 喜多村 智子 神南(芦健)第1-94 平成30年9月20日 令和5年11月30日 平成30年9月20日
000028 1000169365 Ｓｈａｍｒｏｃｋ　Ｃａｆｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 喜多村 智子 神南(芦健)第3-16 平成30年9月20日 令和5年11月30日 平成30年9月20日
000028 1000169375 ＯＣＥＡＮ　ＳＩＤＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 森本 英治 神南(芦健)第1-98 平成30年9月21日 令和5年11月30日 平成30年9月21日
000028 1000169379 ｈｉｐａｎｉ　ヒパニ 659-0051 芦屋市呉川町１－９　２階 797252344 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 引田 力雄 神南(芦健)第1-97 平成30年9月21日 令和6年11月30日 平成30年9月21日
000028 1000169427 ＥＬＥＰＨＡＮＴ　ＲＩＮＧ 659-0066 芦屋市大桝町４－２０－１　１Ｆ 797618882 菓子製造業 一般 円笑株式会社 代表取締役 中川 紀子 659-0091 兵庫県芦屋市東山町６番６号 797252595 神南(芦健)第3-17 平成30年9月27日 令和6年11月30日 平成30年9月27日
000028 1000169514 Ｂｕｄｄｙ－Ｂｕｄｄｙ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社ウエルネス阪神 代表取締役 寺西 公彦 663-8177 兵庫県西宮市甲子園七番町１番２７号 798431028 神南(芦健)第1-99 平成30年10月2日 令和5年11月30日 平成30年10月2日
000028 1000169563 こふる食堂 659-0075 芦屋市津知町１３－１７白鳥マンション 797327711 飲食店営業(4)その他 一般 眞継 由美 神南(芦健)第1-100 平成30年10月9日 令和6年11月30日 平成30年10月9日
000028 1000169582 ＬＡ　ＧＯＵＬＵＥ 659-0012 芦屋市朝日ケ丘町６－１１　ブリージェ朝日ケ丘１０５号 797759750 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ラ・グリュー 代表取締役 西馬 崇 659-0012 兵庫県芦屋市朝日ケ丘町６番１１－１０５号 797759750 神南(芦健)第1-101 平成30年10月10日 令和6年11月30日 平成30年10月10日
000028 1000169611 株式会社ＦＩＢＬＥ  芦屋和奏こころ 659-0013 芦屋市岩園町９－１ 797617820 そうざい製造業 一般 株式会社ＦＩＢＬＥ 代表取締役 原 健介 659-0013 兵庫県芦屋市岩園町９－１ 797617820 神南(芦健)第4-1 平成30年10月12日 令和6年11月30日 平成30年10月12日
000028 1000169628 西井　一泰 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 西井 一泰 神南(芦健)第1-102 平成30年10月12日 令和5年11月30日 平成30年10月12日
000028 1000169648 佐伯水産 659-0022 芦屋市打出町１－１３－１Ｆ 魚介類販売業 一般 今西 正幸 神南(芦健)第9-9 平成30年10月16日 令和6年11月30日 平成30年10月16日
000028 1000169711 みやこ庵 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 756335858 飲食店営業(4)その他 自動車 田川 由美子 神南(芦健)第1-104 平成30年10月22日 令和5年11月30日 平成30年10月22日
000028 1000169733 クレ吉 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 西尾 亮 神南(芦健)第3-18 平成30年10月23日 令和5年11月30日 平成30年10月23日
000028 1000169789 花菜　ＪＲ芦屋駅前店 659-0093 芦屋市船戸町３－５ 797912949 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社國府 代表取締役 國府 陽一郎 659-0004 兵庫県芦屋市奥池南町５７番１号 神南(芦健)第1-108 平成30年10月25日 令和6年11月30日 平成30年10月25日
000028 1000169939 Ｋｉｃａ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 伊藤 泰子 神南(芦健)第1-121 平成30年11月5日 令和5年11月30日 平成30年11月5日
000028 1000169941 珈琲家ミニザ 659-0024 芦屋市南宮町１７－３３ 797216040 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松本 和人 神南(芦健)第1-122 平成30年11月5日 令和6年11月30日 平成30年11月5日
000028 1000170106 カレーコミュニケーション 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 大久保 晃介 神南(芦健)第1-127 平成30年11月12日 令和5年11月30日 平成30年11月12日
000028 1000170144 ａｍａｓｏｒａ 000-0000 芦屋市内一円 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社ビオソフィア 代表取締役 常深 大輔 659-0062 兵庫県芦屋市宮塚町１５番５三楽レジデンス１０１号室 797618551 神南(芦健)第1-130 平成30年11月16日 令和5年11月30日 平成30年11月16日
000028 1000170145 ＬＩＶＩＮＧ　ＯＲＧＡＮＩＣＳ  Ｊｕｉｃｅ＆Ｐｌａｃｅ 000-0000 芦屋市内一円 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社リビングオーガニックス 代表取締役 野田 義宗 659-0067 兵庫県芦屋市茶屋之町２番２３号 0797-61-7675 神南(芦健)第1-131 平成30年11月16日 令和5年11月30日 平成30年11月16日
000028 1000170146 ＡＳＨＩＹＡ　ＥＶＩＡＮ  ＣＯＦＦＥＥ　ＳＨＯＰ 000-0000 芦屋市内一円 喫茶店営業 露店 神山 圭士 神南(芦健)第2-10 平成30年11月16日 令和5年11月30日 平成30年11月16日
000028 1000170267 カフェ　ブーケ 659-0033 芦屋市高浜町１－７高浜町ライフサポートステーション１階 797232424 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人山の子会 理事長 岸野 雅方 659-0033 兵庫県芦屋市高浜町１番７号 661318415 神南(芦健)第1-132 平成30年11月16日 令和6年11月30日 平成30年11月16日
000028 1000170268 カフェ　ブーケ 659-0033 芦屋市高浜町１－７高浜町ライフサポートステーション１階 797232424 菓子製造業 一般 社会福祉法人山の子会 理事長 岸野 雅方 659-0033 兵庫県芦屋市高浜町１番７号 661318415 神南(芦健)第3-23 平成30年11月16日 令和7年11月30日 平成30年11月16日
000028 1000170382 ホスピタルメント芦屋 659-0012 芦屋市朝日ケ丘町８－２３ 797228050 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＬＥＯＣ 代表取締役 田島 利行 100-0004 東京都千代田区大手町一丁目１番３号 352208550 神南(芦健)第1-135 平成30年11月29日 令和6年11月30日 平成30年11月29日
000028 1000170391 森翔水産 659-0092 芦屋市大原町９－１ラポルテ東館Ｂ１０９ 飲食店営業(4)その他 一般 森尾 忠史 神南(芦健)第1-137 平成30年11月29日 令和6年11月30日 平成30年11月29日
000028 1000170392 森翔水産 659-0092 芦屋市大原町９－１ラポルテ東館Ｂ１０９ 魚介類販売業 一般 森尾 忠史 神南(芦健)第9-10 平成30年11月29日 令和6年11月30日 平成30年11月29日
000028 1000170457 ユルスナール 659-0083 芦屋市西山町２－４西棟１階 797618585 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社バトン 代表取締役 森 寿夫 658-0065 兵庫県神戸市東灘区御影山手２－１－２０ 864213115 神南(芦健)第1-140 平成30年12月5日 令和7年2月28日 平成30年12月5日
000028 1000170458 ユルスナール 659-0083 芦屋市西山町２－４西棟１階 797618585 菓子製造業 一般 有限会社バトン 代表取締役 森 寿夫 658-0065 兵庫県神戸市東灘区御影山手２－１－２０ 864213115 神南(芦健)第3-25 平成30年12月5日 令和7年2月28日 平成30年12月5日
000028 1000170535 芦屋・次郎 659-0093 芦屋市船戸町５－２６－２階 797358203 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小久江 次郎 神南(芦健)第1-143 平成30年12月12日 令和7年2月28日 平成30年12月12日
000028 1000170559 いちえはなれ 659-0024 芦屋市南宮町１－２０ 飲食店営業(4)その他 一般 越山 正史 神南(芦健)第1-142 平成30年12月12日 令和7年2月28日 平成30年12月12日
000028 1000170562 カフェ ａｔｉ 659-0053 芦屋市松浜町１－１２ 飲食店営業(4)その他 一般 中川 貴美子 神南(芦健)第1-144 平成30年12月13日 令和7年2月28日 平成30年12月13日
000028 1000170569 生そば 曽ろ利 659-0093 芦屋市船戸町２－１－１０５ 797231321 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 曽ろ利合同会社 代表社員 山本 剛輔 659-0093 兵庫県芦屋市船戸町２番１号 神南(芦健)第1-145 平成30年12月14日 令和7年2月28日 平成30年12月14日
000028 1000170572 中華料理ＯＫＩＮＡ 659-0093 芦屋市船戸町２－１ラポルテ西館１Ｆ１１０ 797615681 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社大通 代表取締役 翁 公羽 659-0093 兵庫県芦屋市船戸町９番１号ラポルテ東館Ｂ１Ｆ 797788896 神南(芦健)第1-146 平成30年12月14日 令和7年2月28日 平成30年12月14日
000028 1000170614 芦屋市立山手中学校 659-0087 芦屋市三条町３９－１０ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社南テスティパル 代表取締役 藤井 俊成 592-8333 大阪府堺市西区浜寺石津町西二丁７番１０号 722411081 神南(芦健)第1-147 平成30年12月20日 令和8年2月28日 平成30年12月20日
000028 1000170615 明日の食パン 659-0061 芦屋市上宮川町３－４ 菓子製造業 一般 株式会社寿幸 代表取締役 田中 寿幸 550-0014 大阪府大阪市西区北堀江一丁目２２番４号２階 666439300 神南(芦健)第3-26 平成30年12月20日 令和7年2月28日 平成30年12月20日
000028 1000170663 ほのかの果実　ＪＲ芦屋店 659-0092 芦屋市大原町２－６ラモール芦屋１２４ 797912455 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Nueva luz 代表取締役 川﨑 仁嗣 659-0013 兵庫県芦屋市岩園町２３－４５ 5012247394 神南(芦健)第1-148 平成30年12月26日 令和7年2月28日 平成30年12月26日
000028 1000170664 ほのかの果実　ＪＲ芦屋店 659-0092 芦屋市大原町２－６ラモール芦屋１２４ 797912455 魚介類販売業 一般 株式会社Nueva luz 代表取締役 川﨑 仁嗣 659-0013 兵庫県芦屋市岩園町２３－４５ 5012247394 神南(芦健)第9-11 平成30年12月26日 令和7年2月28日 平成30年12月26日
000028 1000170676 芦屋　鳥きよ 659-0093 芦屋市船戸町１－２５－１１３アルパ芦屋１Ｆ 797328252 飲食店営業(4)その他 一般 池田 恭史 神南(芦健)第1-149 平成30年12月28日 令和7年2月28日 平成30年12月28日
000028 1000170677 芦屋　鳥きよ 659-0093 芦屋市船戸町１－２５－１１３アルパ芦屋１Ｆ 797328252 食肉販売業 一般 池田 恭史 神南(芦健)第8-11 平成30年12月28日 令和7年2月28日 平成30年12月28日
000028 1000170689 ぽんちょぼぶ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 齋藤 昌平 神南(芦健)第3-27 平成31年1月7日 令和6年2月29日 平成31年1月7日
000028 1000170697 ピースカレー 659-0067 芦屋市茶屋之町２－２４ 797759311 飲食店営業(4)その他 一般 足立 和平 神南(芦健)第1-150 平成31年1月8日 令和7年2月28日 平成31年1月8日
000028 1000170720 県立国際高等学校　食堂 659-0031 芦屋市新浜町１－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 フォーチューン株式会社 代表取締役 内野 充容 662-0914 兵庫県西宮市本町９番２０号 798315024 神南(芦健)第1-151 平成31年1月11日 令和7年2月28日 平成31年1月11日
000028 1000170750 イマムラ（笑）店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 今村 英木 神南(芦健)第1-152 平成31年1月15日 令和6年2月29日 平成31年1月15日
000028 1000170890 芦屋あげパン　パイクとそら 659-0095 芦屋市東芦屋町５－８ 797615835 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社パイクとそら 代表取締役 川端 輝彦 659-0094 兵庫県芦屋市松ノ内町５－５ 797753150 神南(芦健)第1-155 平成31年1月28日 令和7年2月28日 平成31年1月28日
000028 1000170915 大谷茶屋 659-0002 芦屋市山芦屋町１番地 797341783 飲食店営業(4)その他 露店 大高 万里子 神南(芦健)第1-156 平成31年1月29日 令和6年2月29日 平成31年1月29日
000028 1000171051 多田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 多田 一勝志 神南(芦健)第1-160 平成31年2月8日 令和6年2月29日 平成31年2月8日
000028 1000171052 大祐商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 森崎 大祐 神南(芦健)第1-161 平成31年2月8日 令和6年2月29日 平成31年2月8日
000028 1000171065 山田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山田 光枝 神南(芦健)第1-162 平成31年2月8日 令和6年2月29日 平成31年2月8日
000028 1000171105 ＬＩＶＩＮＧ　ＯＲＧＡＮＩＣＳ 659-0062 芦屋市宮塚町１５－４　Ｎビル１Ｆ 797756294 飲食店営業(4)その他 一般 東京１９８０株式会社 代表取締役 道祖 修二 141-0031 東京都品川区西五反田一丁目３２番３号ＤＡＩビル３Ｆ 354349766 神南(芦健)第1-163 平成31年2月13日 令和7年2月28日 平成31年2月13日
000028 1000171148 阿部商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 阿部 拓也 神南(芦健)第1-166 平成31年2月18日 令和6年2月29日 平成31年2月18日
000028 1000171150 小西商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 小西 貴寛 神南(芦健)第1-167 平成31年2月18日 令和6年2月29日 平成31年2月18日
000028 1000171206 甲南クール 659-0096 芦屋市山手町３１－３ 797326504 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社クール 代表取締役 長田 正人 663-8154 兵庫県西宮市浜甲子園２－１８－２７ 784311474 神南(芦健)第1-165 平成31年2月18日 令和8年2月28日 平成31年2月18日
000028 1000171411 生活協同組合コープこうべ  コープデイズ芦屋 659-0092 芦屋市大原町９－１－Ｂ３０４ 312222 飲食店営業(4)その他 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目３番１９号 788561003 神南(芦健)第1-172 平成31年2月28日 令和7年2月28日 平成31年2月28日
000028 1000171412 生活協同組合コープこうべ  コープデイズ芦屋 659-0092 芦屋市大原町９－１－Ｂ３０４ 797312222 魚介類販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目３番１９号 788561003 神南(芦健)第9-12 平成31年2月28日 令和7年2月28日 平成31年2月28日
000028 1000171512 ＩＣＨＩＪＩ 000-0000 芦屋市内 喫茶店営業 露店 株式会社伊知地 代表取締役 伊知地 恭兵 659-0068 兵庫県芦屋市業平町１番２０号 797696388 神南(芦健)第2-14 平成31年3月8日 令和6年5月31日 平成31年3月8日
000028 1000171567 ７８　Ｆｕｚｕｋｉ　Ｙａｏｋａ 659-0067 芦屋市茶屋之町３－７　デコラ芦屋１０１ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｔａｂｌｅ　ｄ’ｏｒ 代表取締役 三好 万記子 662-0065 兵庫県西宮市殿山町３番２８号 798203314 神南(芦健)第1-173 平成31年3月13日 令和7年5月31日 平成31年3月13日
000028 1000171568 ７８　Ｆｕｚｕｋｉ　Ｙａｏｋａ 659-0067 芦屋市茶屋之町３－７　デコラ芦屋１０１ 菓子製造業 一般 株式会社Ｔａｂｌｅ　ｄ’ｏｒ 代表取締役 三好 万記子 662-0065 兵庫県西宮市殿山町３番２８号 798203314 神南(芦健)第3-35 平成31年3月13日 令和7年5月31日 平成31年3月13日
000028 1000171614 ４５ＢＡＫＥ　ＫＩＴＣＨＥＮ 659-0052 芦屋市伊勢町８－２０－１０８ 菓子製造業 一般 余語 道代 神南(芦健)第3-36 平成31年3月15日 令和7年5月31日 平成31年3月15日
000028 1000171673 そうさくてっぱん樹々 659-0083 芦屋市西山町１２－３　１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 八重口 大旗 神南(芦健)第1-178 平成31年3月19日 令和7年5月31日 平成31年3月19日
000028 1000171683 ファミリーマート芦屋大原町店 659-0092 芦屋市大原町１１－１５ 797251230 飲食店営業(4)その他 一般 中西 勇貴 神南(芦健)第1-177 平成31年3月19日 令和7年5月31日 平成31年3月19日
000028 1000171826 岡本フルーツ 659-0093 芦屋市船戸町１－３１　地階 797342111 菓子製造業 一般 株式会社大丸松坂屋百貨店 代表取締役 澤田 太郎 135-0042 東京都江東区木場二丁目１８番１１号 338207022 神南(芦健)第3-37 平成31年3月27日 令和7年5月31日 平成31年3月27日
000028 1000171829 芦屋市立あしや市民活動センター  リードあしや 659-0065 芦屋市公光町５－８公光分庁舎北館 797386841 飲食店営業(4)その他 一般 特定非営利活動法人あしやＮＰＯセンター 理事長 石本 章宏 659-0016 兵庫県芦屋市親王塚町２番１号 797386841 神南(芦健)第1-179 平成31年3月27日 令和7年5月31日 平成31年3月27日
000028 1000171864 お好み焼き・鉄板焼てつ　芦屋店 659-0093 芦屋市船戸町１－２５アルパ芦屋１号棟１階１１８号室 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社てつ 代表取締役 伊藤 哲也 651-0097 兵庫県神戸市中央区布引町二丁目２番２６号 782516669 神南(芦健)第1-181 平成31年3月29日 令和7年5月31日 平成31年3月29日
000028 1000171972 ＢＡＲ　芦屋川 659-0084 芦屋市月若町８－１３芦屋月若第３小西商工ビル１０２号 797696669 飲食店営業(4)その他 一般 今井 隆二 神南(芦健)第1-1 平成31年4月10日 令和7年5月31日 平成31年4月10日
000028 1000172137 肉菜花苑 659-0067 芦屋市茶屋之町１－１－１０２第一ブラウンビル 797970089 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 仁木 康正 神南(芦健)第1-2 平成31年4月23日 令和7年5月31日 平成31年4月23日
000028 1000172232 天串と海鮮の店　はれ天 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社ココカラ 代表取締役 戸塚 寛 534-0016 大阪府大阪市都島区友渕町３－７－５ 664545433 神南(芦健)第1-3 平成31年4月24日 令和6年5月31日 平成31年4月24日
000028 1000172286 石人 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 大鹿 真興 神南(芦健)第1-4 令和1年5月9日 令和6年5月31日 令和1年5月9日
000028 1000172311 鳥いと 659-0094 芦屋市松ノ内町１－２０アルパ芦屋西１０２ 797350223 飲食店営業(4)その他 一般 ワイズスマート株式会社 代表取締役 黄田 智也 659-0093 兵庫県芦屋市船戸町５－１８－１０２ 797342025 神南(芦健)第1-5 令和1年5月10日 令和7年5月31日 令和1年5月10日
000028 1000172370 宅配弁当・おそうざい　和の菜 659-0028 芦屋市打出小槌町２－３打出小槌ビル３Ｆ 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 大野 将毅 神南(芦健)第1-6 令和1年5月14日 令和7年5月31日 令和1年5月14日
000028 1000172626 福田屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 福田 美弥子 神南(芦健)第1-9 令和1年5月29日 令和6年5月31日 令和1年5月29日
000028 1000172627 山下フード 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山下 剛 神南(芦健)第1-7 令和1年5月29日 令和6年5月31日 令和1年5月29日
000028 1000172628 山下フード 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 山下 剛 神南(芦健)第1-8 令和1年5月29日 令和6年5月31日 令和1年5月29日
000028 1000172661 三久田屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 松岡 雅也 神南(芦健)第1-10 令和1年5月30日 令和6年5月31日 令和1年5月30日
000028 1000172795 ＨＡＬＡＬ　ＫＥＢＡＢ(ハラル　ケバブ) 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 合同会社ＤＡＮＩＸ 代表社員 パラティ ケユム 770-0042 徳島県徳島市蔵本町２－４４ 神南(芦健)第1-16 令和1年6月7日 令和6年8月31日 令和1年6月7日
000028 1000172796 ダイニング心 659-0062 芦屋市宮塚町２－６－１０４ 797385511 飲食店営業(4)その他 一般 山本 高裕 神南(芦健)第1-18 令和1年6月7日 令和7年8月31日 令和1年6月7日
000028 1000172797 合同会社ヤマモト商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 合同会社ヤマモト商店 代表社員 山本 晃嗣 590-0115 大阪府堺市南区茶山台３－９－７ 722918838 神南(芦健)第1-17 令和1年6月7日 令和6年8月31日 令和1年6月7日
000028 1000172798 風文庫 659-0083 芦屋市西山町１１－６－３０３ 飲食店営業(4)その他 一般 長谷川 貴子 神南(芦健)第1-12 令和1年6月6日 令和7年8月31日 令和1年6月6日
000028 1000172808 Ｇｕｅｓｔ　Ｈｏｕｓｅ　芦屋 659-0003 芦屋市奥池町２６－２６ 797381000 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 豊食株式会社 代表取締役 田中 成和 550-0003 大阪府大阪市西区京町堀１－１１－１ 神南(芦健)第1-19 令和1年6月10日 令和7年8月31日 令和1年6月10日
000028 1000172853 寿司割烹　すし兼 659-0027 芦屋市若宮町５－１２－２０２瀬川ビル 797387720 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 太田 兼一 神南(芦健)第1-21 令和1年6月13日 令和7年8月31日 令和1年6月13日
000028 1000172888 ＯＮＥ：ＢＯＢＡ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 岡田 桃依 神南(芦健)第1-24 令和1年6月17日 令和6年8月31日 令和1年6月17日
000028 1000172899 りさ商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 森崎 りさ 神南(芦健)第1-22 令和1年6月17日 令和6年8月31日 令和1年6月17日
000028 1000172900 二宮商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 二宮 健一 神南(芦健)第1-23 令和1年6月17日 令和6年8月31日 令和1年6月17日
000028 1000172949 緒方商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 緒方 一樹 神南(芦健)第1-25 令和1年6月18日 令和6年8月31日 令和1年6月18日
000028 1000172950 藤原商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 藤原 秀樹 神南(芦健)第1-26 令和1年6月18日 令和6年8月31日 令和1年6月18日
000028 1000172951 中西商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中西 康貴 神南(芦健)第1-27 令和1年6月19日 令和6年8月31日 令和1年6月19日
000028 1000172952 かおり商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 若林 かおり 神南(芦健)第1-28 令和1年6月19日 令和6年8月31日 令和1年6月19日
000028 1000172959 木下商店３ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 木下 冨美子 神南(芦健)第1-29 令和1年6月19日 令和6年8月31日 令和1年6月19日
000028 1000173006 初代　亀藤 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 亀里 泰広 神南(芦健)第1-31 令和1年6月20日 令和6年8月31日 令和1年6月20日
000028 1000173049 ＥＬＥＰＨＡＮＴ　ＲＩＮＧ 659-0066 芦屋市大桝町４－２０－１　１Ｆ 797618882 喫茶店営業 一般 円笑株式会社 代表取締役 中川 紀子 659-0091 兵庫県芦屋市東山町６番６号 797252595 神南(芦健)第1-32 令和1年6月21日 令和7年8月31日 令和1年6月21日
000028 1000173063 Ｂｏｎ！ Ｆａｒｉｎｅ 659-0067 芦屋市茶屋之町１－１４－１　１Ｆ 菓子製造業 一般 池田 麻己子 神南(芦健)第1-33 令和1年6月25日 令和7年8月31日 令和1年6月25日
000028 1000173134 粟森商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 粟森 安則 神南(芦健)第1-34 令和1年6月26日 令和6年8月31日 令和1年6月26日
000028 1000173138 鈴木商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 鈴木 省二 神南(芦健)第1-35 令和1年6月26日 令和6年8月31日 令和1年6月26日
000028 1000173139 田中商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 田中 昭次 神南(芦健)第1-36 令和1年6月26日 令和6年8月31日 令和1年6月26日
000028 1000173151 久遠 659-0065 芦屋市公光町９－４－１０１ 飲食店営業(4)その他 一般 松田 安起 神南(芦健)第1-37 令和1年7月2日 令和7年8月31日 令和1年7月2日
000028 1000173161 Ｔｅａ　Ｓａｌｏｏｎ　ＭＵＳＩＣＡ 659-0062 芦屋市宮塚町１２－２４ 797388677 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ムジカティー 代表取締役 堀江 勇真 659-0064 兵庫県芦屋市精道町１０－７ 797357727 神南(芦健)第1-38 令和1年7月3日 令和7年8月31日 令和1年7月3日
000028 1000173169 アワジシマ　日々喜 659-0064 芦屋市精道町７－２９ 797617192 飲食店営業(4)その他 一般 山口 正臣 神南(芦健)第1-39 令和1年7月3日 令和7年8月31日 令和1年7月3日
000028 1000173186 Ｂｅａｎｓ　Ｐｏｔ 659-0092 芦屋市大原町１１－２４ラポルテ北館１０１号 797616899 喫茶店営業 一般 𠮷田 浩之 神南(芦健)第1-40 令和1年7月5日 令和7年8月31日 令和1年7月5日
000028 1000173234 crepe ＳＯＲＡ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 多田良 美穂 神南(芦健)第1-41 令和1年7月9日 令和6年8月31日 令和1年7月9日
000028 1000173235 crepe ＳＯＲＡ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 多田良 美穂 神南(芦健)第1-42 令和1年7月9日 令和6年8月31日 令和1年7月9日
000028 1000173263 南風 659-0022 芦屋市打出町１－１３ 飲食店営業(4)その他 一般 今西 正幸 神南(芦健)第1-43 令和1年7月10日 令和7年8月31日 令和1年7月10日
000028 1000173291 本家かまどや打出店 659-0025 芦屋市浜町２－１３ 797385819 飲食店営業(4)その他 一般 萬順株式会社 代表取締役 劉 蘭艶 650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町一丁目１－１７ 783711136 神南(芦健)第1-44 令和1年7月12日 令和7年8月31日 令和1年7月12日
000028 1000173323 株式会社いかりスーパーマーケット  ＪＲ芦屋店 659-0068 芦屋市業平町１－２０ 797383014 菓子製造業 一般 株式会社いかりスーパーマーケット 代表取締役 行光 博志 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町１丁目１５番地の８ 664216074 神南(芦健)第1-45 令和1年7月17日 令和7年8月31日 令和1年7月17日
000028 1000173372 キッチン　オハナ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社ＡＶＩＩ　ＩＭＡＧＥＷＯＲＫＳ 代表取締役 新井 陸王 650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町８－２－９新港貿易会館 788558220 神南(芦健)第1-46 令和1年7月22日 令和6年8月31日 令和1年7月22日



000028 1000173401 永田屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 永田 昭次 神南(芦健)第1-48 令和1年7月24日 令和6年8月31日 令和1年7月24日
000028 1000173515 酒肴　瞬 659-0092 芦屋市大原町８－２ラ・フォーネ芦屋Ｂ１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平田 牧紀子 神南(芦健)第1-49 令和1年7月31日 令和7年8月31日 令和1年7月31日
000028 1000173671 ｃｏｎｏｃａ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 前田 淳子 神南(芦健)第1-52 令和1年8月14日 令和6年8月31日 令和1年8月14日
000028 1000173672 ひみつのひとさじ 659-0013 芦屋市岩園町１８－１０ 797618425 菓子製造業 一般 アトリエブリゼ株式会社 代表取締役 大聖寺 真理子 659-0013 兵庫県芦屋市岩園町１８－１０ 797618425 神南(芦健)第1-50 令和1年8月9日 令和7年8月31日 令和1年8月9日
000028 1000173673 シティ ライツ(Ｃｉｔｙ　Ｌｉｇｈｔｓ) 659-0094 芦屋市松ノ内町１－２０アルパ芦屋２号棟１１０ 797629050 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｒｅｌａｐｓｅ 代表取締役 植野 匡英 659-0094 兵庫県芦屋市松ノ内町１－２０アルパ芦屋２号棟１１０号 797629050 神南(芦健)第1-51 令和1年8月9日 令和7年8月31日 令和1年8月9日
000028 1000173700 ｒｅｇａｌｏ 659-0086 芦屋市三条南町１３－６ 菓子製造業 一般 宮崎 紘子 神南(芦健)第1-54 令和1年8月16日 令和7年8月31日 令和1年8月16日
000028 1000173706 てこや阪神芦屋駅前店 659-0066 芦屋市大桝町７－３SEIRYU MAISON ASHIYA １階 797355544 飲食店営業(4)その他 一般 ヴァリオ株式会社 代表取締役 利川 邦浩 543-0052 大阪府大阪市天王寺区大道１－１２－１３ 667760088 神南(芦健)第1-55 令和1年8月19日 令和7年8月31日 令和1年8月19日
000028 1000173737 ウエノダイスケ商事 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 上野 大介 神南(芦健)第1-56 令和1年8月21日 令和6年8月31日 令和1年8月21日
000028 1000173783 オステリア　オ　ジラソーレ 659-0062 芦屋市宮塚町１５－６ 797350847 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 神南(芦健)第1-57 令和1年8月23日 令和7年8月31日 令和1年8月23日
000028 1000173790 芦屋ＳＡＴＳＵＭＡＦＵＪＩ 659-0065 芦屋市公光町１１－５芦屋山下ビル５階 797807730 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ツー・エス・エー物流企画株式会社 代表取締役 蓑輪 光浩 658-0023 兵庫県神戸市東灘区深江浜町１５８ 784120338 神南(芦健)第1-58 令和1年8月26日 令和7年8月31日 令和1年8月26日
000028 1000173856 北村食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山田 雄介 神南(芦健)第1-59 令和1年8月30日 令和6年8月31日 令和1年8月30日
000028 1000173878 風天 659-0092 芦屋市大原町６－３ 797318627 飲食店営業(4)その他 一般 下村 彰彦 神南(芦健)第1-61 令和1年9月3日 令和7年11月30日 令和1年9月3日
000028 1000173879 大天寿司 659-0092 芦屋市大原町１１－２４－１０１ラポルテ北館 797788939 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社大天 代表取締役 豊浦 武 659-0092 兵庫県芦屋市大原町１１－２４－１０１ 797388939 神南(芦健)第1-60 令和1年9月3日 令和7年11月30日 令和1年9月3日
000028 1000173895 イタリア料理　今井 659-0065 芦屋市公光町１０－２１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 今井 雅啓 神南(芦健)第1-62 令和1年9月4日 令和7年11月30日 令和1年9月4日
000028 1000173993 樹月堂（２） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中村 紀文 神南(芦健)第1-64 令和1年9月11日 令和6年11月30日 令和1年9月11日
000028 1000173994 樹月堂(３) 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 今西 昭仁 神南(芦健)第1-66 令和1年9月11日 令和6年11月30日 令和1年9月11日
000028 1000173995 樹月堂（１） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 小林 亜沙美 神南(芦健)第1-65 令和1年9月11日 令和6年11月30日 令和1年9月11日
000028 1000173996 ス－パ－ストア　おだ 659-0054 芦屋市浜芦屋町１－３ 797230448 飲食店営業(4)その他 一般 小田 昌宏 神南(芦健)第1-63 令和1年9月11日 令和7年11月30日 令和1年9月11日
000028 1000174006 ライオンキッチン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 森島 周平 神南(芦健)第1-67 令和1年9月12日 令和6年11月30日 令和1年9月12日
000028 1000174041 ＲＩＤＥ　ｏｎ　ＴＩＧＥＲ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 淺井 竜也 神南(芦健)第1-69 令和1年9月18日 令和6年11月30日 令和1年9月18日
000028 1000174157 うなぎ亭　一座 659-0072 芦屋市川西町７－３芦屋川ビューハイツ１１０ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中小路 康司 神南(芦健)第1-71 令和1年9月26日 令和7年11月30日 令和1年9月26日
000028 1000174158 炭火焼鳥 せっちゅう 659-0091 芦屋市東山町６－１２第三吉田ビル２Ｆ 797353048 飲食店営業(4)その他 一般 田路 真弘 神南(芦健)第1-72 令和1年9月26日 令和7年11月30日 令和1年9月26日
000028 1000174159 ピッツェリア　イル・サッチアーレ 659-0022 芦屋市打出町３－３０メインステージ打出 797386023 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社グラート 代表取締役 658-0053 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町６－８－２ 788587528 神南(芦健)第1-73 令和1年9月26日 令和7年11月30日 令和1年9月26日
000028 1000174170 Ｈａｖｅ　ａ　ＳＰＡＲＫＬＥ　ＭＯＭＥＮＴ 659-0067 芦屋市茶屋之町２－２１メイピース芦屋７０２ 797615602 菓子製造業 一般 金尾 真由子 神南(芦健)第1-74 令和1年9月27日 令和7年11月30日 令和1年9月27日
000028 1000174196 ソラーズキッチン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 峪田 勝治 神南(芦健)第1-70 令和1年9月25日 令和6年11月30日 令和1年9月25日
000028 1000174333 Ｌｉｃｏｒｎｅ  ＪＥＩＬ ＣＨＩＣＫＥＮ 659-0092 芦屋市大原町５－１８ＤＡＮビル１０２号室 797616157 菓子製造業 一般 日本サロネーゼ株式会社 代表取締役 桔梗 有香子 659-0092 兵庫県芦屋市大原町４－２ 797266511 神南(芦健)第1-75 令和1年10月10日 令和7年11月30日 令和1年10月10日
000028 1000174334 Ｌｉｃｏｒｎｅ  ＪＥＩＬ ＣＨＩＣＫＥＮ 659-0092 芦屋市大原町５－１８ＤＡＮビル１０２号室 797616157 飲食店営業(4)その他 一般 日本サロネーゼ株式会社 代表取締役 桔梗 有香子 659-0092 兵庫県芦屋市大原町４－２ 797266511 神南(芦健)第1-76 令和1年10月10日 令和7年11月30日 令和1年10月10日
000028 1000174335 Ｌｉｃｏｒｎｅ  ＪＥＩＬ ＣＨＩＣＫＥＮ 659-0092 芦屋市大原町５－１８ＤＡＮビル１０２号室 797616157 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 日本サロネーゼ株式会社 代表取締役 桔梗 有香子 659-0092 兵庫県芦屋市大原町４－２ 797266511 神南(芦健)第1-77 令和1年10月10日 令和7年11月30日 令和1年10月10日
000028 1000174432 ニード牧場 659-0092 芦屋市大原町９－１ラポルテ東館地下１階 797786553 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 農事組合法人ニード牧場 理事 菅原 隆之 879-1307 大分県杵築市山香町大字野原４６６２－３０５ 797223718 神南(芦健)第1-79 令和1年10月21日 令和7年11月30日 令和1年10月21日
000028 1000174505 ユルスナール 659-0083 芦屋市西山町２－４芦屋川店舗２Ｂ 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社バトン 代表取締役 森 寿夫 658-0065 兵庫県神戸市東灘区御影山手２－１－２０ 864213115 神南(芦健)第1-81 令和1年10月25日 令和7年11月30日 令和1年10月25日
000028 1000174506 ユルスナール 659-0083 芦屋市西山町２－４芦屋川店舗２Ｂ 菓子製造業 一般 有限会社バトン 代表取締役 森 寿夫 658-0065 兵庫県神戸市東灘区御影山手２－１－２０ 864213115 神南(芦健)第1-82 令和1年10月25日 令和7年11月30日 令和1年10月25日
000028 1000174507 ＭＡＮＡ　ｍａｎａ　４２ 659-0092 芦屋市大原町２－５ヴィ・ザ・ヴィ芦屋Ｂ－１ 797232359 飲食店営業(4)その他 一般 奥州 尚美 神南(芦健)第1-80 令和1年10月25日 令和7年11月30日 令和1年10月25日
000028 1000174803 炭火焼鳥専門店　まさや　ＪＲ芦屋東店 659-0092 芦屋市大原町２－６ラモ－ル芦屋１Ｆ 797232285 飲食店営業(4)その他 一般 三好 剛 神南(芦健)第1-83 令和1年11月15日 令和7年11月30日 令和1年11月15日
000028 1000174812 酒房月桂冠 659-0092 芦屋市大原町９－１ラポルテ東館１Ｆ１１６ 797229321 飲食店営業(4)その他 一般 伊藤 有希 神南(芦健)第1-84 令和1年11月19日 令和7年11月30日 令和1年11月19日
000028 1000174813 ル・ムートン・ドール 659-0094 芦屋市松ノ内町８－１１芦屋リフレビル１Ｆ 797223737 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社マルサン 代表取締役 吉玉 忠司 659-0083 兵庫県芦屋市西山町１１－１８ 797223737 神南(芦健)第1-85 令和1年11月19日 令和7年11月30日 令和1年11月19日
000028 1000174858 すし萬 659-0093 芦屋市船戸町１－３１　Ｂ１階 797342111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社大丸松坂屋百貨店 代表取締役 澤田 太郎 135-0042 東京都江東区木場二丁目１８番１１号 338207022 神南(芦健)第1-86 令和1年11月20日 令和7年11月30日 令和1年11月20日
000028 1000174859 とあっせ 659-0083 芦屋市西山町７－４ドミール芦屋１０３ 797221816 菓子製造業 一般 合同会社とあっせ 代表社員 藤岡 亜樹子 669-2441 兵庫県丹波篠山市日置３９７ 神南(芦健)第1-87 令和1年11月21日 令和7年11月30日 令和1年11月21日
000028 1000174860 とあっせ 659-0083 芦屋市西山町７－４ドミール芦屋１０３ 797221816 喫茶店営業 一般 合同会社とあっせ 代表社員 藤岡 亜樹子 669-2441 兵庫県丹波篠山市日置３９７ 神南(芦健)第1-88 令和1年11月21日 令和7年11月30日 令和1年11月21日
000028 1000174861 繭 659-0024 芦屋市南宮町１－２０中西ハイツ１０２ 飲食店営業(4)その他 一般 山田 まゆ 神南(芦健)第1-89 令和1年11月21日 令和7年11月30日 令和1年11月21日
000028 1000174917 月栄堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 岡田 登 神南(芦健)第1-90 令和1年11月25日 令和6年11月30日 令和1年11月25日
000028 1000174939 スパイスカレー　ボマイェ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 内山 宏太 神南(芦健)第1-93 令和1年11月26日 令和6年11月30日 令和1年11月26日
000028 1000174958 一般社団法人彩羽　ばぁーばの家かふぇ 659-0016 芦屋市親王塚町８－６Ｎｅｕ　Ａｓｈｉｙａ３０３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一般社団法人彩羽 代表理事 655-0035 兵庫県神戸市垂水区五色山４－２０－１８－５０５ 7015210168 神南(芦健)第1-94 令和1年11月27日 令和7年11月30日 令和1年11月27日
000028 1000174959 ＦＡＲＭＳＴＡＮＤ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 有限会社Ｌｕｓｉｅ 代表取締役 小泉 寛明 650-0003 兵庫県神戸市中央区山本通１丁目７－１５ 5053386667 神南(芦健)第1-91 令和1年11月26日 令和6年11月30日 令和1年11月26日
000028 1000174960 ＴＯＲＲＥＦＡＺＩＯＮＥ　ＲＩＯ　（ＲＩＯ　ＣＯＦＦＥＥ） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 797266667 喫茶店営業 露店 株式会社アルタレーナ 代表取締役 八木 俊匡 659-0067 兵庫県芦屋市茶屋之町４－１２－１０４ 797266667 神南(芦健)第1-92 令和1年11月26日 令和6年11月30日 令和1年11月26日
000028 1000174972 Ｄｉｎｉｎｇ　Ｃａｆｅ　Ｔｅａ　音 659-0064 芦屋市精道町４－９ 797267323 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社氣の自然 代表取締役 永松 珠音 657-0831 兵庫県神戸市灘区水道筋５－１－９天空プラザ１Ｆ 神南(芦健)第1-95 令和1年11月28日 令和7年11月30日 令和1年11月28日
000028 1000175007 とんかつ　む蔵 659-0068 芦屋市業平町５－２ 797230634 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社とんかつむ蔵 代表取締役 川飛 雅裕 659-0068 兵庫県芦屋市業平町５－２ 797230634 神南(芦健)第1-96 令和1年11月29日 令和7年11月30日 令和1年11月29日
000028 1000175080 芦屋焼肉　結　ｙｕｉ 659-0091 芦屋市東山町４－１３クロスビル１Ｆ 797989600 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 Ａｒｃ株式会社 代表取締役 川畑 慎一郎 659-0091 大阪府大阪市西区新町１－３３－１ＯＮＥＳＨＩＮＭＡＣＨＩ６０１号 661334504 神南(芦健)第1-97 令和1年12月5日 令和8年2月28日 令和1年12月5日
000028 1000175129 シアトルズ　ベストコーヒー  芦屋ラポルテ店 659-0092 芦屋市大原町９－１ラポルテ東館１Ｆ 797615559 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ＪＲ九州ファーストフーズ株式会社 代表取締役 永田 史朗 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東１－１０－７ 924512054 神南(芦健)第1-99 令和1年12月10日 令和8年2月28日 令和1年12月10日
000028 1000175131 ｕｎ　ｆａｌÓ(アンファロ) 659-0066 芦屋市大桝町７－９ 797627751 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前田 賢介 神南(芦健)第1-98 令和1年12月10日 令和8年2月28日 令和1年12月10日
000028 1000175132 三栄 659-0055 芦屋市竹園町４－１４ 797323775 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 香川 道子 神南(芦健)第1-100 令和1年12月10日 令和8年2月28日 令和1年12月10日
000028 1000175338 空海ｗｏｒｋｓ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 森口 信一 神南(芦健)第1-101 令和1年12月20日 令和7年2月28日 令和1年12月20日
000028 1000175339 空海ｗｏｒｋｓ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 森口 信一 神南(芦健)第1-102 令和1年12月20日 令和7年2月28日 令和1年12月20日
000028 1000175507 焼鳥まさや　芦屋西店 659-0094 芦屋市松ノ内町１－１０ラリーブ芦屋１Ｆ 797237222 飲食店営業(4)その他 一般 松本 雅や 神南(芦健)第1-103 令和1年12月25日 令和8年2月28日 令和1年12月25日
000028 1000175526 Ｎｅｗ　Ｓｏｒａ 659-0084 芦屋市月若町８－１３－１０３ 797230951 飲食店営業(4)その他 一般 福元 佳代子 神南(芦健)第1-104 令和1年12月26日 令和8年2月28日 令和1年12月26日
000028 1000175528 芦屋らーめん処　花麺 659-0015 芦屋市楠町４－１０ 797238787 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 Ｙａｍａｚｅｎ株式会社 代表取締役 平山 善裕 530-0001 大阪府大阪市北区梅田１－１１－４－１８００号 647993138 神南(芦健)第1-105 令和1年12月26日 令和8年2月28日 令和1年12月26日
000028 1000175634 Ｓｉｌｖｉｃｏｌａ(シルビコラ) 659-0083 芦屋市西山町３－１０ 飲食店営業(4)その他 一般 前田 聖子 神南(芦健)第1-106 令和2年1月20日 令和8年2月28日 令和2年1月20日
000028 1000175665 マイライフ芦屋　塩梅 659-0034 芦屋市陽光町８－３０ 797318690 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社塩梅 代表取締役 今井 清秀 567-0834 大阪府茨木市学園南町７－５ 726571122 神南(芦健)第1-108 令和2年1月22日 令和9年2月28日 令和2年1月22日
000028 1000175689 アン・ラクレット 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社ワン・スマイル 代表取締役 青木 文崇 663-8153 兵庫県西宮市南甲子園１－１３－１２ 5053296001 神南(芦健)第1-109 令和2年1月24日 令和7年2月28日 令和2年1月24日
000028 1000175690 ｕｎｆａｌó(アンファロ) 659-0066 芦屋市大桝町７－９ 797627751 菓子製造業 一般 前田 賢介 神南(芦健)第1-110 令和2年1月27日 令和8年2月28日 令和2年1月27日
000028 1000175709 北海フーズ（淡路島バーガー） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 越栄 基 神南(芦健)第1-111 令和2年1月28日 令和7年2月28日 令和2年1月28日
000028 1000175828 縁 659-0083 芦屋市西山町３－９ 797696988 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中西 理 神南(芦健)第1-113 令和2年2月3日 令和8年2月28日 令和2年2月3日
000028 1000175830 Ｆｉｒｓｔ　Ｃｌａｓｓ　ＡＳＨＩＹＡ  (ファーストクラス芦屋) 659-0094 芦屋市松ノ内町３－１４チェリービュー芦屋川Ｃ－１ 飲食店営業(4)その他 一般 古野 りか 神南(芦健)第1-112 令和2年2月3日 令和8年2月28日 令和2年2月3日
000028 1000175854 炭火焼鳥　水茶屋　満月堂 659-0024 芦屋市南宮町１－２１ 飲食店営業(4)その他 一般 北池 將満 神南(芦健)第1-114 令和2年2月6日 令和8年2月28日 令和2年2月6日
000028 1000175909 喜一 659-0091 芦屋市東山町５－１０ＪＹリージェントファーストビル１０３ 797615009 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鷹羽 剛史 神南(芦健)第1-115 令和2年2月13日 令和8年2月28日 令和2年2月13日
000028 1000175910 Ｄｉ　Ｆｒａｎｃｏ’ｓ  Ｃａｓａ　Ｍｏｌｉｓｅ 659-0083 芦屋市西山町２－４　１Ｂ 797971629 飲食店営業(4)その他 一般 マルトネ フランコ 神南(芦健)第1-116 令和2年2月13日 令和8年2月28日 令和2年2月13日
000028 1000175926 ＧＲＩＤＤＬＥ　ＳＡＫＡＩ 000-0000 芦屋市内 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社芦屋酒井 代表取締役 酒井 健 659-0072 兵庫県芦屋市川西町１１－２－４０３ 797626912 神南(芦健)第1-117 令和2年2月13日 令和7年2月28日 令和2年2月13日
000028 1000175932 八竹堂１ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 東山 竜也 神南(芦健)第1-118 令和2年2月14日 令和7年2月28日 令和2年2月14日
000028 1000175933 八竹堂２ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 永田 京介 神南(芦健)第1-119 令和2年2月14日 令和7年2月28日 令和2年2月14日
000028 1000175947 スパイス　サーカス 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 宗野 耕太 神南(芦健)第1-120 令和2年2月17日 令和7年2月28日 令和2年2月17日
000028 1000176036 八竹堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 大川 香予子 神南(芦健)第1-122 令和2年2月18日 令和7年2月28日 令和2年2月18日
000028 1000176057 金城商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 金城 庄吾 神南(芦健)第1-123 令和2年2月19日 令和7年2月28日 令和2年2月19日
000028 1000176058 金城商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 金城 庄吾 神南(芦健)第1-124 令和2年2月19日 令和7年2月28日 令和2年2月19日
000028 1000176161 Ｋａｎｄｅｌｉｃａ　芦屋コリアン亭 659-0092 芦屋市大原町９－１－１２１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松井(金) 英富 神南(芦健)第1-126 令和2年2月27日 令和8年2月28日 令和2年2月27日
000028 1000176222 ＲＯＦＵＵ 659-0093 芦屋市船戸町１－３１モンテメール本館３Ｆ 797618851 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社本高砂屋 代表取締役 杉田 肇 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西５－１ 788573333 神南(芦健)第1-129 令和2年3月3日 令和7年5月31日 令和2年3月3日
000028 1000176223 スターバックスコーヒー  芦屋モンテメール 659-0093 芦屋市船戸町１－３１ 797615875 飲食店営業(4)その他 一般 スターバックスコーヒージャパン株式会社 代表取締役 水口 貴文 141-0021 東京都品川区上大崎２－２５－２ 357455510 神南(芦健)第1-130 令和2年3月3日 令和8年5月31日 令和2年3月3日
000028 1000176226 千里しゃぶちん芦屋モンテメール店 659-0093 芦屋市船戸町１－２９モンテメール西館４Ｆ 797233393 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社栄弥 代表取締役 梅原 孝亮 560-0082 大阪府豊中市新千里東町１－３－５９ 668329508 神南(芦健)第1-128 令和2年3月3日 令和8年5月31日 令和2年3月3日
000028 1000176238 デリフランス 659-0093 芦屋市船戸町１－２９モンテメール西館３階 797614450 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ヴィ・ド・フランス 代表取締役 伊達 宏和 101-0032 東京都千代田区岩本町３－１０－１ 356798411 神南(芦健)第1-139 令和2年3月4日 令和9年5月31日 令和2年3月4日
000028 1000176239 デリフランス 659-0093 芦屋市船戸町１－２９モンテメール西館３階 797614450 菓子製造業 一般 株式会社ヴィ・ド・フランス 代表取締役 伊達 宏和 101-0032 東京都千代田区岩本町３－１０－１ 356798411 神南(芦健)第1-140 令和2年3月4日 令和9年5月31日 令和2年3月4日
000028 1000176240 ピッツェリア　ラッフィナート 659-0093 芦屋市船戸町１－２９ 797268112 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ラッフィナート 代表取締役 小阪 歩武 659-0093 兵庫県芦屋市船戸町５－２４ 797353444 神南(芦健)第1-143 令和2年3月4日 令和8年5月31日 令和2年3月4日
000028 1000176258 ＯＬＬ　ＫＩＴＣＨＥＮ 659-0067 芦屋市茶屋之町１１－１１ 797358806 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ＯＬＬ　ＫＩＴＣＨＥＮ株式会社 代表取締役 大西 良典 659-0067 兵庫県芦屋市茶屋之町１１－１１ 797358806 神南(芦健)第1-127 令和2年3月2日 令和8年5月31日 令和2年3月2日
000028 1000176263 和食かいと芦屋 659-0093 芦屋市船戸町１－２９モンテメール西館４Ｆ 797617188 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社アーモ・ファミリア 代表取締役 林 一彦 655-0863 兵庫県神戸市垂水区塩屋北町３－１６－２３ 787665675 神南(芦健)第1-135 令和2年3月3日 令和8年5月31日 令和2年3月3日
000028 1000176264 さち福やＣＡＦＥ　芦屋モンテメール店 659-0093 芦屋市船戸町１－２９モンテメール芦屋西館３階ｗ３０１ 797618875 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社フジオフードシステム 代表取締役 藤尾 政弘 530-0046 大阪府大阪市北区菅原町２－１６ＦＵＪＩＯＢＬＤＧ． 663600301 神南(芦健)第1-138 令和2年3月3日 令和8年5月31日 令和2年3月3日
000028 1000176283 ルビアンベーカリー 659-0093 芦屋市船戸町１－３１　１階 797342111 菓子製造業 一般 株式会社大丸松坂屋百貨店 代表取締役 澤田 太郎 135-0042 東京都江東区木場２－１８－１１ 338207022 神南(芦健)第1-152 令和2年3月10日 令和8年5月31日 令和2年3月10日
000028 1000176284 ルビアンベーカリー 659-0093 芦屋市船戸町１－３１　１階 797342111 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社大丸松坂屋百貨店 代表取締役 澤田 太郎 135-0042 東京都江東区木場２－１８－１１ 338207022 神南(芦健)第1-153 令和2年3月10日 令和8年5月31日 令和2年3月10日
000028 1000176286 ミユキデリカ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 合同会社美由起デリカ 代表社員 池田 美由起 659-0026 兵庫県芦屋市西蔵町７－２０ 797902666 神南(芦健)第1-154 令和2年3月10日 令和7年5月31日 令和2年3月10日
000028 1000176288 中国菜館　東天閣　芦屋 659-0093 芦屋市船戸町１－２９モンテメール西館４階 797328181 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社東天閣 代表取締役 中神 龍 650-0003 兵庫県神戸市中央区山本通３－１４－１８ 782311351 神南(芦健)第1-148 令和2年3月9日 令和8年5月31日 令和2年3月9日
000028 1000176289 中国菜館　東天閣　芦屋 659-0093 芦屋市船戸町１－２９モンテメール西館４階 797328181 そうざい製造業 一般 株式会社東天閣 代表取締役 中神 龍 650-0003 兵庫県神戸市中央区山本通３－１４－１８ 782311351 神南(芦健)第1-149 令和2年3月9日 令和8年5月31日 令和2年3月9日
000028 1000176290 中国菜館　東天閣　芦屋 659-0093 芦屋市船戸町１－２９モンテメール西館４階 797328181 菓子製造業 一般 株式会社東天閣 代表取締役 中神 龍 650-0003 兵庫県神戸市中央区山本通３－１４－１８ 782311351 神南(芦健)第1-150 令和2年3月9日 令和8年5月31日 令和2年3月9日
000028 1000176291 酒肴　積翠庵 659-0083 芦屋市西山町１－８ 797389838 飲食店営業(4)その他 一般 田中 久子 神南(芦健)第1-151 令和2年3月9日 令和8年5月31日 令和2年3月9日
000028 1000176292 逸京茶寮大丸芦屋店 659-0093 芦屋市船戸町１－３１大丸芦屋店２階 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社グロースライン 代表取締役 植浦 栄樹 669-1323 兵庫県三田市あかしあ台５－２３－７ 795654108 神南(芦健)第1-146 令和2年3月6日 令和8年5月31日 令和2年3月6日
000028 1000176293 自家農園のあるサラダ屋さん　ｔａ． 659-0094 芦屋市松ノ内町１－２０アルパ芦屋２号棟１０３ 797614500 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高見 友博 神南(芦健)第1-147 令和2年3月6日 令和8年5月31日 令和2年3月6日
000028 1000176298 風流田毎そば芦屋店 659-0093 芦屋市船戸町１－２９モンテメール西館３Ｆ 797323985 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社田舎そば 代表取締役 渡部 総太郎 560-0083 大阪府豊中市新千里西町３－１５－１２ 663741273 神南(芦健)第1-145 令和2年3月4日 令和8年5月31日 令和2年3月4日
000028 1000176299 宇治園喫茶去　芦屋店 659-0093 芦屋市船戸町１－３１本館１階 喫茶店営業 一般 株式会社宇治園 代表取締役 重村 勝 542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋１－４－２０ 662520631 神南(芦健)第1-144 令和2年3月4日 令和8年5月31日 令和2年3月4日
000028 1000176396 コーヒーポート芦屋浜 659-0036 芦屋市涼風町１４－３ 797205861 飲食店営業(4)その他 一般 小川 桃世 神南(芦健)第1-156 令和2年3月18日 令和8年5月31日 令和2年3月18日
000028 1000176413 公益社団法人芦屋市シルバー人材センター  小町カフェ 659-0062 芦屋市宮塚町２－３－１０２ 菓子製造業 一般 公益社団法人芦屋市シルバー人材センター 代表理事 山村 昇 659-0062 兵庫県芦屋市宮塚町２－２ 797321414 神南(芦健)第1-157 令和2年3月19日 令和8年5月31日 令和2年3月19日
000028 1000176482 ｎａｔｕｒａｌｉｓｍ　ｆａｒｍ　ｃａｆｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社ナチュラリズム 代表取締役 大皿 一寿 651-2142 兵庫県神戸市西区二ツ屋１－１６－２ 神南(芦健)第1-158 令和2年3月26日 令和7年5月31日 令和2年3月26日
000028 1000176563 ドトールコーヒーショップ  ＪＲ芦屋駅前店 659-0093 芦屋市船戸町４－１－２１０ラポルテ本館２Ｆ 797341500 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社エックス・ワン 取締役 生田 雅也 659-0093 兵庫県芦屋市船戸町４－１－２１０ 神南(芦健)第1-159 令和2年3月30日 令和8年5月31日 令和2年3月30日
000028 1000176564 はるのうた喫茶店 659-0021 芦屋市春日町３－６－１０３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 八幡 泰夫 神南(芦健)第1-160 令和2年3月30日 令和8年5月31日 令和2年3月30日
000028 1000176597 ニード牧場 659-0092 芦屋市大原町９－１ラポルテ東館地下１階 797786553 食肉販売業 一般 農事組合法人ニード牧場 理事 菅原 隆之 879-1307 大分県杵築市山香町大字野原４６６２－３０５ 797223718 神南(芦健)第1-1 令和2年4月1日 令和8年5月31日 令和2年4月1日
000028 1000176645 一般社団法人Ｔ＆ｉ　Ｓｔｙｌｅ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ 659-0094 芦屋市松ノ内町４－６－３０３ 菓子製造業 一般 一般社団法人Ｔ&i Style Association 代表理事 辻本 真奈美 659-0094 兵庫県芦屋市松ノ内町４－６－５０１ 神南(芦健)第1-8 令和2年4月7日 令和8年5月31日 令和2年4月7日
000028 1000176653 ＬＥＡ　ＬＥＡ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 那須 亜美 神南(芦健)第1-3 令和2年4月3日 令和7年5月31日 令和2年4月3日
000028 1000176728 ＣＡＫＥ　ＮＡＴＵＲＥ　ＡＳＨＩＹＡ 659-0025 芦屋市浜町５－１２浜町テラス１Ｆ 797353310 喫茶店営業 一般 西村 光明 神南(芦健)第1-10 令和2年4月16日 令和8年5月31日 令和2年4月16日
000028 1000176730 花菜　ＪＲ芦屋駅前店 659-0093 芦屋市船戸町３－５ 797912949 食肉販売業 一般 株式会社國府 代表取締役 國府 陽一郎 659-0004 兵庫県芦屋市奥池南町５７番１号 神南(芦健)第1-11 令和2年4月16日 令和8年5月31日 令和2年4月16日
000028 1000176731 かるびらんど川西店 659-0072 芦屋市川西町２番３７号サウザンドビル１０６ 797321085 食肉販売業 一般 有限会社かるびらんど 代表取締役 川脇 公明 651-1114 兵庫県神戸市北区鈴蘭台西町２丁目２０－２２ 797321085 神南(芦健)第1-9 令和2年4月16日 令和8年5月31日 令和2年4月16日
000028 1000176742 ピエ－ル 659-0093 芦屋市船戸町１－２５－１１６ 797325808 飲食店営業(4)その他 一般 表利 雅文 神南(芦健)第1-15 令和2年4月17日 令和8年5月31日 令和2年4月17日
000028 1000176749 水炊き　こはく 659-0066 芦屋市大桝町７－１０ 797238077 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 渡辺 寛大 神南(芦健)第1-12 令和2年4月17日 令和8年5月31日 令和2年4月17日
000028 1000176750 水炊き　こはく 659-0066 芦屋市大桝町７－１０ 797238077 食肉販売業 一般 渡辺 寛大 神南(芦健)第1-13 令和2年4月17日 令和8年5月31日 令和2年4月17日
000028 1000176751 Ｌｅ　ｃｈｏｃｏｌａｔｅ　ｃｈｅｒｒｙ．ｃ 659-0067 芦屋市茶屋之町２－２４ 797220214 菓子製造業 一般 株式会社スリジエ 代表取締役 中村 薫 659-0084 兵庫県芦屋市月若町５－１２ 797626889 神南(芦健)第1-14 令和2年4月17日 令和8年5月31日 令和2年4月17日
000028 1000176772 ヴィラ・ベリーニ 659-0084 芦屋市月若町２－１７ 797321777 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社ベリーニ 代表取締役 山田 静華 659-0084 兵庫県芦屋市月若町２－１７ 797321777 神南(芦健)第1-16 令和2年4月20日 令和9年5月31日 令和2年4月20日
000028 1000176773 ヴィラ・ベリーニ 659-0084 芦屋市月若町２－１７ 797321777 そうざい製造業 一般 株式会社ベリーニ 代表取締役 山田 静華 659-0084 兵庫県芦屋市月若町２－１７ 797321777 神南(芦健)第1-17 令和2年4月20日 令和9年5月31日 令和2年4月20日
000028 1000176786 南風 659-0022 芦屋市打出町１－１３ 飲食店営業(4)その他 露店 今西 正幸 神南(芦健)第1-18 令和2年4月21日 令和7年5月31日 令和2年4月21日
000028 1000176794 赤石鹿ノ瀬 659-0015 芦屋市楠町６－９－１０２ 797230870 そうざい製造業 一般 河村 祐輔 神南(芦健)第1-19 令和2年4月21日 令和8年5月31日 令和2年4月21日



000028 1000176795 赤石鹿ノ瀬 659-0015 芦屋市楠町６－９－１０２ 797230870 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 河村 祐輔 神南(芦健)第1-20 令和2年4月21日 令和8年5月31日 令和2年4月21日
000028 1000176822 Ａｓｈｉｙａ　ＳＷＥＥＴ 659-0072 芦屋市川西町２－３７－２０７ 797213550 飲食店営業(4)その他 一般 菊間 弓湖 神南(芦健)第1-21 令和2年4月23日 令和8年5月31日 令和2年4月23日
000028 1000176832 檸檬樹 659-0083 芦屋市西山町１１－５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大久保 絵里奈 神南(芦健)第1-22 令和2年4月24日 令和8年5月31日 令和2年4月24日
000028 1000176878 柚子商店 659-0055 芦屋市竹園町２－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山下 正美 神南(芦健)第1-24 令和2年4月28日 令和8年5月31日 令和2年4月28日
000028 1000176895 芦屋焼肉　結　ｙｕｉ 659-0091 芦屋市東山町４－１３クロスビル１Ｆ 797989600 食肉販売業 一般 Ａｒｃ株式会社 代表取締役 川畑 慎一郎 659-0091 大阪府大阪市西区新町１－３３－１ＯＮＥＳＨＩＮＭＡＣＨＩ６０１号 661334504 神南(芦健)第1-26 令和2年4月28日 令和8年5月31日 令和2年4月28日
000028 1000176916 ＢＡＲ　ＧＲＥＥＮ 659-0092 芦屋市大原町５－５イチエンビル２Ｆ 797343688 飲食店営業(4)その他 一般 中尾 謙三 神南(芦健)第1-28 令和2年4月30日 令和8年5月31日 令和2年4月30日
000028 1000176917 シェ　ヴー 659-0061 芦屋市上宮川町２－８メインステージ芦屋２０１号 797220828 菓子製造業 一般 臼杵 健一 神南(芦健)第1-27 令和2年4月30日 令和8年5月31日 令和2年4月30日
000028 1000176942 千里しゃぶちん芦屋モンテメール店 659-0093 芦屋市船戸町１－２９モンテメール西館４Ｆ 797233393 食肉販売業 一般 株式会社栄弥 代表取締役 梅原 孝亮 560-0082 大阪府豊中市新千里東町１－３－５９ 668329508 神南(芦健)第1-29 令和2年4月30日 令和8年5月31日 令和2年4月30日
000028 1000176968 スパッツィオ・イノ 659-0065 芦屋市公光町９－３　ｉｚａビル３Ｆ 797238887 菓子製造業 一般 井上 崇司 神南(芦健)第1-30 令和2年5月11日 令和8年5月31日 令和2年5月11日
000028 1000176969 スパッツィオ・イノ 659-0065 芦屋市公光町９－３　ｉｚａビル３Ｆ 797238887 そうざい製造業 一般 井上 崇司 神南(芦健)第1-31 令和2年5月11日 令和8年5月31日 令和2年5月11日
000028 1000176988 ロコキッチン 659-0094 芦屋市松ノ内町１０－１８ボヌールバンドウ２Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 島田 弘子 神南(芦健)第1-32 令和2年5月14日 令和8年5月31日 令和2年5月14日
000028 1000177151 曽ろ利 659-0093 芦屋市船戸町２－１ 797231321 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社曾呂利新左衛門 代表社員 北村 広美 658-0073 兵庫県神戸市東灘区西岡本５－２－３２ 797231321 神南(芦健)第1-34 令和2年5月26日 令和8年5月31日 令和2年5月26日
000028 1000177165 ＢＯＴＴＥＧＡ　ＢＬＵＥ 659-0093 芦屋市船戸町３－２７ 797357555 そうざい製造業 一般 大島 隆司 神南(芦健)第1-36 令和2年5月27日 令和8年5月31日 令和2年5月27日
000028 1000177166 ＢＯＴＴＥＧＡ　ＢＬＵＥ 659-0093 芦屋市船戸町３－２７ 797357555 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 大島 隆司 神南(芦健)第1-37 令和2年5月27日 令和8年5月31日 令和2年5月27日
000028 1000177247 芦屋和奏こころ 659-0013 芦屋市岩園町９－１ 797617820 菓子製造業 一般 株式会社ＦＩＢＬＥ 代表取締役 原 健介 659-0013 兵庫県芦屋市岩園町９－１ 797617820 神南(芦健)第1-38 令和2年6月4日 令和8年8月31日 令和2年6月4日
000028 1000177271 ＲＯＦＵＵ 659-0093 芦屋市船戸町１－３１モンテメール本館３Ｆ 797618851 菓子製造業 一般 株式会社本高砂屋 代表取締役 杉田 肇 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西５－１ 788573333 神南(芦健)第1-40 令和2年6月5日 令和8年8月31日 令和2年6月5日
000028 1000177282 ドミノ・ピザ芦屋宮塚町店 659-0062 芦屋市宮塚町１５－６ 797346372 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＡＺＯ 代表取締役 足立 貴紀 663-8211 兵庫県西宮市今津山中町８－２５－１０３ 798760666 神南(芦健)第1-41 令和2年6月8日 令和8年8月31日 令和2年6月8日
000028 1000177283 ドミノ・ピザ芦屋宮塚町店 659-0062 芦屋市宮塚町１５－６ 797346372 菓子製造業 一般 株式会社ＡＺＯ 代表取締役 足立 貴紀 663-8211 兵庫県西宮市今津山中町８－２５－１０３ 798760666 神南(芦健)第1-42 令和2年6月8日 令和8年8月31日 令和2年6月8日
000028 1000177458 ｗｏｒｋ　ａｎｄ　ｐｌａｃｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社ｍａｐＢ 代表取締役 幟建 泰造 659-0093 兵庫県芦屋市船戸町５－２６ 797249020 神南(芦健)第1-44 令和2年6月25日 令和7年8月31日 令和2年6月25日
000028 1000177509 ＧＥＮＴＯ 659-0067 芦屋市茶屋之町７－１６ 797970543 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 源藤 あゆみ 神南(芦健)第1-45 令和2年6月30日 令和8年8月31日 令和2年6月30日
000028 1000177510 ＧＥＮＴＯ 659-0067 芦屋市茶屋之町７－１６ 797970543 菓子製造業 一般 源藤 あゆみ 神南(芦健)第1-46 令和2年6月30日 令和8年8月31日 令和2年6月30日
000028 1000177530 ミユキデリカ 659-0026 芦屋市西蔵町７－２０ 797902666 食肉処理業 一般 合同会社美由起デリカ 代表社員 池田 美由起 659-0026 兵庫県芦屋市西蔵町７－２０ 797902666 神南(芦健)第1-47 令和2年6月30日 令和8年8月31日 令和2年6月30日
000028 1000177531 ミユキデリカ 659-0026 芦屋市西蔵町７－２０ 797902666 食肉販売業 一般 合同会社美由起デリカ 代表社員 池田 美由起 659-0026 兵庫県芦屋市西蔵町７－２０ 797902666 神南(芦健)第1-48 令和2年6月30日 令和8年8月31日 令和2年6月30日
000028 1000177553 ＵＮＥ　ＰＥＴＩＴＥ　ＭＡＩＳＯＮ 659-0082 芦屋市山芦屋町２０－１１ 菓子製造業 一般 田島 裕美子 神南(芦健)第1-49 令和2年7月3日 令和8年8月31日 令和2年7月3日
000028 1000177560 Ｂｒｅａｄ　＆　Ｂｅｙｏｎｄ　Ａｓｈｉｙａ 659-0042 芦屋市緑町１０－７ 菓子製造業 一般 福岡 千絵子 神南(芦健)第1-50 令和2年7月3日 令和8年8月31日 令和2年7月3日
000028 1000177598 かごの屋芦屋店 659-0061 芦屋市上宮川町２－１４ 797212535 魚介類販売業 一般 株式会社ＫＲフードサービス 代表取締役 望月 進 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋３丁目６番２６号 668092143 神南(芦健)第1-51 令和2年7月8日 令和8年8月31日 令和2年7月8日
000028 1000177599 かごの屋芦屋店 659-0061 芦屋市上宮川町２－１４ 797212535 食肉販売業 一般 株式会社ＫＲフードサービス 代表取締役 望月 進 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋３丁目６番２６号 668092143 神南(芦健)第1-52 令和2年7月8日 令和8年8月31日 令和2年7月8日
000028 1000177619 Ｓｗｅｅｔ　ｃａｆｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 橘田 泰宜 神南(芦健)第1-55 令和2年7月9日 令和7年8月31日 令和2年7月9日
000028 1000177622 精道Ｂａｒ 659-0064 芦屋市精道町６－３ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＶＥＮＴＥ　ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 代表取締役 今西 勝利 659-0064 兵庫県芦屋市精道町６－３ 神南(芦健)第1-54 令和2年7月9日 令和8年8月31日 令和2年7月9日
000028 1000177671 鶴橋粉舗てこや　ＪＲ芦屋駅前店 659-0092 芦屋市大原町９－１－１３１ラポルテ東館 797912288 飲食店営業(4)その他 一般 ヴァリオ株式会社 代表取締役 利川 邦浩 543-0052 大阪府大阪市天王寺区大道１－１２－１３ 667760088 神南(芦健)第1-57 令和2年7月14日 令和8年8月31日 令和2年7月14日
000028 1000177672 ｅｆｕｃａ． 659-0067 芦屋市茶屋之町６－１４ 797312023 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 伊藤 由香 神南(芦健)第1-56 令和2年7月14日 令和8年8月31日 令和2年7月14日
000028 1000177820 芦屋　善国 659-0052 芦屋市伊勢町１０－２２－１０１ 797221500 菓子製造業 一般 中村 玲 神南(芦健)第1-58 令和2年7月31日 令和8年8月31日 令和2年7月31日
000028 1000177910 キュダモ　唐草庵 659-0066 芦屋市大桝町１－２１ 797235715 菓子製造業 一般 株式会社Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ 代表取締役 野口 卓馬 533-0031 大阪府大阪市東淀川区西淡路３－９－３８カーサフロル２０６ 663041655 神南(芦健)第1-59 令和2年8月11日 令和8年8月31日 令和2年8月11日
000028 1000177949 ＣＨＩ・ｉ・ＮＡ（チィナ） 659-0093 芦屋市船戸町１－２５　アルパ芦屋１階１１０号 797223222 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ワイズスマート株式会社 代表取締役 黄田 智也 659-0093 兵庫県芦屋市船戸町５－１８－１０２ 神南(芦健)第1-60 令和2年8月14日 令和8年8月31日 令和2年8月14日
000028 1000177950 ＣＨＩ・ｉ・ＮＡ（チィナ） 659-0093 芦屋市船戸町１－２５　アルパ芦屋１階１１０号 797223222 そうざい製造業 一般 ワイズスマート株式会社 代表取締役 黄田 智也 659-0093 兵庫県芦屋市船戸町５－１８－１０２ 神南(芦健)第1-61 令和2年8月14日 令和8年8月31日 令和2年8月14日
000028 1000178047 食堂きふね 659-0067 芦屋市茶屋之町１１－５ベルアミー芦屋１Ｆ１０６号 飲食店営業(4)その他 一般 木船 崇志 神南(芦健)第1-63 令和2年8月25日 令和8年8月31日 令和2年8月25日
000028 1000178114 菓子工房ミスティルティン 659-0013 芦屋市岩園町４－２ 797635133 菓子製造業 一般 株式会社ヤドリギアート 代表取締役 芦田 和子 659-0013 兵庫県芦屋市岩園町４－２ 797635133 神南(芦健)第1-64 令和2年8月28日 令和8年8月31日 令和2年8月28日
000028 1000178115 Ｉｌ　ｍａｔｔｉｎｏ 659-0012 芦屋市朝日ケ丘町６－１１ブリージェ朝日ケ丘１０６ 797752500 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 代表取締役 小倉 智裕 659-0004 兵庫県芦屋市奥池南町１９－１０ 797696921 神南(芦健)第1-65 令和2年8月28日 令和8年8月31日 令和2年8月28日
000028 1000178155 アグロカリー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 安黒 聡太 神南(芦健)第1-68 令和2年9月2日 令和7年11月30日 令和2年9月2日
000028 1000178158 ル　ボヌ－ル　パリス 659-0094 芦屋市松ノ内町４－６アシヤパレエレガンス３０２号 797786222 菓子製造業 一般 株式会社Ｈ２Ｒ　Ｊａｐａｎ 代表取締役 秋山 裕実 659-0094 兵庫県芦屋市松ノ内町４－６ 797786222 神南(芦健)第1-67 令和2年9月2日 令和8年11月30日 令和2年9月2日
000028 1000178160 天ぷら　ペペ 659-0027 芦屋市若宮町５－１２瀬川ビル２０２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 門脇 則子 神南(芦健)第1-66 令和2年9月2日 令和8年11月30日 令和2年9月2日
000028 1000178278 ハニーバニー 659-0094 芦屋市松ノ内町１０－１７－１０１ 797268684 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西田 研 神南(芦健)第1-69 令和2年9月17日 令和8年11月30日 令和2年9月17日
000028 1000178279 ハニーバニー 659-0094 芦屋市松ノ内町１０－１７－１０１ 797268684 菓子製造業 一般 西田 研 神南(芦健)第1-70 令和2年9月17日 令和8年11月30日 令和2年9月17日
000028 1000178299 たこべ～ 659-0064 芦屋市精道町３－５ 797234050 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社サーブエステート 代表取締役 岸本 重男 659-0064 兵庫県芦屋市精道町３－５ 797234050 神南(芦健)第1-71 令和2年9月18日 令和8年11月30日 令和2年9月18日
000028 1000178454 栗林 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 栗林 章 神南(芦健)第1-74 令和2年10月5日 令和7年11月30日 令和2年10月5日
000028 1000178466 Ｒｉｏｓ　ラ・モール芦屋 659-0092 芦屋市大原町２－６－１２５号室 797902670 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 エビスクラフト合同会社 代表社員 奥田 洋三 659-0051 兵庫県芦屋市呉川町１２－１５ 797615224 神南(芦健)第1-75 令和2年10月6日 令和8年11月30日 令和2年10月6日
000028 1000178467 Ｒｉｏｓ　ラ・モール芦屋 659-0092 芦屋市大原町２－６－１２５号室 797902670 菓子製造業 一般 エビスクラフト合同会社 代表社員 奥田 洋三 659-0051 兵庫県芦屋市呉川町１２－１５ 797615224 神南(芦健)第1-76 令和2年10月6日 令和8年11月30日 令和2年10月6日
000028 1000178493 カフェ ａｔｉ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中川 貴美子 神南(芦健)第1-77 令和2年10月9日 令和7年11月30日 令和2年10月9日
000028 1000178513 あおやま菓匠 659-0051 芦屋市呉川町２－１７ 797315767 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社あおやま菓匠 代表取締役 青山 登 659-0051 兵庫県芦屋市呉川町２－１７ 797315767 神南(芦健)第1-78 令和2年10月12日 令和8年11月30日 令和2年10月12日
000028 1000178582 ｓｉｇｎａ　ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　芦屋川店 659-0094 芦屋市松ノ内町４－８芦屋川畔松ノ内邸１０４ 喫茶店営業 一般 株式会社アトリエニキティキ 代表取締役 西川 涼 180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町２－３１－８ 422214015 神南(芦健)第1-81 令和2年10月19日 令和8年11月30日 令和2年10月19日
000028 1000178690 キッチンカフェ　なりひら 659-0068 芦屋市業平町８－２４芦屋市民センター本館２階 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 公益社団法人芦屋市シルバー人材センター 代表理事 山中 健 659-0062 兵庫県芦屋市宮塚町２－２ 797321414 神南(芦健)第1-83 令和2年10月28日 令和8年11月30日 令和2年10月28日
000028 1000178694 フードトラック 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社北海 代表取締役 田鍋 仁章 657-0852 兵庫県神戸市灘区大石南町２－２－２ 788611656 神南(芦健)第1-84 令和2年10月28日 令和7年11月30日 令和2年10月28日
000028 1000178695 キッチンカーマーケット３号 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社オプティミスト 代表取締役 河西 大樹 546-0014 大阪府大阪市東住吉区鷹合３－１１－２３ 722899970 神南(芦健)第1-85 令和2年10月28日 令和7年11月30日 令和2年10月28日
000028 1000178734 バーンタイ 芦屋 659-0072 芦屋市川西町４－２　ＶＩＶＯ芦屋１Ｆ 797788559 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 有限会社バーンタイ 代表取締役 内西 宏美 650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通１丁目８－８ 783910545 神南(芦健)第1-86 令和2年10月29日 令和8年11月30日 令和2年10月29日
000028 1000178735 バーンタイ 芦屋 659-0072 芦屋市川西町４－２　ＶＩＶＯ芦屋１Ｆ 797788559 そうざい製造業 一般 有限会社バーンタイ 代表取締役 内西 宏美 650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通１丁目８－８ 783910545 神南(芦健)第1-87 令和2年10月29日 令和8年11月30日 令和2年10月29日
000028 1000178742 芦屋麒麟堂 659-0025 芦屋市浜町２－１３－１ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｊ＆Ｉ 代表取締役 尾中 博俊 659-0021 兵庫県芦屋市春日町１４－２２－１０６ 神南(芦健)第1-88 令和2年11月2日 令和8年11月30日 令和2年11月2日
000028 1000178754 玉置１ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 玉置 由美 神南(芦健)第1-89 令和2年11月4日 令和7年11月30日 令和2年11月4日
000028 1000178787 玉置２ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 玉置 由美 神南(芦健)第1-90 令和2年11月4日 令和7年11月30日 令和2年11月4日
000028 1000178798 北海道バタークレープ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 786515002 菓子製造業 自動車 ＪＵＳＥＴＺマーケティング株式会社 代表取締役 武智 剛 652-0853 兵庫県神戸市兵庫区今出在家町２－２－１８　２階 786515002 神南(芦健)第1-91 令和2年11月5日 令和7年11月30日 令和2年11月5日
000028 1000178825 ＬＥ　ＭＡＣＣＨＡＮ 659-0072 芦屋市川西町７－３芦屋川ビューハイツ１１１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松本 ゆう子 神南(芦健)第1-92 令和2年11月9日 令和8年11月30日 令和2年11月9日
000028 1000178826 旬魚と創作料理　芦屋ひすい 659-0092 芦屋市大原町２－６ラモール芦屋 797788262 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社湯川 代表取締役 湯川 晋 658-0011 兵庫県神戸市東灘区森南町１－５－１ 784517040 神南(芦健)第1-93 令和2年11月9日 令和8年11月30日 令和2年11月9日
000028 1000178828 émif 659-0067 芦屋市茶屋之町１１－５ベルアミー芦屋１０１ 菓子製造業 一般 柳瀬 文恵 神南(芦健)第1-94 令和2年11月10日 令和8年11月30日 令和2年11月10日
000028 1000178912 Ｓｗｅｅｔ　ｃａｆｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 橘田 泰宜 神南(芦健)第1-95 令和2年11月18日 令和7年11月30日 令和2年11月18日
000028 1000178950 ファミリ－喫茶レマン 659-0022 芦屋市打出町１－１７ 797312431 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 古川 裕靖 神南(芦健)第1-96 令和2年11月20日 令和8年11月30日 令和2年11月20日
000028 1000178997 Ｌｉｃｏｒｎｅ  ＪＥＩＬ ＣＨＩＣＫＥＮ 659-0092 芦屋市大原町５－１８ＤＡＮビル１０２号室 797616157 そうざい製造業 一般 日本サロネーゼ株式会社 代表取締役 桔梗 有香子 659-0092 兵庫県芦屋市大原町４－２ 797266511 神南(芦健)第1-97 令和2年11月26日 令和8年11月30日 令和2年11月26日
000028 1000179071 鮨　須澤 659-0064 芦屋市精道町２－１６ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 須澤 宏光 神南(芦健)第1-99 令和2年12月1日 令和9年2月28日 令和2年12月1日
000028 1000179083 牛すじカレー．カレー屋Ｌｉｋｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 河野 雄一郎 神南(芦健)第1-100 令和2年12月2日 令和8年2月28日 令和2年12月2日
000028 1000179086 ＦＡＴＣＡＭＰ　Ｋｉｔｃｈｅｎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 山野 壮志 神南(芦健)第1-101 令和2年12月2日 令和8年2月28日 令和2年12月2日
000028 1000179130 パヴェアルチザン芦屋本店 659-0067 芦屋市茶屋之町４－１３－１０１ 797629410 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社キャンディーフ 代表取締役 藤本 宜晴 659-0002 兵庫県芦屋市奥山１－１５５１ 797628648 神南(芦健)第1-102 令和2年12月8日 令和9年2月28日 令和2年12月8日
000028 1000179131 パヴェアルチザン芦屋本店 659-0067 芦屋市茶屋之町４－１３－１０１ 797629410 菓子製造業 一般 株式会社キャンディーフ 代表取締役 藤本 宜晴 659-0002 兵庫県芦屋市奥山１－１５５１ 797628648 神南(芦健)第1-103 令和2年12月8日 令和9年2月28日 令和2年12月8日
000028 1000179193 芦屋市立精道中学校 659-0024 芦屋市南宮町９－７ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社東洋食品 代表取締役 荻久保 英男 110-0015 東京都台東区東上野１－１４－４ 338361291 神南(芦健)第1-109 令和2年12月15日 令和10年2月29日 令和2年12月15日
000028 1000179199 ＣＲＥＰＥ　ＤＥ　ＦＵＦＵ　ＡＳＨＩＹＡ 659-0095 芦屋市東芦屋町５－３ 飲食店営業(4)その他 一般 石井 恵 神南(芦健)第1-110 令和2年12月15日 令和9年2月28日 令和2年12月15日
000028 1000179200 ＣＲＥＰＥ　ＤＥ　ＦＵＦＵ　ＡＳＨＩＹＡ 659-0095 芦屋市東芦屋町５－３ 菓子製造業 一般 石井 恵 神南(芦健)第1-111 令和2年12月15日 令和9年2月28日 令和2年12月15日
000028 1000179247 Ａｍｂｉｋａ 659-0064 芦屋市精道町６－１２ 797388665 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 サントス バシャル 神南(芦健)第1-112 令和2年12月22日 令和9年2月28日 令和2年12月22日
000028 1000179298 (株)Ｆ．Ｐ．Ｈコーポレーション 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社Ｆ．Ｐ．Ｈコーポレーション 代表取締役 沖好 一郎 650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通２－３－１ 783911307 神南(芦健)第1-113 令和2年12月25日 令和8年2月28日 令和2年12月25日
000028 1000179398 カルチャー麻雀サロン　すずらん 659-0068 芦屋市業平町５－１業平ビル３階 飲食店営業(4)その他 一般 樫村 昭裕 神南(芦健)第1-114 令和3年1月14日 令和9年2月28日 令和3年1月14日
000028 1000179401 ワインとお酒と和心料理　Takasaki 659-0072 芦屋市川西町４－２ＶＩＶＯあしや２０２号 797807858 菓子製造業 一般 高﨑 智浩 神南(芦健)第1-115 令和3年1月14日 令和9年2月28日 令和3年1月14日
000028 1000179415 ピッツェリア　イル　サッチアーレ 659-0022 芦屋市打出町３－３０メインステージ打出 797386023 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社グラート 代表取締役 658-0053 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町６－８－２ 788587528 神南(芦健)第1-116 令和3年1月14日 令和9年2月28日 令和3年1月14日
000028 1000179416 ピッツェリア　イル　サッチアーレ 659-0022 芦屋市打出町３－３０メインステージ打出 797386023 そうざい製造業 一般 株式会社グラート 代表取締役 658-0053 兵庫県神戸市東灘区住吉宮町６－８－２ 788587528 神南(芦健)第1-117 令和3年1月14日 令和9年2月28日 令和3年1月14日
000028 1000179429 芦屋らん 659-0051 芦屋市呉川町１－１０－２０１ 797345239 飲食店営業(4)その他 一般 田中 明浩 神南(芦健)第1-118 令和3年1月18日 令和9年2月28日 令和3年1月18日
000028 1000179453 (株)プラン・ドゥ・クリエイト  ザ・レジデンス芦屋スイート事業所 659-0035 芦屋市海洋町１２－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社プラン・ドゥ・クリエイト 代表取締役 河野 秀雄 530-0053 大阪府大阪市北区末広町３－１１天しもビル７階 663625000 神南(芦健)第1-119 令和3年1月19日 令和10年2月29日 令和3年1月19日
000028 1000179462 カフェバー　デイバイデイ 659-0065 芦屋市公光町１０－２１ 飲食店営業(4)その他 一般 横田 由美子 神南(芦健)第1-120 令和3年1月19日 令和9年2月28日 令和3年1月19日
000028 1000179619 たこ焼　とんぼ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 植田 大介 神南(芦健)第1-121 令和3年2月3日 令和8年2月28日 令和3年2月3日
000028 1000179657 Ｆｏｏｄ＆Ｍｕｓｉｃ　ＲＩＴＯＲＯＶＯ 659-0022 芦屋市打出町３－３０　２Ｆ 797348345 飲食店営業(4)その他 一般 古堤 有斗 神南(芦健)第1-122 令和3年2月5日 令和9年2月28日 令和3年2月5日
000028 1000179705 兵庫県警察学校 659-0012 芦屋市朝日ケ丘町４０－１０ 797232111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社森本商店 代表取締役 森本 聰 651-1243 兵庫県神戸市北区山田町下谷上字芝山３－２ 785811788 神南(芦健)第1-124 令和3年2月10日 令和9年2月28日 令和3年2月10日
000028 1000179706 幸屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 加納 知之 神南(芦健)第1-123 令和3年2月10日 令和8年2月28日 令和3年2月10日
000028 1000179805 芦屋大学食堂 659-0011 芦屋市六麓荘町１３－２２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 心幸クリエイト株式会社 代表取締役 三尾 悦子 661-0976 兵庫県尼崎市潮江１丁目２番６号ＪＲＥ尼崎フロントビル２階 664985555 神南(芦健)第1-125 令和3年2月19日 令和9年2月28日 令和3年2月19日
000028 1000179807 芦屋高校食堂 659-0011 芦屋市六麓荘町１６－１８ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 心幸クリエイト株式会社 代表取締役 三尾 悦子 661-0976 兵庫県尼崎市潮江１丁目２番６号ＪＲＥ尼崎フロントビル２階 664985555 神南(芦健)第1-126 令和3年2月19日 令和9年2月28日 令和3年2月19日
000028 1000179830 岡山商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 岡山 哲也 神南(芦健)第1-127 令和3年2月24日 令和8年2月28日 令和3年2月24日
000028 1000179869 BRASSERIE　ASHIYA　Becchii37 659-0028 芦屋市打出小槌町２－３打出小槌ビル３０２ 797759257 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 浦邊 孝 神南(芦健)第1-129 令和3年2月25日 令和9年2月28日 令和3年2月25日
000028 1000179870 BRASSERIE　ASHIYA　Becchii37 659-0028 芦屋市打出小槌町２－３打出小槌ビル３０２ 797759257 菓子製造業 一般 浦邊 孝 神南(芦健)第1-130 令和3年2月25日 令和9年2月28日 令和3年2月25日
000028 1000179871 阪森 鶏輔 芦屋店 659-0066 芦屋市大桝町５－１２ 飲食店営業(4)その他 一般 さかもりず株式会社 代表取締役 森川 孝介 530-0044 大阪府大阪市北区東天満２－１０－４１ 神南(芦健)第1-128 令和3年2月25日 令和9年2月28日 令和3年2月25日
000028 1000179910 小宇宙食堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 林 資穎 神南(芦健)第1-131 令和3年3月1日 令和8年5月31日 令和3年3月1日
000028 1000180069 １階食品催場 659-0093 芦屋市船戸町１－３１株式会社大丸松坂屋百貨店　大丸芦屋店 797342111 菓子製造業 露店 株式会社大丸松坂屋百貨店 代表取締役 澤田 太郎 135-0042 東京都江東区木場２－１８－１１ 338207022 神南(芦健)第1-132 令和3年3月12日 令和8年5月31日 令和3年3月12日
000028 1000180071 カジュアルフレンチＫｕｒｏ９６ 659-0068 芦屋市業平町７－１６メゾン高橋１Ｆ 797389617 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｋ－ｆａｍｉｌｙ 代表取締役 伊達 洋平 659-0075 兵庫県芦屋市津知町１１－１５アルトレナガサワ１Ｆ 神南(芦健)第1-133 令和3年3月12日 令和9年5月31日 令和3年3月12日
000028 1000180147 うおせい 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 岡野 成行 神南(芦健)第1-134 令和3年3月22日 令和8年5月31日 令和3年3月22日
000028 1000180158 ステーキ屋　ケンちゃん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 783321270 飲食店営業(4)その他 露店 四本 聡司 神南(芦健)第1-136 令和3年3月22日 令和8年5月31日 令和3年3月22日
000028 1000180188 グランダ芦屋 659-0061 芦屋市上宮川町１－１４ 797257131 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＬＥＯＣ 代表取締役 田島 利行 100-0004 東京都千代田区大手町１－１－３ 352208550 神南(芦健)第1-137 令和3年3月23日 令和10年5月31日 令和3年3月23日
000028 1000180233 悦三郎 659-0066 芦屋市大桝町５－１３芦屋グランドビル１０２ 797252163 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社淡味 代表取締役 村津 徳昭 656-2311 兵庫県淡路市久留麻２２０４－１ 799709010 神南(芦健)第1-141 令和3年3月25日 令和9年5月31日 令和3年3月25日
000028 1000180270 居酒屋　宿六 659-0065 芦屋市公光町１０－１７オルヴィスビルＢ１Ｆ 797325291 飲食店営業(4)その他 一般 安藤 寿枝 神南(芦健)第1-140 令和3年3月25日 令和9年5月31日 令和3年3月25日
000028 1000180275 ｗｉｔｈ 659-0074 芦屋市平田町５－８芦屋サンプラザ１０１ 飲食店営業(4)その他 一般 大谷 典良 神南(芦健)第1-138 令和3年3月25日 令和9年5月31日 令和3年3月25日
000028 1000180276 Innovative　Restaurant　Ｓｏｕ　宗 659-0084 芦屋市月若町８－１５メゾン倉本１Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大津 宗弘 神南(芦健)第1-139 令和3年3月25日 令和9年5月31日 令和3年3月25日
000028 1000180327 みなと食堂・カフェバー 659-0022 芦屋市打出町１－６ 797266830 飲食店営業(4)その他 一般 新日本オーシャン株式会社 代表取締役 箕井 伸 550-0012 大阪府大阪市西区立売堀２－４－１９ 665431880 神南(芦健)第1-145 令和3年3月31日 令和9年5月31日 令和3年3月31日
000028 1000180454 バラッカ芦屋 659-0067 芦屋市茶屋之町３－４ビレッジサンエイト１０２ 797386162 そうざい製造業 一般 有限会社ストラダーレ 取締役 松原 祐司 659-0036 兵庫県芦屋市涼風町６－１９ 797553232 神南(芦健)第1-4 令和3年4月13日 令和9年5月31日 令和3年4月13日
000028 1000180456 ＢＡＫＥ　ＳＴＡＮＤ 659-0094 芦屋市松ノ内町１－２０ 797626699 菓子製造業 一般 株式会社芦屋酒井 代表取締役 酒井 健 659-0072 兵庫県芦屋市川西町１１－２－４０３ 797626912 神南(芦健)第1-2 令和3年4月13日 令和9年5月31日 令和3年4月13日
000028 1000180518 フランスパン神社芦屋本店 659-0092 芦屋市大原町９－１ラポルテ東館１Ｆ　１０１号室 797617070 菓子製造業 一般 株式会社寿幸 代表取締役 田中 寿幸 550-0014 大阪府大阪市西区北堀江１－２２－４２階 666439300 神南(芦健)第1-5 令和3年4月16日 令和9年5月31日 令和3年4月16日
000028 1000180535 ラ・スール・ドゥ・ユルスナール 659-0065 芦屋市公光町９－１ 797618252 菓子製造業 一般 有限会社バトン 代表取締役 森 寿夫 658-0065 兵庫県神戸市東灘区御影山手２－１－２０ 788558556 神南(芦健)第1-6 令和3年4月19日 令和9年5月31日 令和3年4月19日
000028 1000180536 Ｌｅ　ｃｈｏｃｏｌａｔｅ　ｃｈｅｒｒｙ．ｃ 659-0067 芦屋市茶屋之町２－２４ 797220214 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社スリジエ 代表取締役 中村 薫 659-0084 兵庫県芦屋市月若町５－１２ 797626889 神南(芦健)第1-7 令和3年4月19日 令和9年5月31日 令和3年4月19日
000028 1000180572 Ｍｒ．Ｓｈｒｉｍｐ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 東條 飛馬 神南(芦健)第1-8 令和3年4月21日 令和8年5月31日 令和3年4月21日
000028 1000180652 Ｂｅｌｌ’ｓ　Ｍａｒｋｅｔ 659-0092 芦屋市大原町９－１－１２９ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高田 五十鈴 神南(芦健)第1-11 令和3年4月26日 令和9年5月31日 令和3年4月26日
000028 1000180656 江戸前すし　竹 659-0021 芦屋市春日町２０－１ 797251558 魚介類販売業 一般 株式会社ゼンシン 代表取締役 的場 佐恵子 659-0021 兵庫県芦屋市春日町２０－１ 797251558 神南(芦健)第1-10 令和3年4月26日 令和9年5月31日 令和3年4月26日
000028 1000180710 Ｓａｒａｉ　ｏｆ　Ｍｉｎｅｒｖａ 659-0012 芦屋市朝日ケ丘町８－２２ 797231771 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社駿駿堂 代表取締役 伊藤 駿 665-0033 兵庫県宝塚市伊孑志２－９－３ 神南(芦健)第1-14 令和3年4月28日 令和9年5月31日 令和3年4月28日



000028 1000180711 ｖｉｏｌａ 659-0092 芦屋市大原町５－１６－１０１ 797251235 飲食店営業(4)その他 一般 伊藤 憲一 神南(芦健)第1-13 令和3年4月28日 令和9年5月31日 令和3年4月28日
000028 1000180712 Ｗｉｌｌ芦屋 659-0065 芦屋市公光町１１－５芦屋山下ビル１Ｆ 797228808 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ツー・エス・エー物流企画株式会社 代表取締役 蓑輪 光浩 658-0023 兵庫県神戸市東灘区深江浜町１５８ 784120338 神南(芦健)第1-12 令和3年4月28日 令和9年5月31日 令和3年4月28日
000028 1000180816 Ｃａｆｅ　Ｂａｒ　Ｃｏｃｏ 659-0095 芦屋市東芦屋町３－５ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社クリナン 代表取締役 小山 卓也 659-0091 兵庫県芦屋市東山町７－３ 神南(芦健)第1-16 令和3年5月11日 令和9年5月31日 令和3年5月11日
000028 1000180851 スマイルラボ 659-0052 芦屋市伊勢町４－１２ 797317288 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社メニースマイルＭ＆Ｓ 代表取締役 紅野 雅司 659-0052 兵庫県芦屋市伊勢町４－１２ 神南(芦健)第1-18 令和3年5月17日 令和9年5月31日 令和3年5月17日
000028 1000180852 酒場 ジェントルマン 大和 659-0083 芦屋市西山町１－８ 飲食店営業(4)その他 一般 中本 亮 神南(芦健)第1-17 令和3年5月17日 令和9年5月31日 令和3年5月17日
000028 1000180876 あしかふぇ 659-0011 芦屋市六麓荘町１３－２２芦屋大学内 797230661 飲食店営業(4)その他 一般 鍋島 奈穂子 神南(芦健)第1-19 令和3年5月18日 令和9年5月31日 令和3年5月18日
000028 1000180967 Ｌｕａｎａ　Ｌｉｆｅ　Ｃｏ． 659-0065 芦屋市公光町２－１３ 食肉販売業 一般 株式会社ルアナライフコーポレーション 代表取締役 坂本 三和 659-0065 兵庫県芦屋市公光町２－１３ 神南(芦健)第1-20 令和3年5月24日 令和9年5月31日 令和3年5月24日
000028 1000180968 ｓｕｍｉｒｅｉｒｏ 659-0091 芦屋市東山町８－１２２階東 菓子製造業 一般 戸田 すみれ 神南(芦健)第1-21 令和3年5月24日 令和9年5月31日 令和3年5月24日
000028 1000181000 ウィズ芦屋 659-0052 芦屋市伊勢町４－２１ 797230380 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人キャンピズ 理事 水流 寛二 541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町４－４－１３南星ビル７０１号室淡路町共同オフィス 676575001 神南(芦健)第1-23 令和3年5月25日 令和9年5月31日 令和3年5月25日
000028 1000181019 芦屋日記 659-0065 芦屋市公光町９－３ｉｚａビル２Ｆ 797235252 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 草野 智和 神南(芦健)第1-24 令和3年5月25日 令和9年5月31日 令和3年5月25日
000028 1000181020 芦屋日記 659-0065 芦屋市公光町９－３ｉｚａビル２Ｆ 797235252 菓子製造業 一般 草野 智和 神南(芦健)第1-25 令和3年5月25日 令和9年5月31日 令和3年5月25日
000028 1000181023 Ｂａｒ　ｋａｒｍａ 659-0065 芦屋市公光町８－４シルフィー芦屋１Ｆ 797343339 飲食店営業(4)その他 一般 山路 大志 神南(芦健)第1-22 令和3年5月24日 令和9年5月31日 令和3年5月24日
000028 1000181056 ドトールコーヒーショップ  ＪＲ芦屋駅前店 659-0093 芦屋市船戸町４－１－２１０ラポルテ本館２Ｆ 797341500 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 有限会社エックス・ワン 取締役 生田 雅也 659-0093 兵庫県芦屋市船戸町４－１－２１０ 神南(芦健)第1-26 令和3年5月28日 令和8年5月31日 令和3年5月28日
000028 1000181060 Ｂａｄｅｎ　Ｂａｄｅｎ　キッチンスタイル 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 石田 博子 神南(芦健)第1-27 令和3年5月28日 令和8年5月31日 令和3年5月28日
000028 1000181108 アンブレイス 659-0062 芦屋市宮塚町１２－１９ブルーノ芦屋１Ｆ 797571488 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 スーパープロジェット株式会社 代表取締役 斉藤 雅人 550-0014 大阪府大阪市西区北堀江１－１９－１ 665438111 神南(芦健)第1-28 令和3年5月31日 令和9年5月31日 令和3年5月31日
000028 1000181327 ＳＴＡＧＥ 659-0083 芦屋市西山町３－１０ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大橋 進 神南(芦健)第1-30 令和3年6月15日 令和9年8月31日 令和3年6月15日
000028 1000181397 芦屋焔 659-0065 芦屋市公光町９－４アルコーブ芦屋Ｂ１０３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中尾 武司 神南(芦健)第1-32 令和3年6月17日 令和9年8月31日 令和3年6月17日
000028 1000181423 ＶＣＴＲＡ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社ＤＥＤＩＣＡＴＥ 代表取締役 小川 哲哉 546-0042 大阪府大阪市東住吉区西今川２－１４－９ 667970009 神南(芦健)第1-31 令和3年6月15日 令和8年8月31日 令和3年6月15日
000028 1000181515 コーヒーポート芦屋浜 659-0036 芦屋市涼風町１４－３ 797205861 菓子製造業 一般 小川 桃世 神南(芦健)第1-33 令和3年6月25日 令和9年8月31日 令和3年6月25日
000028 1000181614 ＴＯＲＩＫＡＲＡ　ＳＴＡＮＤ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 牧野 講平 神南(芦健)第1-34 令和3年6月29日 令和8年8月31日 令和3年6月29日
000028 1000181697 喫茶フラワー 659-0027 芦屋市若宮町５－１３ 797220514 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 江村 夏海 神南(芦健)第1-35 令和3年7月5日 令和9年8月31日 令和3年7月5日
000028 1000181744 Ｗｉｌｌ芦屋 659-0065 芦屋市公光町１１－５芦屋山下ビル１Ｆ 797228808 菓子製造業 一般 ツー・エス・エー物流企画株式会社 代表取締役 蓑輪 光浩 658-0023 兵庫県神戸市東灘区深江浜町１５８ 784120338 神南(芦健)第1-36 令和3年7月5日 令和9年8月31日 令和3年7月5日
000028 1000181746 ＣＯＦＦＥＥ　ＳＰＩＲＩＴＳ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 下條 晃 神南(芦健)第1-37 令和3年7月6日 令和8年8月31日 令和3年7月6日
000028 1000181747 ｎａｔｕｒｅ． 659-0024 芦屋市南宮町２－２０ 飲食店営業(4)その他 一般 三輝工業株式会社 代表取締役 濱田 誠剛 555-0043 大阪府大阪市西淀川区大野１－５－１２ 664755156 神南(芦健)第1-38 令和3年7月7日 令和9年8月31日 令和3年7月7日
000028 1000181840 芦屋あげパン　パイクとそら 659-0095 芦屋市東芦屋町５－８ 797615835 菓子製造業 一般 株式会社パイクとそら 代表取締役 川端 輝彦 659-0094 兵庫県芦屋市松ノ内町５－５ 797753150 神南(芦健)第1-39 令和3年7月13日 令和9年8月31日 令和3年7月13日
000028 1000181878 ラフメイカー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 六岡 良太 神南(芦健)第1-40 令和3年7月13日 令和8年8月31日 令和3年7月13日
000028 1000181899 風鈴あいす 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 宮原 遼 神南(芦健)第1-41 令和3年7月13日 令和8年8月31日 令和3年7月13日
000028 1000181913 雄商 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 木下 雄基 神南(芦健)第1-42 令和3年7月14日 令和8年8月31日 令和3年7月14日
000028 1000181918 けやきや 659-0091 芦屋市東山町５－１０ＪＹリージェントファーストビル１０２ そうざい製造業 一般 松岡 伸郎 神南(芦健)第1-43 令和3年7月15日 令和9年8月31日 令和3年7月15日
000028 1000181986 芦屋　バナナ 659-0096 芦屋市山手町８－１６ 飲食店営業(4)その他 一般 横山 美也 神南(芦健)第1-45 令和3年7月21日 令和9年8月31日 令和3年7月21日
000028 1000182007 ＩＮ　ＴＨＡ　ＤＯＯＲ　ＢＲＥＷＩＮＧ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 782226330 飲食店営業(4)その他 露店40L インザドア合同会社 代表社員 中戸 正親 651-0094 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町３－３－２６－１階 782226330 神南(芦健)第1-44 令和3年7月16日 令和8年8月31日 令和3年7月16日
000028 1000182026 みんなのから揚げ　芦屋店  ＥＡＴＳＬＡＢＯ　芦屋店 659-0021 芦屋市春日町３－６春日マンション１０１ 797229515 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社國府 代表取締役 國府 陽一郎 659-0004 兵庫県芦屋市奥池南町５７－１ 神南(芦健)第1-46 令和3年7月26日 令和9年8月31日 令和3年7月26日
000028 1000182101 悦三郎 659-0066 芦屋市大桝町５－１３芦屋グランドビル１０２ 797252163 魚介類販売業 一般 株式会社淡味 代表取締役 村津 徳昭 656-2311 兵庫県淡路市久留麻２２０４－１ 799709010 神南(芦健)第1-142 令和3年3月25日 令和9年5月31日 令和3年3月25日
000028 1000182222 焼鳥　さかもと 659-0066 芦屋市大桝町５－１２大鳥屋ビル２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ケーズキッチン 代表取締役 阪本 径 662-0084 兵庫県西宮市樋之池町２４－１６ 神南(芦健)第1-56 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 1000182254 Ｆｕ福ｋｕ　Ｂｉｓｔｒｏ　Ｐｌａｎｃｈａ 659-0075 芦屋市津知町１１－１５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福原 章 神南(芦健)第1-62 令和3年8月2日 令和9年8月31日 令和3年8月2日
000028 1000182283 ヒカリノ 659-0031 芦屋市新浜町７－１０－６０８ 797311601 菓子製造業 一般 岡嵜 睦美 神南(芦健)第1-63 令和3年8月2日 令和9年8月31日 令和3年8月2日
000028 1000182300 アローツリー  芦屋モンテメール店 659-0093 芦屋市船戸町１－３１モンテメール本館４階Ｅ４０４区画 797626551 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会ユニークファースト 代表取締役 中嶋 弘一 540-0026 大阪府大阪市中央区内本町１－１－８ 669442292 神南(芦健)第1-68 令和3年8月4日 令和9年8月31日 令和3年8月4日
000028 1000182301 アローツリー  芦屋モンテメール店 659-0093 芦屋市船戸町１－３１モンテメール本館４階Ｅ４０４区画 797626551 菓子製造業 一般 株式会ユニークファースト 代表取締役 中嶋 弘一 540-0026 大阪府大阪市中央区内本町１－１－８ 669442292 神南(芦健)第1-69 令和3年8月4日 令和9年8月31日 令和3年8月4日
000028 1000182302 ホリーズカフェ　芦屋ラポルテ店 659-0092 芦屋市大原町９番１－Ｂ１１３号、Ｂ１１４号 797252155 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ホリーズ 代表取締役 堀尾 隆 601-8322 京都府京都市南区吉祥院定成町４番地２ 756820011 神南(芦健)第1-53 令和3年7月29日 令和9年8月31日 令和3年7月29日
000028 1000182370 グリーンヤード芦屋店 659-0028 芦屋市打出小槌町３－３ 797345450 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社リュリュ・サプライズ 代表取締役 金子 健太 650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町１－８－１ 797345433 神南(芦健)第1-73 令和3年8月10日 令和9年8月31日 令和3年8月10日
000028 1000182438 ＴＡＲＯ 659-0095 芦屋市東芦屋町３－５芦屋清洲プラザ２Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社タロー 代表取締役 武田 太郎 662-0084 兵庫県西宮市樋之池町２１－２９ハリマハイツ１Ｆ 798317175 神南(芦健)第1-74 令和3年8月10日 令和9年8月31日 令和3年8月10日
000028 1000182483 ＭＡＩＮＤＩＳＨ　ＤＥＬＩＣＡＴＥＳＳＥＮ 659-0014 芦屋市翠ケ丘町７－１０　１０１ 飲食店営業(4)その他 一般 林 裕子 神南(芦健)第1-76 令和3年8月13日 令和9年8月31日 令和3年8月13日
000028 1000182484 鮨　竹下 659-0064 芦屋市精道町５－１ドムス芦屋１０１ 797697688 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社竹下 代表取締役 659-0074 兵庫県芦屋市平田町５－２５ 797697688 神南(芦健)第1-78 令和3年8月16日 令和10年8月31日 令和3年8月16日
000028 1000182486 Ｒｉｏｓ　芦屋浜 659-0051 芦屋市呉川町１２－１５ 797615224 飲食店営業(4)その他 一般 エビスクラフト合同会社 代表社員 奥田 洋三 659-0051 兵庫県芦屋市呉川町１２－１５ 797615624 神南(芦健)第1-77 令和3年8月16日 令和9年8月31日 令和3年8月16日
000028 1000182497 おいりぃ 659-0073 芦屋市平田北町２－１ 飲食店営業(4)その他 一般 山下 真澄 神南(芦健)第1-79 令和3年8月17日 令和9年8月31日 令和3年8月17日
000028 1000182532 芦屋市立潮見中学校 659-0043 芦屋市潮見町２０－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社南テスティパル 代表取締役 藤井 俊成 592-8333 大阪府堺市西区浜寺石津町西２－７－１０ 677110335 神南(芦健)第1-80 令和3年8月17日 令和10年8月31日 令和3年8月17日
000028 1000182731 おいりぃ 659-0073 芦屋市平田北町２－１ そうざい製造業 一般 山下 真澄 神南(芦健)第1-81 令和3年8月30日 令和9年8月31日 令和3年8月30日
000028 1000182847 オーガニックプラザ 659-0092 芦屋市大原町２－６－１１２ 797808862 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ヘルスライフ 代表取締役 中平 進也 602-0872 京都府京都市上京区丸太町通河原町東入駒之町５３６ 752548991 神南(芦健)第1-82 令和3年9月6日 令和10年11月30日 令和3年9月6日
000028 1000182848 オーガニックプラザ 659-0092 芦屋市大原町２－６－１１２ 797808862 菓子製造業 一般 株式会社ヘルスライフ 代表取締役 中平 進也 602-0872 京都府京都市上京区丸太町通河原町東入駒之町５３６ 752548991 神南(芦健)第1-83 令和3年9月6日 令和10年11月30日 令和3年9月6日
000028 1000182930 キッチン　フライパン 659-0021 芦屋市春日町３－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 横山 宗助 神南(芦健)第1-84 令和3年9月8日 令和9年11月30日 令和3年9月8日
000028 1000183091 焼肉　花菜 659-0093 芦屋市船戸町３－３エルフヴィラ１０１ 797912949 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社國府 代表取締役 國府 陽一郎 659-0004 兵庫県芦屋市奥池南町５７－１ 神南(芦健)第1-85 令和3年9月15日 令和10年11月30日 令和3年9月15日
000028 1000183092 焼肉　花菜 659-0093 芦屋市船戸町３－３エルフヴィラ１０１ 797912949 食肉販売業 一般 株式会社國府 代表取締役 國府 陽一郎 659-0004 兵庫県芦屋市奥池南町５７－１ 神南(芦健)第1-86 令和3年9月15日 令和10年11月30日 令和3年9月15日
000028 1000183245 ウラモリ　ＢＡＳＥ　ｃｏｏｐｅｒ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社リバーシップ 代表取締役 利川 幸大 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋３－４－１４天満ガーデン３Ｆ 663563902 神南(芦健)第1-87 令和3年9月21日 令和8年11月30日 令和3年9月21日
000028 1000183297 俺たちカレー部。 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 株式会社ＺＯＯＭ 代表取締役 荒木 友樹 651-0062 兵庫県神戸市中央区坂口通３－２－６ 787863664 神南(芦健)第1-88 令和3年9月21日 令和8年11月30日 令和3年9月21日
000028 1000183298 ＭＭＰ　鉄板ダイニングりゅう 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 笠井 俊和 神南(芦健)第1-89 令和3年9月21日 令和8年11月30日 令和3年9月21日
000028 1000183360 菓子屋　月ノ葉 659-0021 芦屋市春日町１－１５フリックコート１０３・１０４ 797223832 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 柏木 昇太 神南(芦健)第1-92 令和3年9月27日 令和9年11月30日 令和3年9月27日
000028 1000183361 菓子屋　月ノ葉 659-0021 芦屋市春日町１－１５フリックコート１０３・１０４ 797223832 菓子製造業 一般 柏木 昇太 神南(芦健)第1-93 令和3年9月27日 令和9年11月30日 令和3年9月27日
000028 1000183362 ＰＵＬＬ　ＳＥＡＳＯＮ　ぷるしーずん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社Ｓｈｉｋｉ 代表取締役 米村 龍次 650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通４－１－５－４０２ 783511775 神南(芦健)第1-91 令和3年9月27日 令和8年11月30日 令和3年9月27日
000028 1000183496 喜久屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 浜田 喜久 神南(芦健)第1-96 令和3年9月30日 令和8年11月30日 令和3年9月30日
000028 1000183497 喜久屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 浜田 喜久 神南(芦健)第1-97 令和3年9月30日 令和8年11月30日 令和3年9月30日
000028 1000183504 居酒屋　虎 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店80L 紙谷 真奈美 神南(芦健)第1-95 令和3年9月30日 令和8年11月30日 令和3年9月30日
000028 1000183680 ローソン芦屋川西店 659-0072 芦屋市川西町７－３ 797326884 飲食店営業(4)その他 一般 内田笑店株式会社 代表取締役 内田 高雄 659-0031 兵庫県芦屋市新浜町７－１０－１０６ 797310133 神南(芦健)第1-98 令和3年10月1日 令和9年11月30日 令和3年10月1日
000028 1000183724 北海道バタークレープ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 合同会社ラナイト 代表社員 武智 由菜 654-0045 兵庫県神戸市須磨区松風町５－１－１３ 神南(芦健)第1-99 令和3年10月4日 令和9年11月30日 令和3年10月4日
000028 1000183725 陳餐閣　芦屋店 659-0037 芦屋市南浜町２－２１ 797380606 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 陳 金涛 神南(芦健)第1-100 令和3年10月6日 令和9年11月30日 令和3年10月6日
000028 1000183728 有限会社　瑞宝 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 有限会社　瑞宝 代表取締役 亀田 寛 561-0845 大阪府豊中市利倉１－８－１８ 668641818 神南(芦健)第1-94 令和3年9月28日 令和8年11月30日 令和3年9月28日
000028 1000183749 Ｇｏｏｄ　Ｇｏｏｄ　ｆｏｏｄｓ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社ＦＵＮＰＡＮＹ 代表取締役 出口 健一 536-0008 大阪府大阪市城東区関目１－１６－１８ 5031880130 神南(芦健)第1-101 令和3年10月7日 令和9年11月30日 令和3年10月7日
000028 1000183873 たこ八 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社たこ八 代表取締役 曽根 光庸 542-0074 大阪府大阪市中央区千日前１－５－１９ 662125248 神南(芦健)第1-102 令和3年10月8日 令和9年11月30日 令和3年10月8日
000028 1000183876 株式会社元気のたねＫＦＶ 659-0023 芦屋市大東町１０－１４ 797628299 食品の小分け業 一般 株式会社元気のたねＫＦＶ 代表取締役 藤本 砂由美 659-0016 兵庫県芦屋市親王塚町７－３アメニティレジデンス親王塚３０１号 797628299 神南(芦健)第1-103 令和3年10月8日 令和9年11月30日 令和3年10月8日
000028 1000183890 小麦庵　志 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 柏木 淳志 神南(芦健)第1-104 令和3年10月8日 令和8年11月30日 令和3年10月8日
000028 1000184097 デリカフェ　ハウオリ 659-0023 芦屋市大東町１０－１２フロンテージ芦屋１０３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＳＴＨ 代表取締役 相田 幸弘 663-8143 兵庫県西宮市枝川町１０－１－３０６ 神南(芦健)第1-105 令和3年10月19日 令和9年11月30日 令和3年10月19日
000028 1000184160 ＯＧＡ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社ＯＧＡ 代表取締役 小笠原 由晃 651-0092 兵庫県神戸市中央区生田町３－３－１９　４Ｆ 782521161 神南(芦健)第1-108 令和3年10月19日 令和8年11月30日 令和3年10月19日
000028 1000184214 和心料理　Takasaki 659-0072 芦屋市川西町４－２－２０２ 797807858 そうざい製造業 一般 高﨑 智浩 神南(芦健)第1-111 令和3年10月21日 令和9年11月30日 令和3年10月21日
000028 1000184311 あしや喜楽苑 659-0043 芦屋市潮見町３１－１ 797627735 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内２－７－３ 332873611 神南(芦健)第1-112 令和3年10月21日 令和10年11月30日 令和3年10月21日
000028 1000184357 炭火酒場　ＳＴＡＮＤ５５５ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社神防社 代表取締役 651-0071 兵庫県神戸市中央区筒井町２－３－２２ 782413505 神南(芦健)第1-117 令和3年10月21日 令和8年11月30日 令和3年10月21日
000028 1000184546 鯛餡吉日堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 芦屋フルーツ株式会社 代表取締役 岩本 啓 659-0051 兵庫県芦屋市呉川町１６－１０－１ 797207405 神南(芦健)第1-125 令和3年11月1日 令和8年11月30日 令和3年11月1日
000028 1000184625 日本料理　眞田 659-0072 芦屋市川西町２－３７芦屋サウザンドビル１０３号 797256360 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 眞田 章仁 神南(芦健)第1-127 令和3年11月4日 令和9年11月30日 令和3年11月4日
000028 1000184676 Ａｎｈｅｌｏ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 井本 佳希 神南(芦健)第1-128 令和3年11月5日 令和8年11月30日 令和3年11月5日
000028 1000184904 ｃａｆｅ　Ｍａｄｒｅ 659-0072 芦屋市川西町４－２２ＮＬＣビルＢ１ 797618715 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社古川工務店 代表取締役 古川 満秀 591-8002 大阪府堺市北区北花田町３－３６－６ 722674164 神南(芦健)第1-133 令和3年11月9日 令和9年11月30日 令和3年11月9日
000028 1000184912 香港海鮮料理　海南 659-0016 芦屋市親王塚町１３－１５岸里ビル２０２号 797326665 そうざい製造業 一般 海南国際株式会社 代表取締役 李 暢鵬 659-0016 兵庫県芦屋市親王塚町１３－１５－２０２ 神南(芦健)第1-134 令和3年11月10日 令和9年11月30日 令和3年11月10日
000028 1000185036 ビッグビーンズ芦屋店 659-0092 芦屋市大原町１６－２１ 797237616 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社髙鍋食品 代表取締役 髙鍋 裕彦 553-0003 大阪府大阪市福島区福島１－６－８ 664417616 神南(芦健)第1-135 令和3年11月15日 令和9年11月30日 令和3年11月15日
000028 1000185037 ビッグビーンズ芦屋店 659-0092 芦屋市大原町１６－２１ 797237616 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社髙鍋食品 代表取締役 髙鍋 裕彦 553-0003 大阪府大阪市福島区福島１－６－８ 664417616 神南(芦健)第1-136 令和3年11月15日 令和9年11月30日 令和3年11月15日
000028 1000185038 ビッグビーンズ芦屋店 659-0092 芦屋市大原町１６－２１ 797237616 魚介類販売業 一般 株式会社髙鍋食品 代表取締役 髙鍋 裕彦 553-0003 大阪府大阪市福島区福島１－６－８ 664417616 神南(芦健)第1-137 令和3年11月15日 令和9年11月30日 令和3年11月15日
000028 1000185039 ビッグビーンズ芦屋店 659-0092 芦屋市大原町１６－２１ 797237616 食肉販売業 一般 株式会社髙鍋食品 代表取締役 髙鍋 裕彦 553-0003 大阪府大阪市福島区福島１－６－８ 664417616 神南(芦健)第1-138 令和3年11月15日 令和9年11月30日 令和3年11月15日
000028 1000185040 ビッグビーンズ芦屋店 659-0092 芦屋市大原町１６－２１ 797237616 食肉販売業 一般 株式会社髙鍋食品 代表取締役 髙鍋 裕彦 553-0003 大阪府大阪市福島区福島１－６－８ 664417616 神南(芦健)第1-139 令和3年11月15日 令和9年11月30日 令和3年11月15日
000028 1000185044 ビッグビーンズ芦屋店 659-0092 芦屋市大原町１６－２１ 797237616 食品の小分け業 一般 株式会社髙鍋食品 代表取締役 髙鍋 裕彦 553-0003 大阪府大阪市福島区福島１－６－８ 664417616 神南(芦健)第1-140 令和3年11月15日 令和9年11月30日 令和3年11月15日
000028 1000185045 ビッグビーンズ芦屋店 659-0092 芦屋市大原町１６－２１ 797237616 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社髙鍋食品 代表取締役 髙鍋 裕彦 553-0003 大阪府大阪市福島区福島１－６－８ 664417616 神南(芦健)第1-141 令和3年11月15日 令和9年11月30日 令和3年11月15日
000028 1000185369 コリアンチキンハルハル 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 加藤 拓実 神南(芦健)第1-142 令和3年11月22日 令和8年11月30日 令和3年11月22日
000028 1000185646 ｆｉｏｒｅ 659-0065 芦屋市公光町８－３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 永田 結花 神南(芦健)第1-149 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 1000185685 つながるつながるカフェ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 神南(芦健)第1-150 令和3年11月29日 令和8年11月30日 令和3年11月29日
000028 1000185742 （株）いかりスーパーマーケット芦屋店 659-0013 芦屋市岩園町１－２５ 797327001 魚介類販売業 一般 株式会社いかりスーパーマーケット 代表取締役 行光 博志 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町１－１５－８ 664216074 神南(芦健)第1-143 令和3年11月24日 令和9年11月30日 令和3年11月24日
000028 1000185743 （株）いかりスーパーマーケット芦屋店 659-0013 芦屋市岩園町１－２５ 797327001 食肉販売業 一般 株式会社いかりスーパーマーケット 代表取締役 行光 博志 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町１－１５－８ 664216074 神南(芦健)第1-144 令和3年11月24日 令和10年11月30日 令和3年11月24日
000028 1000185744 （株）いかりスーパーマーケット芦屋店 659-0013 芦屋市岩園町１－２５ 797327001 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社いかりスーパーマーケット 代表取締役 行光 博志 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町１－１５－８ 664216074 神南(芦健)第1-145 令和3年11月24日 令和10年11月30日 令和3年11月24日
000028 1000185745 （株）いかりスーパーマーケット芦屋店 659-0013 芦屋市岩園町１－２５ 797327001 そうざい製造業 一般 株式会社いかりスーパーマーケット 代表取締役 行光 博志 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町１－１５－８ 664216074 神南(芦健)第1-146 令和3年11月24日 令和10年11月30日 令和3年11月24日
000028 1000185746 （株）いかりスーパーマーケット芦屋店 659-0013 芦屋市岩園町１－２５ 797327001 菓子製造業 一般 株式会社いかりスーパーマーケット 代表取締役 行光 博志 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町１－１５－８ 664216074 神南(芦健)第1-147 令和3年11月24日 令和10年11月30日 令和3年11月24日
000028 1000185750 ｃａｆｅ＆Ｂａｒ　Ｒｏｏｔｓ 659-0072 芦屋市川西町２－３７芦屋サウザンドビル３０１号 797346336 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＮＥＷ　ＥＭＯＴＩＯＮ 代表取締役 江本 翔平 659-0072 兵庫県芦屋市川西町２－３７－３０１ 神南(芦健)第1-153 令和3年11月30日 令和9年11月30日 令和3年11月30日
000028 1000185751 （株）いかりスーパーマーケット芦屋店 659-0013 芦屋市岩園町１－２５ 797327001 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社いかりスーパーマーケット 代表取締役 行光 博志 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町１－１５－８ 664216074 神南(芦健)第1-148 令和3年11月24日 令和10年11月30日 令和3年11月24日
000028 1000185753 坂口商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 坂口 栄律子 神南(芦健)第1-151 令和3年11月29日 令和8年11月30日 令和3年11月29日
000028 1000185754 パナソニックエイジフリーケアセンター芦屋浜内  株式会社日米クック 659-0041 芦屋市若葉町３－２ 797227061 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社日米クック 代表取締役 米谷 素明 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中１－１７－２２ 664522135 神南(芦健)第1-152 令和3年11月30日 令和9年11月30日 令和3年11月30日
000028 1000185905 ロスティッチェリア　ラッフィナート 659-0092 芦屋市大原町１１－７ 797267888 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ラッフィナート 代表取締役 小阪 歩武 659-0092 兵庫県芦屋市大原町１１－７　１１番ビル 797267888 神南(芦健)第1-154 令和3年12月2日 令和10年2月29日 令和3年12月2日
000028 1000185906 リストランテ　ラッフィナート 659-0093 芦屋市船戸町５－２４ 797353444 そうざい製造業 一般 有限会社ラッフィナート 代表取締役 小阪 歩武 659-0093 兵庫県芦屋市船戸町５番２４号 797353444 神南(芦健)第1-155 令和3年12月2日 令和10年2月29日 令和3年12月2日
000028 1000185948 ケイクナチュール芦屋 659-0023 芦屋市大東町１０－１０ 菓子製造業 一般 西村 光明 神南(芦健)第1-156 令和3年12月3日 令和9年2月28日 令和3年12月3日
000028 1000186255 ＡＳＨＩＹＡ　ｄｅ　ＢＡＮＡＮＡ 659-0066 芦屋市大桝町５－１８ 797627255 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ビクターエナジー 代表取締役 姫野 修人 541-0046 大阪府大阪市中央区平野町２－５－８ 678785946 神南(芦健)第1-157 令和3年12月8日 令和10年2月29日 令和3年12月8日
000028 1000186289 キッチン田（１号車） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L トライト株式会社 代表取締役 山田 康生 570-0066 大阪府守口市梅園町８－１ 669954163 神南(芦健)第1-158 令和3年12月10日 令和9年2月28日 令和3年12月10日
000028 1000186290 キッチン田（２号車） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L トライト株式会社 代表取締役 山田 康生 570-0066 大阪府守口市梅園町８－１ 669954163 神南(芦健)第1-159 令和3年12月10日 令和9年2月28日 令和3年12月10日
000028 1000186292 ホザナ・カフェ 659-0066 芦屋市大桝町４－２１ 797227020 飲食店営業(4)その他 一般 ＮＰＯ法人ホザナ・ハウス 理事 森 康彦 657-0034 兵庫県神戸市灘区記田町５－６－２０　２階 788588566 神南(芦健)第1-160 令和3年12月10日 令和10年2月29日 令和3年12月10日
000028 1000186293 ホザナ・カフェ 659-0066 芦屋市大桝町４－２１ 797227020 そうざい製造業 一般 ＮＰＯ法人ホザナ・ハウス 理事 森 康彦 657-0034 兵庫県神戸市灘区記田町５－６－２０　２階 788588566 神南(芦健)第1-161 令和3年12月10日 令和10年2月29日 令和3年12月10日
000028 1000186399 ＲＯＣＫＥＴ　ＣＨＩＣＫＥＮ　ＫＯＢＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L ＪＡＭＭＹ　ＪＡＭ株式会社 代表取締役 志戸岡 卓司 650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町５－１３－１ 785998688 神南(芦健)第1-162 令和3年12月15日 令和9年2月28日 令和3年12月15日
000028 1000186413 覚王山フルーツ大福　弁才天　芦屋店 659-0092 芦屋市大原町２０－２４テラ芦屋 菓子製造業 一般 株式会社ＣＯＯＫＭＡＮ 代表取締役 立川 晃英 700-0825 岡山県岡山市北区田町１－２－２４ 862210086 神南(芦健)第1-163 令和3年12月15日 令和10年2月29日 令和3年12月15日
000028 1000186614 幸屋 659-0083 芦屋市西山町１－１ 飲食店営業(4)その他 一般 加納 知之 神南(芦健)第1-164 令和3年12月20日 令和10年2月29日 令和3年12月20日
000028 1000186620 Ｌａ・Ｂｒａｓｓｅｒｉｅ 659-0094 芦屋市松ノ内町１－２０アルパ芦屋２－１０５ 797226699 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社芦屋酒井 代表取締役 酒井 健 659-0072 兵庫県芦屋市川西町１１－２－４０３ 797626912 神南(芦健)第1-165 令和3年12月22日 令和11年2月28日 令和3年12月22日
000028 1000186621 ＢＡＫＥ　ＳＴＡＮＤ 659-0094 芦屋市松ノ内町１－２０ 797626699 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社芦屋酒井 代表取締役 酒井 健 659-0072 兵庫県芦屋市川西町１１－２－４０３ 797626912 神南(芦健)第1-166 令和3年12月22日 令和10年2月29日 令和3年12月22日
000028 1000186635 茶と菓と　いい日 659-0065 芦屋市公光町２－３ 797358808 飲食店営業(4)その他 一般 松本 康生 神南(芦健)第1-167 令和3年12月22日 令和10年2月29日 令和3年12月22日



000028 1000186733 ｆｕｍｏｔｏ 659-0083 芦屋市西山町２３－２１ 飲食店営業(4)その他 一般 加藤 純子 神南(芦健)第1-168 令和3年12月27日 令和10年2月29日 令和3年12月27日
000028 1000186994 Ｌｅ　Ｐｅｔｉｔ　Ｃａｄｅａｕ 659-0067 芦屋市茶屋之町５－１２　ｽﾀｱﾘｨｱｲ芦屋２階 797350262 菓子製造業 一般 湯淺 康二 神南(芦健)第1-170 令和4年1月18日 令和10年2月29日 令和4年1月18日
000028 1000187032 喫茶　り・らん 659-0043 芦屋市潮見町３１－１ 797349287 飲食店営業(4)その他 一般 社会福祉法人きらくえん 土谷 千津子 660-0807 兵庫県尼崎市長洲西通２－８－３ 664889287 神南(芦健)第1-169 令和4年1月14日 令和10年2月29日 令和4年1月14日
000028 1000187140 ａｓ　ａｓ　ｐｏｓｓｉｂｌｅ 659-0091 芦屋市東山町２９－２０ 菓子製造業 一般 藤田 貴子 神南(芦健)第1-174 令和4年1月25日 令和10年2月29日 令和4年1月25日
000028 1000187368 Imo Kuri Nankin ASHIYA 659-0092 芦屋市大原町２８－７－１ 797231055 菓子製造業 一般 株式会社然 代表取締役 鈴木 一誠 659-0065 兵庫県芦屋市公光町４－２０－３０３ 797353120 神南(芦健)第1-189 令和4年2月9日 令和10年2月29日 令和4年2月9日
000028 1000187457 コウノ食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社コウノ食品 代表取締役 河野 利治 577-0022 大阪府東大阪市荒本新町７－２５ 643087500 神南(芦健)第1-192 令和4年2月15日 令和9年2月28日 令和4年2月15日
000028 1000187513 壱 659-0066 芦屋市大桝町３－１６－１０２カサリナ７ 797788535 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 原口 隼平 神南(芦健)第1-194 令和4年2月21日 令和11年2月28日 令和4年2月21日
000028 1000187514 Ｋ２ 659-0091 芦屋市東山町１５－１２地下１０１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井上 郁弥 神南(芦健)第1-193 令和4年2月21日 令和10年2月29日 令和4年2月21日
000028 1000187639 ヤキニク　５２４ 659-0022 芦屋市打出町２－１６－１０２ 797764391 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小西 章仁 神南(芦健)第1-200 令和4年3月1日 令和10年5月31日 令和4年3月1日
000028 1000187668 ＣＣＲＣ豊泉家芦屋山手 659-0001 芦屋市剣谷９－１ 797235353 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人福祥福祉会 理事長 阿久根 賢一 560-0001 大阪府豊中市北緑丘２－９－５ 661521233 神南(芦健)第1-197 令和4年2月24日 令和11年2月28日 令和4年2月24日
000028 1000187671 なごみ 659-0001 芦屋市剣谷９－１ 797235353 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人福祥福祉会 理事長 阿久根 賢一 560-0001 大阪府豊中市北緑丘２－９－５ 661521233 神南(芦健)第1-198 令和4年2月24日 令和11年2月28日 令和4年2月24日
000028 1000187733 あんどーなつ専門店　あんでぃ 659-0066 芦屋市大桝町３－１７ 797626386 菓子製造業 一般 株式会社あんでぃ 代表取締役 殿山 新太郎 658-0013 兵庫県神戸市東灘区深江北町１－１０－１０プラスワン芦屋１Ｆ 782621505 神南(芦健)第1-201 令和4年3月4日 令和10年5月31日 令和4年3月4日
000028 1000187780 ｎｏｍａｄ商会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 谷村 明 神南(芦健)第1-202 令和4年3月7日 令和10年5月31日 令和4年3月7日
000028 1000187897 ＲＩＯ　ＣＯＦＦＥＥ　芦屋本店 659-0067 芦屋市茶屋之町４－１２－１０４ 797266667 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アルタレーナ 代表取締役 八木 俊匡 659-0067 兵庫県芦屋市茶屋之町４－１２－１０４ 797266667 神南(芦健)第1-203 令和4年3月10日 令和10年5月31日 令和4年3月10日
000028 1000187898 ＲＩＯ　ＣＯＦＦＥＥ　芦屋本店 659-0067 芦屋市茶屋之町４－１２－１０４ 797266667 菓子製造業 一般 株式会社アルタレーナ 代表取締役 八木 俊匡 659-0067 兵庫県芦屋市茶屋之町４－１２－１０４ 797266667 神南(芦健)第1-204 令和4年3月10日 令和10年5月31日 令和4年3月10日
000028 1000187901 肉処　一 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社ＹＡＳＵＩ 代表取締役 安井 大樹 654-0101 兵庫県神戸市須磨区白川字休間ヶ谷８９３－１ 787470755 神南(芦健)第1-205 令和4年3月10日 令和9年5月31日 令和4年3月10日
000028 1000188064 Ａｓｈｉｙａ　ＳＷＥＥＴ 659-0072 芦屋市川西町２－３７－２０７ 797213550 菓子製造業 一般 菊間 弓湖 神南(芦健)第1-206 令和4年3月22日 令和10年5月31日 令和4年3月22日
000028 1000188138 芋ぴっぴ。芦屋店 659-0092 芦屋市大原町９－１ラポルテ東館地下１階 飲食店営業(4)その他 一般 合同会社ｉｚｕｍｏ 職務執行者 坂口 貴徳 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中３－１４－１６靖安ビル２０３号室 666348030 神南(芦健)第1-207 令和4年3月25日 令和10年5月31日 令和4年3月25日
000028 1000188159 Ｌｕｃｋｙ　Ｃｈｕｂｂｙ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 田中 悠樹 神南(芦健)第1-208 令和4年3月28日 令和10年5月31日 令和4年3月28日
000028 1000188174 Ｒ　ｔｈｅ　ｗｉｎｅ　ｓｈｏｐ　Ａｓｈｉｙａ 659-0062 芦屋市宮塚町１６－２　Ｂ号 797616131 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社クレアシオンリーブル 代表取締役 渡辺 良平 658-0072 兵庫県神戸市東灘区岡本３－９－３５－１０９ 782006300 神南(芦健)第1-209 令和4年3月28日 令和10年5月31日 令和4年3月28日
000028 1000188308 桃源郷 659-0001 芦屋市剣谷９－１ 664443009 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 豊食株式会社 代表取締役 田中 成和 550-0003 大阪府大阪市西区京町堀１－１１－１ 664443009 神南(芦健)第1-210 令和4年3月31日 令和11年5月31日 令和4年3月31日
000028 1000188399 ユーハイム 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社ユーハイム 代表取締役 河本 英雄 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町７－７－４ 783021036 神南(芦健)第1-2 令和4年4月7日 令和10年5月31日 令和4年4月7日
000028 1000188421 神戸　芋屋　志のもと 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社アイエムオー 代表取締役 野元 篤志 670-0935 兵庫県姫路市北条口３－９２ 792267800 神南(芦健)第1-3 令和4年4月8日 令和10年5月31日 令和4年4月8日
000028 1000188507 Ｆ.Ｆ.マルシェ　芦屋（総菜） 659-0021 芦屋市春日町８－１ 797807225 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社日本フードセンター 代表取締役 國枝 尚隆 530-0051 大阪府大阪市北区太融寺町８－８日進ビルディング１００１ 666555595 神南(芦健)第1-10 令和4年4月15日 令和10年5月31日 令和4年4月15日
000028 1000188508 Ｆ.Ｆ.マルシェ　芦屋（サラダ） 659-0021 芦屋市春日町８－１ 797807225 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社フライフィッシュ 代表取締役 湯本 正基 530-0051 大阪府大阪市北区太融寺町８－８日進ビルディング１００１ 666555595 神南(芦健)第1-9 令和4年4月15日 令和10年5月31日 令和4年4月15日
000028 1000188560 給食のおばさん　大阪店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L リベージュインターナショナル有限会社 代表取締役 澁谷 良子 192-0046 東京都八王子市明神町３－２６－１ 426311538 神南(芦健)第1-11 令和4年4月18日 令和10年5月31日 令和4年4月18日
000028 1000188578 旅するビアトラック 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 小松 大輔 神南(芦健)第1-12 令和4年4月20日 令和9年5月31日 令和4年4月20日
000028 1000188953 ＣＨＥＣＫ＆ＳＴＲＩＰＥ  ｆａｂｒｉｃ＆ｔｈｉｎｇｓ 659-0094 芦屋市松ノ内町４ー８ー１０２ 797212323 菓子製造業 一般 株式会社ラブロ 代表取締役 在田 佳代子 659-0094 兵庫県芦屋市松ノ内町４－８－１０２号 783816691 神南(芦健)第1-31 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 1000188991 ＰＬＡＩＮＳ　ＭＡＲＫＥＴ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 平野 真也 神南(芦健)第1-33 令和4年5月13日 令和10年5月31日 令和4年5月13日
000028 1000189035 インド料理　ナワシャンティ 659-0093 芦屋市船戸町１－２５－１１４アルパ芦屋 797626463 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 スベディ マネー 神南(芦健)第1-34 令和4年5月18日 令和10年5月31日 令和4年5月18日
000028 1000189129 日本サロネーゼ株式会社 659-0092 芦屋市大原町４－２ 797381755 菓子製造業 一般 日本サロネーゼ株式会社 代表取締役 桔梗 有香子 659-0092 兵庫県芦屋市大原町４－２ 797381755 神南(芦健)第1-35 令和4年5月23日 令和10年5月31日 令和4年5月23日
000028 1000189369 Ｈｉｇｈｅｓｔ　Ｐｅａｋ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 柏本 美奈子 神南(芦健)第1-37 令和4年6月8日 令和9年8月31日 令和4年6月8日
000028 1000189385 ＮＡＭＡＳＴＥ　ＧＡＮＥＳＨ　ＭＡＨＡＬ 659-0061 芦屋市上宮川町３－７ 797313444 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ラミチャネ　クリシナ　パサード 神南(芦健)第1-38 令和4年6月9日 令和10年8月31日 令和4年6月9日
000028 1000189393 ぼんたぼんたJR芦屋店 659-0093 芦屋市船戸町１-３１　モンテメール１階 797387538 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社シャイン・フードファクトリー 代表取締役 阿部 弘次 540-0008 663146045 神南(芦健)第1-39 令和4年6月9日 令和11年8月31日 令和4年6月9日
000028 1000189530 Ｆ.Ｆ.マルシェ　芦屋 659-0021 芦屋市春日町８－１ 797807225 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社日本フードセンター 代表取締役 國枝 尚隆 530-0051 大阪府大阪市北区太融寺町８－８日進ビルディング１００１ 666555595 神南(芦健)第1-40 令和4年6月17日 令和10年8月31日 令和4年6月17日
000028 1000189531 Ｆ.Ｆ.マルシェ　芦屋 659-0021 芦屋市春日町８－１ 797807225 魚介類販売業 一般 株式会社日本フードセンター 代表取締役 國枝 尚隆 530-0051 大阪府大阪市北区太融寺町８－８日進ビルディング１００１ 666555595 神南(芦健)第1-41 令和4年6月17日 令和10年8月31日 令和4年6月17日
000028 1000189532 肉焼キ酒場　牛飲馬食 659-0066 芦屋市大桝町４－１５　１Ｆ 797617029 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社肉ゲキジョー 代表取締役 大鐘 秀人 659-0066 兵庫県芦屋市大桝町４－１５ 797757117 神南(芦健)第1-42 令和4年6月21日 令和10年8月31日 令和4年6月21日
000028 1000189536 cucina RIFUKA 659-0093 芦屋市船戸町７-２ 797222213 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社シーアンドシー 代表取締役 古川 博康 659-0093 兵庫県芦屋市船戸町７-２ 797318014 神南(芦健)第1-43 令和4年6月21日 令和10年8月31日 令和4年6月21日
000028 1000189571 豊泉家 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 豊食株式会社 代表取締役 田中 成和 550-0003 大阪府大阪市西区京町堀１－１１－１ 664443024 神南(芦健)第1-44 令和4年6月21日 令和9年8月31日 令和4年6月21日
000028 1000189727 ＫＩＬＩＧ 659-0084 芦屋市月若町８－１３－１０４ 797759750 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ラ・グリュー 代表取締役 西馬 崇 659-0012 兵庫県芦屋市朝日ケ丘町６－１１－１０５号 797759750 神南(芦健)第1-46 令和4年7月6日 令和10年8月31日 令和4年7月6日
000028 1000189728 ＫＩＬＩＧ 659-0084 芦屋市月若町８－１３－１０４ 菓子製造業 一般 株式会社ラ・グリュー 代表取締役 西馬 崇 659-0012 兵庫県芦屋市朝日ケ丘町６－１１－１０５号 797759750 神南(芦健)第1-47 令和4年7月6日 令和10年8月31日 令和4年7月6日
000028 1000189730 ふくれべ～る 659-0013 芦屋市岩園町４０－８ 菓子製造業 一般 山田 ひかる 神南(芦健)第1-45 令和4年7月6日 令和10年8月31日 令和4年7月6日
000028 1000189827 芦屋軒　東山ガーデン店 659-0091 芦屋市東山町３－３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 芦屋軒株式会社 代表取締役 西田 一雄 659-0083 兵庫県芦屋市西山町１－６ 797222981 神南(芦健)第1-48 令和4年7月11日 令和10年8月31日 令和4年7月11日
000028 1000189828 芦屋軒　東山ガーデン店 659-0091 芦屋市東山町３－３ そうざい製造業 一般 芦屋軒株式会社 代表取締役 西田 一雄 659-0083 兵庫県芦屋市西山町１－６ 797222981 神南(芦健)第1-49 令和4年7月11日 令和10年8月31日 令和4年7月11日
000028 1000189829 芦屋軒　東山ガーデン店 659-0091 芦屋市東山町３－３ 食肉販売業 一般 芦屋軒株式会社 代表取締役 西田 一雄 659-0083 兵庫県芦屋市西山町１－６ 797222981 神南(芦健)第1-50 令和4年7月11日 令和10年8月31日 令和4年7月11日
000028 1000189880 オルテンシア 659-0095 芦屋市東芦屋町７番５号 菓子製造業 一般 株式会社アキハラ 代表取締役 廣瀬 雅宣 659-0003 兵庫県芦屋市奥池町３６番２号 797220850 神南(芦健)第1-56 令和4年7月15日 令和10年8月31日 令和4年7月15日
000028 1000189887 生そば　江戸 659-0092 芦屋市大原町９番１号ラポルテ東館１１８、１１９号 797235520 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 永井商事　株式会社 代表取締役 658-0072 兵庫県神戸市東灘区岡本１－２－２７－９１２ 788555276 神南(芦健)第1-58 令和4年7月15日 令和10年8月31日 令和4年7月15日
000028 1000189891 山海百味　一駛 659-0092 芦屋市大原町１１番２４号ラポルテ北館１Ｆ１０１ 797380591 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上田 一駛 神南(芦健)第1-57 令和4年7月15日 令和10年8月31日 令和4年7月15日
000028 1000189910 STEELO 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 竹本 匡秀 神南(芦健)第1-59 令和4年7月19日 令和9年8月31日 令和4年7月19日
000028 1000189934 ｎｏｇｉｈｅｎ 659-0051 芦屋市呉川町１２－１６　２階 菓子製造業 一般 杉田 奈穂 神南(芦健)第1-60 令和4年7月20日 令和10年8月31日 令和4年7月20日
000028 1000189951 芦屋日記 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 草野 智和 神南(芦健)第1-61 令和4年7月21日 令和9年8月31日 令和4年7月21日
000028 1000189961 炭火屋台　魅鳥 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 野尻 真史 神南(芦健)第1-62 令和4年7月22日 令和9年8月31日 令和4年7月22日
000028 1000190048 ＧＹＯＺＡ　ＯＨＳＨＯ　阪神芦屋店 659-0065 芦屋市公光町１０番１４号 797351818 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社王将フードサービス 代表取締役 渡邊 直人 607-8307 京都府京都市山科区西野山射庭ノ上町２９４番地の１ 755921411 神南(芦健)第1-69 令和4年7月26日 令和11年8月31日 令和4年7月26日
000028 1000190051 島料理　喜八 659-0066 芦屋市大桝町７－１５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 新里 睦子 神南(芦健)第1-70 令和4年7月26日 令和10年8月31日 令和4年7月26日
000028 1000190052 ＥＶＩＡＮ 659-0067 芦屋市茶屋之町１１－８ 797324152 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 神山 佳士 神南(芦健)第1-71 令和4年7月26日 令和10年8月31日 令和4年7月26日
000028 1000190077 芦屋シーサイドテニス 659-0043 芦屋市潮見町３１－３ 797232932 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-8555 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３番１９号 788561003 神南(芦健)第1-74 令和4年7月27日 令和11年8月31日 令和4年7月27日
000028 1000190078 レストラン　一喜 659-0021 芦屋市春日町２１－６ 797227174 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　洋食工房一喜 代表取締役 正木 一喜 659-0021 兵庫県芦屋市春日町２１－６ 797227174 神南(芦健)第1-75 令和4年7月27日 令和10年8月31日 令和4年7月27日
000028 1000190080 ＭＵＬＯＴ 659-0092 芦屋市大原町２８－１６北野ハイツ３０６号 菓子製造業 一般 進藤 利依 神南(芦健)第1-76 令和4年7月27日 令和10年8月31日 令和4年7月27日
000028 1000190084 SHOW TIME 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 蜜浦 翔 神南(芦健)第1-77 令和4年7月27日 令和9年8月31日 令和4年7月27日
000028 1000190106 株式会社プロセコン 659-0067 芦屋市茶屋之町５－８－１０１ 797231516 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社プロセコン 代表取締役 吉田 優吾 659-0067 兵庫県芦屋市茶屋之町５－８－３０１ 797231516 神南(芦健)第1-72 令和4年7月27日 令和10年8月31日 令和4年7月27日
000028 1000190107 天ぷら 桜人 659-0067 芦屋市茶屋之町１０－９アルブルクール２階 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉田 直人 神南(芦健)第1-84 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日
000028 1000190108 コービー号 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社ワールド 代表取締役 新井 康作 661-0965 兵庫県尼崎市次屋２－１－４３ 664990831 神南(芦健)第1-85 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日
000028 1000190120 ＢＡＲ　ＦＡＣＴＯＲＹ 659-0066 芦屋市大桝町６－５－１ＳＴ　ＡＳＨＩＹＡ４Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 ファクトリー株式会社 代表取締役 上妻 茂昭 659-0051 兵庫県芦屋市呉川町１９－３－１０５ 神南(芦健)第1-86 令和4年8月2日 令和10年8月31日 令和4年8月2日
000028 1000190160 イシダファーム 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 石田 大輔 神南(芦健)第1-90 令和4年8月4日 令和9年8月31日 令和4年8月4日
000028 1000190229 パヴェアルチザンプリュス 659-0067 芦屋市茶屋之町４－１３－１０３ 797807783 菓子製造業 一般 株式会社キャンディーフ 代表取締役 藤本 宜晴 659-0002 兵庫県芦屋市奥山１－１５５１ 797628648 神南(芦健)第1-91 令和4年8月5日 令和10年8月31日 令和4年8月5日
000028 1000190230 パヴェアルチザンプリュス 659-0067 芦屋市茶屋之町４－１３－１０３ 797807783 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社キャンディーフ 代表取締役 藤本 宜晴 659-0002 兵庫県芦屋市奥山１－１５５１ 797628648 神南(芦健)第1-92 令和4年8月5日 令和10年8月31日 令和4年8月5日
000028 1000190236 株式会社ｃａｒｉｎｏ 659-0094 芦屋市松ノ内町３－１４チェリービュウ芦屋川２０１号 797807755 菓子製造業 一般 株式会社ｃａｒｉｎｏ 代表取締役 659-0094 兵庫県芦屋市松ノ内町４－６－２０１ 797807755 神南(芦健)第1-93 令和4年8月5日 令和10年8月31日 令和4年8月5日
000028 1000190354 たのしや 659-0066 芦屋市大桝町５－１２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＯＤＡＴ 代表取締役 小田 哲也 654-0131 兵庫県神戸市須磨区横尾５－４－１須磨フェルコリーナ１１２ 神南(芦健)第1-98 令和4年8月19日 令和10年8月31日 令和4年8月19日
000028 1000190355 たのしや 659-0066 芦屋市大桝町５－１２ そうざい製造業 一般 株式会社ＯＤＡＴ 代表取締役 小田 哲也 654-0131 兵庫県神戸市須磨区横尾５－４－１須磨フェルコリーナ１１２ 神南(芦健)第1-99 令和4年8月19日 令和10年8月31日 令和4年8月19日
000028 1000190372 ユーハイム 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社ユーハイム 代表取締役 河本 英雄 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町７－７－４ 783021001 神南(芦健)第1-100 令和4年8月22日 令和10年8月31日 令和4年8月22日
000028 1000190542 rupa90+9 659-0072 芦屋市川西町２－３７－２０６ 797615011 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 光希 神南(芦健)第1-102 令和4年9月1日 令和11年11月30日 令和4年9月1日
000028 1000190546 INDIAN NEPALI RESTAURANT GANGA 659-0024 芦屋市南宮町１－２１ 797226818 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 SHARMA DIPAK 神南(芦健)第1-103 令和4年9月1日 令和10年11月30日 令和4年9月1日
000028 1000190557 芦屋ダイニング　祥乃 659-0024 芦屋市南宮町１－２０中西ハイツ１０３号 797317558 飲食店営業(4)その他 一般 中西 祥乃 神南(芦健)第1-104 令和4年9月2日 令和10年11月30日 令和4年9月2日
000028 1000190562 サロン知恵 659-0093 芦屋市船戸町５－２アントス芦屋Ａ１０１ 797912023 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社タイキ 代表取締役 中村 興司 534-0014 大阪府大阪市都島区都島北通１－２－１６ 642534021 神南(芦健)第1-105 令和4年9月2日 令和10年11月30日 令和4年9月2日
000028 1000190575 Curious Wine Lab 659-0091 芦屋市東山町７－２１ 797340045 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社センチュリー 代表取締役 古河 大典 659-0091 兵庫県芦屋市東山町７－２１ 797340045 神南(芦健)第1-106 令和4年9月5日 令和10年11月30日 令和4年9月5日
000028 1000190578 香港海鮮料理　喜楽 659-0093 芦屋市船戸町２－１ラポルテ西館１Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社喜楽 代表取締役 谷瑞娟 651-0094 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町一丁目６－２３ 神南(芦健)第1-107 令和4年9月5日 令和10年11月30日 令和4年9月5日
000028 1000190592 てっぱん華 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 大谷 忠正 神南(芦健)第1-109 令和4年9月7日 令和10年11月30日 令和4年9月7日
000028 1000190595 芦屋鳥きよ 659-0093 芦屋市船戸町１－２５－１１３アルパ芦屋１Ｆ 797328252 そうざい製造業 一般 池田 恭史 神南(芦健)第1-108 令和4年9月7日 令和10年11月30日 令和4年9月7日
000028 1000190679 あしや竹園 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社竹園 代表取締役 福本 吉宗 659-0092 兵庫県芦屋市大原町１０－１－１０１ 797312341 神南(芦健)第1-110 令和4年9月13日 令和9年11月30日 令和4年9月13日
000028 1000190691 けやきや 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 797350033 飲食店営業(4)その他 露店40L 松岡 伸郎 神南(芦健)第1-111 令和4年9月14日 令和9年11月30日 令和4年9月14日
000028 1000190692 イムハウスカフェ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社フェアデザイン 代表取締役 山本 圭依子 663-8102 兵庫県西宮市松並町１－３０ 798657097 神南(芦健)第1-112 令和4年9月14日 令和10年11月30日 令和4年9月14日
000028 1000190732 パンケーキカフェ　キムラ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 千佳有限会社 取締役 木村 良介 650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通７丁目－２－２４ 783358447 神南(芦健)第1-113 令和4年9月20日 令和9年11月30日 令和4年9月20日
000028 1000190771 小麦庵　志 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 柏木 淳志 神南(芦健)第1-114 令和4年9月21日 令和9年11月30日 令和4年9月21日
000028 1000190845 ＤＯＬＭＡ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L ステージエム株式会社 代表取締役 泉本 政光 540-0004 大阪府大阪市中央区玉造２丁目１４－２ 667187080 神南(芦健)第1-115 令和4年9月27日 令和9年11月30日 令和4年9月27日
000028 1000190857 芦屋べびか 659-0094 芦屋市松ノ内町１－２０アルパ芦屋２号棟１１０ 797629050 菓子製造業 一般 株式会社Ｒｅｌａｐｓｅ 代表取締役 植野 匡英 659-0094 兵庫県芦屋市松ノ内町１－２０アルパ芦屋２号棟１１０号 797629050 神南(芦健)第1-116 令和4年9月27日 令和10年11月30日 令和4年9月27日
000028 1000190954 ｇｏｂｕｎ　ｎｏ　ｇｏ　芦屋店 659-0092 芦屋市大原町９－１－１１０２ 797341313 菓子製造業 一般 株式会社ワイズユナイテッド 代表取締役 山下 翔 650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通３－１２－１７ 785997395 神南(芦健)第1-117 令和4年10月4日 令和10年11月30日 令和4年10月4日
000028 1000191065 キッチンデリ　ルー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 森本 萌 神南(芦健)第1-118 令和4年10月6日 令和9年11月30日 令和4年10月6日
000028 1000191111 Ｄｉｎｉｎｇ　Ｍｉｎｅｔｔｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 青木 亮太 神南(芦健)第1-119 令和4年10月12日 令和9年11月30日 令和4年10月12日
000028 1000191162 ｃａｆｅ　Ｍａｄｒｅ 659-0072 芦屋市川西町４－２２ＮＬＣビルＢ１ 797618715 菓子製造業 一般 株式会社古川工務店 代表取締役 古川 満秀 591-8002 大阪府堺市北区北花田町３－３６－６ 722674164 神南(芦健)第1-120 令和4年10月14日 令和10年11月30日 令和4年10月14日
000028 1000191204 みさわのやさい 659-0093 芦屋市船戸町２－１ 797627280 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社三佐和 代表取締役 住永 一真 665-0845 兵庫県宝塚市栄町１－１８－２ 797862423 神南(芦健)第1-121 令和4年10月14日 令和10年11月30日 令和4年10月14日
000028 1000191286 タコッパち 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社匠夢 代表取締役 永島 昭彦 661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町８－３０－２ 675059666 神南(芦健)第1-132 令和4年10月24日 令和9年11月30日 令和4年10月24日
000028 1000191318 タコッパち 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社匠夢 代表取締役 永島 昭彦 661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町８－３０－２ 675059666 神南(芦健)第1-136 令和4年10月26日 令和9年11月30日 令和4年10月26日
000028 1000191371 ＢＲＩＭＦＵＬ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 吉﨑 泰介 神南(芦健)第1-137 令和4年10月27日 令和9年11月30日 令和4年10月27日
000028 1000191418 ＣｏＣｏ壱番屋　はっぴ商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社Tenacity 代表取締役 源 剛聡 573-0075 大阪府枚方市東香里３－３－１８カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋内 728603551 神南(芦健)第1-144 令和4年11月1日 令和9年11月30日 令和4年11月1日
000028 1000191430 Ｆｕｚｚｙ　ｂａｒ　ＡＮＫ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 西井 一泰 神南(芦健)第1-145 令和4年11月1日 令和9年11月30日 令和4年11月1日
000028 1000191496 芦屋　べに屋 659-0091 芦屋市東山町５－１２　１０３号 飲食店営業(4)その他 一般 紅屋 博文 神南(芦健)第1-146 令和4年11月2日 令和10年11月30日 令和4年11月2日
000028 1000191497 芦屋　べに屋 659-0091 芦屋市東山町５－１２　１０３号 水産製品製造業 一般 紅屋 博文 神南(芦健)第1-147 令和4年11月2日 令和10年11月30日 令和4年11月2日
000028 1000191518 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　ＮＩＫＯ 659-0066 芦屋市大桝町６－５－１ 797267202 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 幸田 景介 神南(芦健)第1-149 令和4年11月2日 令和11年11月30日 令和4年11月2日
000028 1000191586 Ｇｕｉ'ｓ　Ｂｕｒｇｅｒ 659-0066 芦屋市大桝町７－４ 797618230 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社Ｃｏｌｔｉｖｅ 代表取締役 リマセシリアチファグンデスギリエルメ 542-0082 大阪府大阪市中央区島之内２－１３－５ 神南(芦健)第1-164 令和4年11月9日 令和10年11月30日 令和4年11月9日
000028 1000191633 クレープリー・ルポ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 菊田 雄祐 神南(芦健)第1-168 令和4年11月11日 令和9年11月30日 令和4年11月11日
000028 1000191675 イレラ 659-0065 芦屋市公光町４－２５－Ｓｋｙ芦屋１Ｆ 797757278 菓子製造業 一般 豊田 達也 神南(芦健)第1-169 令和4年11月15日 令和10年11月30日 令和4年11月15日
000028 1000191713 喫茶フォーラム 659-0025 芦屋市浜町１２番３号 797358341 菓子製造業 一般 社会福祉法人かんでん福祉事業団 理事長 宮本 信之 659-0025 兵庫県芦屋市浜町１２番３号 797358341 神南(芦健)第1-170 令和4年11月16日 令和10年11月30日 令和4年11月16日
000028 1000191714 ピザ小憎 659-0022 芦屋市打出町１－１６ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西井 一泰 神南(芦健)第1-171 令和4年11月16日 令和10年11月30日 令和4年11月16日
000028 1000191738 居酒屋をさむ 659-0065 芦屋市公光町１０－１０Ｂブロック２Ｆ 797381619 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 渡邊 修 神南(芦健)第1-172 令和4年11月17日 令和10年11月30日 令和4年11月17日
000028 1000191771 ＫＮＯＴ 659-0072 芦屋市川西町２－３７－３０１ 飲食店営業(4)その他 一般 小林 孝成 神南(芦健)第1-176 令和4年11月18日 令和10年11月30日 令和4年11月18日
000028 1000191866 パティスリーアカイネコ 659-0093 芦屋市船戸町３－２４－２ 797316650 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社芦屋酒井 代表取締役 酒井 健 659-0072 兵庫県芦屋市川西町１１－２－４０３ 797626912 神南(芦健)第1-177 令和4年11月24日 令和10年11月30日 令和4年11月24日
000028 1000191867 パティスリーアカイネコ 659-0093 芦屋市船戸町３－２４－２ 797316650 菓子製造業 一般 株式会社芦屋酒井 代表取締役 酒井 健 659-0072 兵庫県芦屋市川西町１１－２－４０３ 797626912 神南(芦健)第1-178 令和4年11月24日 令和10年11月30日 令和4年11月24日
000028 1000191893 焼肉　喰天下 659-0061 芦屋市上宮川町３番７号 797323488 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩本 昇 神南(芦健)第1-181 令和4年11月25日 令和10年11月30日 令和4年11月25日
000028 1000191898 ビッグビーンズ芦屋店 659-0092 芦屋市大原町１６－２１ 797237616 そうざい製造業 一般 株式会社髙鍋食品 代表取締役 髙鍋 裕彦 553-0003 大阪府大阪市福島区福島１－６－８ 664417616 神南(芦健)第1-179 令和4年11月25日 令和10年11月30日 令和4年11月25日
000028 1000191899 とうふ工房 はな 659-0076 芦屋市清水町３－７ 豆腐製造業 一般 はな合同会社 代表社員 巽 恭子 659-0076 兵庫県芦屋市清水町３－７ 神南(芦健)第1-180 令和4年11月25日 令和10年11月30日 令和4年11月25日
000028 1000191930 スタジオパバローン 659-0091 芦屋市東山町２５－３０ベルエール芦屋１０７ 菓子製造業 一般 株式会社スタジオパバローン 代表取締役 川津 真理 659-0012 兵庫県芦屋市朝日ヶ丘町２０番８号 797381047 神南(芦健)第1-182 令和4年11月29日 令和10年11月30日 令和4年11月29日
000028 1000191949 芦屋ティグ 659-0065 芦屋市公光町４－２０ 797516371 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ｌｅｇａｍｅ 代表取締役 園田 裕子 532-0024 大阪府大阪市淀川区十三本町１丁目４－１１－３Ｆ 677772648 神南(芦健)第1-183 令和4年11月29日 令和10年11月30日 令和4年11月29日



000028 1000191985 Noble Tree Coffee Roasters 659-0072 芦屋市川西町１５－２０ 797962335 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｇｏｌｄｅｎ　Ｒａｔｉｏ 代表取締役 井上 美喜子 651-0056 兵庫県神戸市中央区熊内町１－８－１２－４１４ 5088803160 神南(芦健)第1-184 令和4年12月2日 令和11年2月28日 令和4年12月2日
000028 1000192060 とんかつ ひぐち 659-0071 芦屋市前田町５－８ 797224523 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社戎家 代表取締役 樋口 晴男 659-0071 兵庫県芦屋市前田町４－１０ 797224533 神南(芦健)第1-186 令和4年12月9日 令和11年2月28日 令和4年12月9日
000028 1000192064 上 659-0067 芦屋市茶屋之町１０－９arbre coeur 1階 797383781 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社餅匠しづく 代表取締役 石田 嘉宏 596-0048 大阪府岸和田市上野町西２１番１１号 724226601 神南(芦健)第1-185 令和4年12月8日 令和11年2月28日 令和4年12月8日
000028 1000192166 ＣｈｉｇｕｓＡ 659-0083 芦屋市西山町９－２ 飲食店営業(4)その他 一般 若間 智草 神南(芦健)第1-187 令和4年12月20日 令和11年2月28日 令和4年12月20日
000028 1000192187 アイオライト 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 五十嵐 昭憲 神南(芦健)第1-188 令和4年12月21日 令和10年2月29日 令和4年12月21日
000028 1000192231 ＴＲＡＴＴＯＲＩＡ ｅ ＢＡＲ　ＶＩＴＯ 659-0061 芦屋市上宮川町２－８第１９プロスパー芦屋　１Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中島 康幸 神南(芦健)第1-189 令和4年12月27日 令和11年2月28日 令和4年12月27日
000028 1000192233 ｓｐｉｃｅ　ｖｅｒｙ 659-0022 芦屋市打出町１－１８－１Ｆ 797965639 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡部 絵梨佳 神南(芦健)第1-190 令和4年12月27日 令和11年2月28日 令和4年12月27日
000028 1000192309 ＣＯＦＦＥＥ　ＨＯＵＳＥ　ＦＬＯＷＥＲ 659-0027 芦屋市若宮町５－１３－１Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鶴田 千春 神南(芦健)第1-192 令和5年1月12日 令和11年2月28日 令和5年1月12日
000028 1000192432 かっぽう猪澤 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 猪澤 佳晃 神南(芦健)第1-195 令和5年1月18日 令和10年2月29日 令和5年1月18日
000028 1000192509 Ｓａｌｏｎ ｄｅ　ＡｋａｉＲｉｂｏｎ　ａｓｈｉｙａ 659-0061 芦屋市上宮川町２－８プロスパー第１９ビル芦屋１０４、１０５号 235557 飲食店営業(4)その他 一般 宮地 幹子 神南(芦健)第1-202 令和5年1月26日 令和11年2月28日 令和5年1月26日
000028 1000192539 ｗｅｌｌｎｅｓｓ　ｇｙｍ＆ｃａｆｅ　ＮＩＺＥＮ 659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町１－２４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 廣橋 亜矢 神南(芦健)第1-204 令和5年1月30日 令和11年2月28日 令和5年1月30日
000028 1000192727 コロッケのころっ家　移動キッチン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L ＢＬＵＥ　ＴＥＲＲＡＣＥ株式会社 代表取締役 岩崎 友香 659-0066 兵庫県芦屋市大桝町１－１８ 797356220 神南(芦健)第1-214 令和5年2月15日 令和10年2月29日 令和5年2月15日
000028 1000192732 北海道漁火キッチン煉 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 743831420 飲食店営業(4)その他 自動車200L 北岡 大介 神南(芦健)第1-213 令和5年2月13日 令和10年2月29日 令和5年2月13日
000028 1000192774 いよや 659-0092 芦屋市大原町９－１ラポルテ東館Ｂ１２８ 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社伊予屋 取締役 松尾 雅人 658-0022 兵庫県神戸市東灘区深江南町３－５－１－６２０ 784132130 神南(芦健)第1-215 令和5年2月16日 令和11年2月28日 令和5年2月16日
000028 1000192781 １＋１カレー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社ビューティフルエアー 代表取締役 吉田 俊 651-0094 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町三丁目５番６号 788556129 神南(芦健)第1-218 令和5年2月17日 令和10年2月29日 令和5年2月17日
000028 1000192828 ｌ'ａｔｅｌｉｅｒ　ＰＡ 659-0087 芦屋市三条町１８－１ 菓子製造業 一般 嘉納 彩子 神南(芦健)第1-219 令和5年2月21日 令和11年2月28日 令和5年2月21日
000028 1000192880 寿イベント企画２ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 船谷 清 神南(芦健)第1-222 令和5年2月24日 令和10年2月29日 令和5年2月24日
000028 1000192881 寿イベント企画１ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 船谷 清 神南(芦健)第1-221 令和5年2月24日 令和10年2月29日 令和5年2月24日
000028 1000192898 天ぷら＆ワイン　芦屋　いわい 659-0012 芦屋市朝日ヶ丘町２８－２７タムラビル２Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社プレジャーフーズ 代表取締役 澤口 雄平 277-0081 千葉県柏市富里三丁目２番３５ 333613006 神南(芦健)第1-223 令和5年2月24日 令和11年2月28日 令和5年2月24日
000028 1000192949 自然の恵ごはん　かさねて 659-0052 芦屋市伊勢町１１－２３ そうざい製造業 一般 小林 加奈 神南(芦健)第1-224 令和5年2月28日 令和11年2月28日 令和5年2月28日
000028 1000192950 自然の恵ごはん　かさねて 659-0052 芦屋市伊勢町１１－２３ 菓子製造業 一般 小林 加奈 神南(芦健)第1-225 令和5年2月28日 令和11年2月28日 令和5年2月28日
000028 1000192952 Ｔｈｅ　Ｃｌａｐｈａｍ　Ｉｎｎ  （クラッパム・イン） 659-0083 芦屋市西山町１－７ 797353841 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社秀栄 代表取締役 伊藤 京美 662-0095 兵庫県西宮市美作町６－１７ 798726090 神南(芦健)第1-226 令和5年2月28日 令和11年2月28日 令和5年2月28日
000028 1000193014 あしや　竹園　ＪＲ芦屋店 659-0093 芦屋市船戸町１－３１西館　３階　Ｅ３１８ 797231133 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社竹園 代表取締役 福本 吉宗 659-0092 兵庫県芦屋市大原町１０－１－１０１ 797312341 神南(芦健)第1-229 令和5年3月6日 令和12年5月31日 令和5年3月6日
000028 1000193101 天串と海鮮の店　はれ天 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社ココカラ 代表取締役 戸塚 寛 534-0016 大阪府大阪市都島区友渕町３－７－５ 664545433 神南(芦健)第1-231 令和5年3月9日 令和10年5月31日 令和5年3月9日
000028 1000193109 Ａ-ＢＯＸ 659-0095 芦屋市東芦屋町１０－５ 菓子製造業 一般 バルク　ジェイ シガ 神南(芦健)第1-234 令和5年3月10日 令和11年5月31日 令和5年3月10日
000028 1000193112 たこ焼き＆ちょッとＢａｒ　Ｇａｒａｇｅ 000-0000 芦屋川東側道路（芦屋さくら祭り） 飲食店営業(4)その他 露店40L 内海 和枝 神南(芦健)第1-230 令和5年3月9日 令和10年5月31日 令和5年3月9日
000028 1000193120 芦屋鳥きよ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 池田 恭史 神南(芦健)第1-232 令和5年3月9日 令和10年5月31日 令和5年3月9日
000028 1000193123 よるのアイス 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 仲野 総真 神南(芦健)第1-233 令和5年3月9日 令和10年5月31日 令和5年3月9日
000028 1000193168 Ｃｏｏ　Ｋｉｔｃｈｅｎ 659-0072 芦屋市川西町２－３７芦屋サウザンドビル３０４ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｃ　ｉｓ 代表取締役 山口 知夏 658-0012 兵庫県神戸市東灘区本庄町１－２－２６アーバンコンフォート３０３ 788556570 神南(芦健)第1-235 令和5年3月14日 令和11年5月31日 令和5年3月14日
000028 1000193225 セブン－イレブンハートインＪＲ芦屋駅改札口 659-0093 芦屋市船戸町１－３０ 797310070 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット 代表取締役 中西 豊 661-0976 兵庫県尼崎市潮江１丁目２番１２号 649609863 神南(芦健)第1-236 令和5年3月14日 令和12年5月31日 令和5年3月14日
000028 1000193226 株式会社神嵜屋宗兵衛商店 659-0004 芦屋市奥池南町１－３５ 797267580 そうざい製造業 一般 株式会社神嵜屋宗兵衛商店 代表取締役 尾嵜 彰廣 659-0004 兵庫県芦屋市奥池南町５９－３７ 782032017 神南(芦健)第1-238 令和5年3月15日 令和12年5月31日 令和5年3月15日
000028 1000193227 株式会社神嵜屋宗兵衛商店 659-0004 芦屋市奥池南町１－３５ 797267580 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社神嵜屋宗兵衛商店 代表取締役 尾嵜 彰廣 659-0004 兵庫県芦屋市奥池南町５９－３７ 782032017 神南(芦健)第1-239 令和5年3月15日 令和12年5月31日 令和5年3月15日
000028 1000193228 株式会社神嵜屋宗兵衛商店 659-0004 芦屋市奥池南町１－３５ 797267580 漬物製造業 一般 株式会社神嵜屋宗兵衛商店 代表取締役 尾嵜 彰廣 659-0004 兵庫県芦屋市奥池南町５９－３７ 782032017 神南(芦健)第1-240 令和5年3月15日 令和12年5月31日 令和5年3月15日
000028 1000193263 寛々 659-0066 芦屋市大桝町５－１２　２階 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 安部 寛太 神南(芦健)第1-237 令和5年3月14日 令和11年5月31日 令和5年3月14日
000028 1000193462 ０Ｈ３６２９兵庫 659-0004 芦屋市奥池南町４１－１ 797311763 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 グリーンホスピタリティフードサービス株式会社 代表取締役 黒川 知輝 160-0023 東京都新宿区西新宿３丁目２０番２号 333794185 神南(芦健)第1-241 令和5年3月24日 令和12年5月31日 令和5年3月24日
000028 1000193466 芦屋大学　学生食堂 659-0011 芦屋市六麓荘町１３－２２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社なんすい食品 代表取締役 前田 靖文 658-0014 兵庫県神戸市東灘区北青木４－２４－１６ 784116081 神南(芦健)第1-243 令和5年3月28日 令和11年5月31日 令和5年3月28日
000028 1000193471 ＤＥＥＰ－ＢＬＵＥ　ＪＡＳＭＩＮＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 高野 由里 神南(芦健)第1-242 令和5年3月24日 令和10年5月31日 令和5年3月24日
000028 1000193483 ふる里 659-0065 芦屋市公光町８－６ 797314414 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 黒地 祥隆 神南(芦健)第1-244 令和5年3月29日 令和11年5月31日 令和5年3月29日
000028 1000193537 ＴＨＥ　ＢＡＲ 659-0062 芦屋市宮塚町１１－１８フリックコートアネックス1Ｆ 797321942 飲食店営業(4)その他 一般 小田 慎一郎 神南(芦健)第1-245 令和5年3月30日 令和11年5月31日 令和5年3月30日
000028 1000193614 cafe bistro  la　Médina　ashiya 659-0095 芦屋市東芦屋町５－８　ＲＥＴＯＲＯ住宅 797222233 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 竹田 みやび 神南(芦健)第1-1 令和5年4月6日 令和11年5月31日 令和5年4月6日
000028 1000193623 芦屋学園中学校・高等学校　食堂 659-0011 芦屋市六麓荘町１６－１８ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社なんすい食品 代表取締役 前田 靖文 658-0014 兵庫県神戸市東灘区北青木四丁目２４番１６号 784116081 神南(芦健)第1-2 令和5年4月7日 令和11年5月31日 令和5年4月7日
000028 1000193731 フレンチ串揚げ・炭焼　ＢＥＩＧＨＥＴ　芦屋 659-0093 芦屋市船戸町１－７ 797351301 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｈ＆Ｐａｒｔｎｅｒｓ 代表取締役 平山 英夫 530-0012 大阪府大阪市北区芝田二丁目４番２号牛丸ビル１０１号 664768733 神南(芦健)第1-3 令和5年4月12日 令和11年5月31日 令和5年4月12日
000028 1000193733 La Gare by Louis Robuchon 659-0093 芦屋市船戸町１－６ 797230233 菓子製造業 一般 株式会社ＦＢＤボールディングス 代表取締役 岡田 英雄 104-0061 東京都中央区銀座八丁目１０番６号 335732622 神南(芦健)第1-4 令和5年4月12日 令和11年5月31日 令和5年4月12日
000028 1000193765 ＫＯＭＥ　ＰＡＮＴＲＹ 659-0091 芦屋市東山町５－１０ＪＹリージェントファーストビル１階 797350081 菓子製造業 一般 関電サービス株式会社 代表取締役 時政 幸雄 530-0047 大阪府大阪市北区西天満５丁目１４番１０号 663651100 神南(芦健)第1-5 令和5年4月14日 令和11年5月31日 令和5年4月14日
000028 1000193808 ｈｉｐａｎｉ　ヒパニ 659-0051 芦屋市呉川町１－９　２階 797252344 そうざい製造業 一般 引田 力雄 神南(芦健)第1-6 令和5年4月19日 令和11年5月31日 令和5年4月19日
000028 1000193818 青朱白玄　五常 659-0091 芦屋市東山町１５－１２ネスト芦屋Ｂ１０１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 阿曽 将也 神南(芦健)第1-8 令和5年4月20日 令和11年5月31日 令和5年4月20日
000028 1000193827 ニコマル 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 大森 翔太 神南(芦健)第1-7 令和5年4月19日 令和10年5月31日 令和5年4月19日
000028 1000193898 芦裏庵 659-0066 芦屋市大桝町５-２０ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 八十 定樹 神南(芦健)第1-10 令和5年4月20日 令和11年5月31日 令和5年4月20日
000028 2000003072 焼肉　ミナミ 665-0054 宝塚市鹿塩1-1-13 798536199 飲食店営業(4)その他 一般 山本 八千代 神北(宝健)第20-3 平成29年4月17日 令和5年5月31日 昭和56年4月27日
000028 2000003077 ブランチ 665-0055 宝塚市大成町10-47 797728567 飲食店営業(4)その他 一般 津田 あつみ 神北(宝健)第20-88 平成29年10月6日 令和5年11月30日 昭和56年9月30日
000028 2000003085 喫茶軽食　ルーマー 665-0045 宝塚市光明町29-3エステート川西１Ｆ 0797-71-0167 飲食店営業(4)その他 一般 丸山 歌子 神北(宝健)第20-103 平成29年10月27日 令和5年11月30日 昭和61年10月23日
000028 2000003091 みやこ 665-0044 宝塚市末成町29-3 797736002 飲食店営業(4)その他 一般 大嶺 京子 神北(宝健)第2-77 令和2年5月7日 令和8年5月31日 昭和58年5月27日
000028 2000003098 まつ屋　小林店 665-0056 宝塚市中野町4-20中本ビル１Ｆ 797721429 飲食店営業(4)その他 一般 まつ屋食品株式会社 代表取締役 大西 光一 665-0035 兵庫県宝塚市逆瀬川1-13-1アピア３　Ｂ１ 797710591 神北(宝健)第2-283 令和2年10月7日 令和8年11月30日 昭和58年9月22日
000028 2000003104 鳥富 665-0056 宝塚市中野町4-24 0797-73-4696 飲食店営業(4)その他 一般 富永 文男 神北(宝健)第20-99 平成30年7月17日 令和6年8月31日 昭和32年7月11日
000028 2000003107 まつしま 665-0045 宝塚市光明町8-26 797734075 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松島 繁則 神北(宝健)第1-149 令和4年7月22日 令和10年8月31日 令和4年7月22日
000028 2000003112 まつ屋　小林店 665-0056 宝塚市中野町4-20中本ビル１Ｆ 797721429 食肉販売業 一般 まつ屋食品株式会社 代表取締役 大西 光一 665-0035 兵庫県宝塚市逆瀬川1-13-1アピア３　Ｂ１ 797710591 神北(宝健)第2-284 令和2年10月7日 令和8年11月30日 昭和58年9月22日
000028 2000003125 昌南苑 665-0034 宝塚市小林5-13-2 0797-71-2300 飲食店営業(4)その他 一般 南 敦世 神北(宝健)第20-35 平成30年4月19日 令和6年5月31日 昭和46年5月8日
000028 2000003139 カフェタイム　ハーフウェイ 665-0046 宝塚市福井町32-17松本ビル１Ｆ 0797-72-1913 飲食店営業(4)その他 一般 能登 修三 神北(宝健)第20-89 平成30年5月31日 令和6年5月31日 昭和62年3月13日
000028 2000003140 エクセル 665-0046 宝塚市福井町32-35 797733717 飲食店営業(4)その他 一般 横田 幸子 神北(宝健)第1-120 令和3年8月16日 令和9年8月31日 令和3年8月16日
000028 2000003146 喫茶軽食　酋長 665-0046 宝塚市福井町28-10 797725406 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 道本 千秋 神北(宝健)第1-333 令和4年11月16日 令和10年11月30日 令和4年11月16日
000028 2000003167 居酒屋　運 665-0033 宝塚市伊孑志2-17-12 797737016 飲食店営業(4)その他 一般 運天 まゆみ 神北(宝健)第20-183 平成29年11月21日 令和5年11月30日 昭和54年11月30日
000028 2000003173 アイドル 665-0035 宝塚市逆瀬川1-10-15 0797-71-1585 飲食店営業(4)その他 一般 小川 ハル子 神北(宝健)第20-20 平成30年4月17日 令和6年5月31日 昭和62年5月30日
000028 2000003179 くいじーぬ 665-0035 宝塚市逆瀬川1-5-24ヌーベル逆瀬川103号 797740707 飲食店営業(4)その他 一般 近藤 明 神北(宝健)第2-345 令和2年10月27日 令和8年11月30日 昭和63年10月18日
000028 2000003181 居酒屋　中義 665-0035 宝塚市逆瀬川1-8-24 797726013 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中塚 義夫 神北(宝健)第1-61 令和4年5月13日 令和10年5月31日 令和4年5月13日
000028 2000003182 鳥友 665-0035 宝塚市逆瀬川1-11-33 0797-71-5844 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　鳥友商店 代表取締役 亀野 修身 665-0035 兵庫県宝塚市逆瀬川1-2-1 0797-72-2524 神北(宝健)第20-102 平成30年7月18日 令和6年8月31日 昭和62年6月10日
000028 2000003185 かくれん慕 665-0035 宝塚市逆瀬川2-5-5 797733891 飲食店営業(4)その他 一般 松本 鈴子 神北(宝健)第20-41 平成29年5月15日 令和5年5月31日 昭和56年5月19日
000028 2000003204 宝塚ゴルフクラブカーディナル宝塚店甘香亭 665-0023 宝塚市蔵人字深谷1391-1 797723887 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社カーディナル 代表取締役 三好 康弘 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-2-9第一三好ビル 663443535 神北(宝健)第1-234 令和3年11月12日 令和9年11月30日 令和3年11月12日
000028 2000003206 むつみ 665-0011 宝塚市南口2-13-35 797726678 飲食店営業(4)その他 一般 山本 博子 神北(宝健)第20-195 平成30年1月15日 令和6年2月29日 昭和55年2月19日
000028 2000003216 喫茶　シュプール 665-0011 宝塚市南口2-12-14 711627 飲食店営業(4)その他 一般 柳楽 和宏 神北(宝健)第2-413 令和3年1月7日 令和9年2月28日 昭和48年2月3日
000028 2000003220 アモーレアベーラ 665-0011 宝塚市南口1-9-31 797713330 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　アモーレアベーラ 取締役 木戸 エルコレ 665-0011 兵庫県宝塚市南口1-9-31 797713330 神北(宝健)第20-126 平成29年11月8日 令和5年11月30日 昭和48年11月30日
000028 2000003225 やまもと 665-0003 宝塚市湯本町7-28 797871616 飲食店営業(4)その他 一般 山本 二郎 神北(宝健)第20-141 平成30年10月10日 令和6年11月30日 昭和40年10月1日
000028 2000003226 伊丹産業㈱宝塚寮 665-0003 宝塚市湯本町2-13 797848226 飲食店営業(3)旅館 一般 伊丹産業株式会社 代表取締役 北嶋 一郎 664-0851 兵庫県伊丹市中央五丁目5番10号 727830001 神北(宝健)第2-390 令和2年11月12日 令和8年11月30日 昭和53年10月18日
000028 2000003227 ホテル　エレガンス 665-0003 宝塚市湯本町5-25 797860605 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社大神商事 代表取締役 大神 直也 665-0003 兵庫県宝塚市湯本町5-25 797860605 神北(宝健)第1-297 令和4年1月17日 令和10年2月29日 令和4年1月17日
000028 2000003229 もんしぇーる 665-0003 宝塚市湯本町3-11メルヘン宝塚２０４号 844000 飲食店営業(4)その他 一般 筑紫 美沙 神北(宝健)第20-63 平成29年7月25日 令和5年8月31日 昭和56年7月14日
000028 2000003244 かとれあ 665-0842 宝塚市川面5-4-5 797873108 飲食店営業(4)その他 一般 土田 美知子 神北(宝健)第20-134 平成29年11月9日 令和5年11月30日 昭和45年10月20日
000028 2000003264 鹿野商店 665-0836 宝塚市清荒神参道（県下一円） 飲食店営業(4)その他 露店 鹿野 昇 神北(宝健)第2-251 令和2年8月17日 令和7年8月31日 昭和44年7月14日
000028 2000003268 喫茶　キヨ 665-0836 宝塚市清荒神1-7-5 0797-84-9001 飲食店営業(4)その他 一般 山本 順子 神北(宝健)第2-194 令和1年10月17日 令和7年11月30日 昭和46年11月30日
000028 2000003270 たんぽぽ 665-0836 宝塚市清荒神3-13-9 797872640 飲食店営業(4)その他 一般 山下 万寿代 神北(宝健)第1-349 令和4年2月14日 令和10年2月29日 令和4年2月14日
000028 2000003279 コロンビア 665-0835 宝塚市旭町2-1-20　宝塚第二ハイツ 797849762 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 柘植 弘子 神北(宝健)第1-247 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 2000003289 ばん 665-0844 宝塚市武庫川町3-10宝塚サンロイヤル１Ｆ101号 0797-84-9696 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 赤木 成樹 神北(宝健)第20-139 平成29年11月14日 令和5年11月30日 昭和56年11月28日
000028 2000003295 ロイヤルホスト宝塚店 665-0833 宝塚市鶴の荘2-1 797845016 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ロイヤルフードサービス株式会社 代表取締役 生田 直己 154-0015 東京都世田谷区桜新町1丁目34番6号 357077139 神北(宝健)第2-466 令和3年2月5日 令和10年2月29日 昭和54年2月15日
000028 2000003296 かおる 665-0833 宝塚市鶴の荘19-14 797849171 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 足立 麗子 神北(宝健)第1-344 令和4年11月24日 令和10年11月30日 令和4年11月24日
000028 2000003303 本家かまどや　小浜店 665-0827 宝塚市小浜3-14-21 797848121 飲食店営業(4)その他 一般 桐村 廣幸 神北(宝健)第2-232 令和1年10月29日 令和7年11月30日 昭和57年11月1日
000028 2000003312 株式会社　香月 665-0061 宝塚市仁川北3-4-5 0798-51-1252 菓子製造業 一般 株式会社　香月 代表取締役 山脇 誠一 665-0061 兵庫県宝塚市仁川北2-5-1-102 0798-51-3253 神北(宝健)第3-66 平成30年1月19日 令和6年2月29日 昭和45年12月19日
000028 2000003314 パンネル仁川店 665-0067 宝塚市仁川月見ガ丘2-59 798523314 菓子製造業 一般 株式会社一麦 代表取締役 羽鹿 正紀 665-0013 兵庫県宝塚市宝梅1-12-7 797728787 神北(宝健)第2-336 令和2年1月15日 令和8年2月28日 昭和62年12月7日
000028 2000003323 ㈱いかりスーパーマーケット　宝塚工場 665-0047 宝塚市亀井町12-40 0797-72-7517 菓子製造業 一般 株式会社いかりスーパーマーケット 代表取締役 行光 博志 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町1-15-8 664216074 神北(宝健)第3-74 平成30年2月6日 令和6年2月29日 昭和62年1月30日
000028 2000003324 御菓子司　きむら 665-0035 宝塚市逆瀬川2-6-6 797711789 菓子製造業 一般 木村 正勝 神北(宝健)第2-371 令和2年11月5日 令和8年11月30日 昭和41年12月1日
000028 2000003337 ㈱宝塚富士ベーカリー 665-0843 宝塚市宮の町9-8 797870212 菓子製造業 一般 株式会社　宝塚富士ベーカリー 代表取締役 藤井 浩充 665-0843 兵庫県宝塚市宮の町9-8 797870212 神北(宝健)第3-36 平成30年7月26日 令和6年8月31日 昭和57年6月9日
000028 2000003361 （株）神戸屋レストラン　宝塚店 665-0033 宝塚市伊孑志3-15ローズスクエア内 797749085 菓子製造業 一般 株式会社神戸屋レストラン 代表取締役 菟原 要 182-0004 東京都調布市入間町一丁目34番地16 462388730 神北(宝健)第2-16 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 2000003378 サラ 665-0845 宝塚市栄町2-1-1ソリオ１　１Ｆ 797861615 菓子製造業 一般 株式会社ササクラ 代表取締役 笹倉 稚幸 665-0845 兵庫県宝塚市栄町2-1-1 797861615 神北(宝健)第2-427 令和3年1月19日 令和9年2月28日 平成5年12月28日
000028 2000003385 黄金家 665-0003 宝塚市湯本町9-27 797862962 菓子製造業 一般 株式会社黄金家 代表取締役 白本 功美子 665-0003 兵庫県宝塚市湯本町9-27 797862962 神北(宝健)第2-95 令和3年11月2日 令和9年11月30日 令和3年11月2日
000028 2000003388 フロイライン 665-0867 宝塚市売布東の町16-3東宝塚ビル１Ｆ 797817116 菓子製造業 一般 西 晴弘 神北(宝健)第2-98 令和3年11月5日 令和9年11月30日 令和3年11月5日
000028 2000003390 アローム長尾店 665-0873 宝塚市長尾町84-1 797888926 菓子製造業 一般 谷井 稲生 神北(宝健)第2-28 令和4年5月25日 令和10年5月31日 令和4年5月25日
000028 2000003405 ばってん 665-0864 宝塚市泉町18-3 797841963 飲食店営業(4)その他 一般 髙見 美千代 神北(宝健)第11-42 令和3年5月11日 令和9年5月31日 昭和54年5月9日
000028 2000003406 喫茶　バンブー 665-0824 宝塚市金井町4-31 797844311 飲食店営業(4)その他 一般 竹田 敦美 神北(宝健)第20-209 平成30年1月25日 令和6年2月29日 昭和56年12月25日
000028 2000003408 ドレミ 665-0822 宝塚市安倉中1-14-15 797851249 飲食店営業(4)その他 一般 李 英子 神北(宝健)第2-332 令和2年1月15日 令和8年2月28日 昭和63年1月21日
000028 2000003416 手づくりうどん　味の民芸　宝塚店 665-0825 宝塚市安倉西3-443-2 797849807 飲食店営業(4)その他 一般 味の民芸フードサービス株式会社 代表取締役 榊原 晃 190-0022 東京都立川市錦町3-6-6中村ＬＫビル2階 425288333 神北(宝健)第2-368 令和2年11月2日 令和8年11月30日 昭和63年11月9日
000028 2000003429 和食さと宝塚インター店 665-0822 宝塚市安倉中3-8-35 797812760 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 サトフードサービス株式会社 代表取締役 重里 政彦 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13大阪国際ビルディング30階 672223104 神北(宝健)第1-80 令和3年7月27日 令和9年8月31日 令和3年7月27日
000028 2000003430 中西酒店 665-0823 宝塚市安倉南1-5-2 797864192 飲食店営業(4)その他 一般 中西 薫 神北(宝健)第1-248 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 2000003455 しんちゃん 665-0861 宝塚市中山寺2-6-9 797847617 飲食店営業(4)その他 一般 岡本 眞二 神北(宝健)第11-48 令和3年5月14日 令和9年5月31日 平成1年4月12日
000028 2000003456 喫茶･スナック　志瑠久 665-0816 宝塚市平井2-1-2乾ビルＢ１ 797895839 飲食店営業(4)その他 一般 増田 正澄 神北(宝健)第1-15 令和4年4月14日 令和10年5月31日 令和4年4月14日
000028 2000003463 喫茶軽食　エル 665-0882 宝塚市山本南2-4-4 797880357 飲食店営業(4)その他 一般 下坂 洋美 神北(宝健)第20-202 平成30年1月22日 令和6年2月29日 昭和62年2月5日
000028 2000003474 ロッジ 665-0871 宝塚市中山五月台1-7-3 797895836 飲食店営業(4)その他 一般 鷲野 和子 神北(宝健)第20-79 平成30年5月14日 令和6年5月31日 昭和62年5月29日
000028 2000003476 スイング 665-0812 宝塚市口谷東1-26-12 884304 飲食店営業(4)その他 一般 竹本 勝子 神北(宝健)第20-66 平成30年5月7日 令和6年5月31日 昭和62年4月20日
000028 2000003480 新宝塚カントリークラブ（レストラン） 669-1241 宝塚市切畑字検見1-2 797910241 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日新開発株式会社 代表取締役 綿引 秀憲 669-1201 兵庫県宝塚市切畑字検見1番地の2 797910241 神北(宝健)第2-398 令和2年11月24日 令和8年11月30日 昭和63年11月14日
000028 2000003486 山里 669-1211 宝塚市大原野字濁渕16-7 797910238 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 辻 孝治 神北(宝健)第2-354 令和2年1月21日 令和8年2月28日 昭和53年1月25日
000028 2000003496 旭国際宝塚カンツリー倶楽部 669-1203 宝塚市下佐曽利字大谷4-12旭国際宝塚カンツリークラブ内 797910301 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 旭国際開発株式会社 代表取締役 669-1204 兵庫県宝塚市長谷字道谷6-15 797911471 神北(宝健)第20-76 平成30年5月10日 令和6年5月31日 昭和62年4月7日
000028 2000003497 喫茶・軽食　松 669-1211 宝塚市大原野字同道10-2 797910018 飲食店営業(4)その他 一般 今西 光世 神北(宝健)第20-168 平成30年10月26日 令和5年11月30日 昭和52年10月26日
000028 2000003502 レストラン　大池 669-1211 宝塚市大原野字走坂2-1 797910454 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 溝口 隆 神北(宝健)第11-32 令和3年4月27日 令和9年5月31日 昭和54年4月9日
000028 2000003508 まつ屋㈱本店 665-0035 宝塚市逆瀬川1-13-1アピア３　Ｂ１ 0797-71-0591 食肉販売業 一般 まつ屋食品株式会社 代表取締役 大西 光一 665-0035 兵庫県宝塚市逆瀬川1-13-1アピア３　Ｂ１ 0797-71-0591 神北(宝健)第5-30 平成29年11月9日 令和5年11月30日 昭和61年11月19日
000028 2000003509 まつ屋㈱本店 665-0035 宝塚市逆瀬川1-13-1アピア３　Ｂ１ 0797-71-0591 飲食店営業(4)その他 一般 まつ屋食品株式会社 代表取締役 大西 光一 665-0035 兵庫県宝塚市逆瀬川1-13-1アピア３　Ｂ１ 0797-71-0591 神北(宝健)第20-132 平成29年11月9日 令和5年11月30日 昭和61年11月19日
000028 2000003515 明石焼の店　三丁目 665-0836 宝塚市清荒神3-15-13 797845580 飲食店営業(4)その他 一般 阪本 美智子 神北(宝健)第20-194 平成29年11月30日 令和5年11月30日 昭和61年11月29日



000028 2000003521 味味 665-0045 宝塚市光明町29-10コスモハイツ１F102号 797723888 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 秋山 城子 神北(宝健)第1-237 令和3年11月16日 令和9年11月30日 令和3年11月16日
000028 2000003536 うを末 665-0842 宝塚市川面5-10-25ソリオきたユニベール宝塚B1F 8 797865398 魚介類販売業 一般 阪本 勇 神北(宝健)第2-104 令和3年11月18日 令和10年11月30日 令和3年11月18日
000028 2000003552 あづまや 665-0836 宝塚市清荒神3-14-2 0797-87-0026 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社あづまや 取締役社長 東 祥浩 665-0836 兵庫県宝塚市清荒神3-14-2 0797-87-0026 神北(宝健)第2-215 令和1年10月24日 令和7年11月30日 昭和46年9月10日
000028 2000003559 高木商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 高木 一七利 神北(宝健)第20-133 平成30年8月10日 令和5年8月31日 昭和59年8月30日
000028 2000003562 くるま惣菜 665-0035 宝塚市逆瀬川1-2-1アピア１　Ｂ１－２０ 0797-73-3796 飲食店営業(4)その他 一般 車 信義 神北(宝健)第20-26 平成30年4月18日 令和6年5月31日 昭和62年3月6日
000028 2000003563 まつ屋精肉店　駅前店 665-0035 宝塚市逆瀬川1-2-1アピア１　Ｂ１ 0797-72-6393 飲食店営業(4)その他 一般 まつ屋食品株式会社 代表取締役 大西 光一 665-0035 兵庫県宝塚市逆瀬川1-13-1アピア３　Ｂ１ 0797-71-0591 神北(宝健)第20-21 平成30年4月17日 令和6年5月31日 昭和62年3月9日
000028 2000003567 めん処　大和 665-0035 宝塚市逆瀬川1-2-1アピア１　１Ｆ 0797-72-4557 飲食店営業(4)その他 一般 馬殿 彰 神北(宝健)第20-43 平成30年4月23日 令和6年5月31日 昭和62年3月4日
000028 2000003570 喫茶　コロ 665-0035 宝塚市逆瀬川1-2-1アピア１　２Ｆ 0797-71-9685 飲食店営業(4)その他 一般 東濵 衣子 神北(宝健)第20-53 平成30年4月25日 令和6年5月31日 昭和62年3月4日
000028 2000003572 淡路屋 665-0035 宝塚市逆瀬川1-2-1アピア１　Ｂ１ 0797-71-2370 食肉販売業 一般 藤井 悠次 神北(宝健)第5-4 平成30年4月17日 令和6年5月31日 昭和62年3月10日
000028 2000003573 まつ屋精肉店駅前店 665-0035 宝塚市逆瀬川1-2-1アピア１　Ｂ１ 0797-72-6393 食肉販売業 一般 まつ屋食品株式会社 代表取締役 大西 光一 665-0035 兵庫県宝塚市逆瀬川1-13-1アピア３　Ｂ１ 0797-71-0591 神北(宝健)第5-3 平成30年4月17日 令和6年5月31日 昭和62年3月9日
000028 2000003574 淡路屋 665-0035 宝塚市逆瀬川1-2-1アピア１　Ｂ１ 0797-71-2370 飲食店営業(4)その他 一般 藤井 悠次 神北(宝健)第20-19 平成30年4月17日 令和6年5月31日 昭和62年3月10日
000028 2000003577 藤吉 665-0035 宝塚市逆瀬川1-11-1アピア２　１Ｆ 0797-72-0797 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤本 正治 神北(宝健)第20-31 平成30年4月19日 令和6年5月31日 昭和62年3月6日
000028 2000003578 珈琲館　ノアノア 665-0035 宝塚市逆瀬川1-11-1アピア２　１Ｆ 0797-71-1362 喫茶店営業 一般 島津 修 神北(宝健)第2-6 平成30年4月19日 令和6年5月31日 昭和62年3月4日
000028 2000003579 北海ラーメン　すすき野 665-0035 宝塚市逆瀬川1-11-1アピア２　２Ｆ 0797-73-5348 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　マスイ 代表取締役 益井 昭次 665-0035 兵庫県宝塚市逆瀬川1-2-1イトーピア参鐘館1013号 0797-72-5787 神北(宝健)第2-185 令和1年10月15日 令和7年11月30日 昭和62年11月19日
000028 2000003580 串かつ　薪 665-0035 宝塚市逆瀬川1-11-1アピア２　１Ｆ 0797-74-4914 飲食店営業(4)その他 一般 松井 康次 神北(宝健)第20-54 平成30年4月26日 令和6年5月31日 昭和62年3月9日
000028 2000003581 うろこ 665-0035 宝塚市逆瀬川1-11-1アピア２　１Ｆ 0797-72-4304 飲食店営業(4)その他 一般 尾﨑 浩之 神北(宝健)第20-16 平成30年4月17日 令和6年5月31日 昭和62年3月6日
000028 2000003588 居酒屋　三しま 665-0021 宝塚市中州1-1-1アピアきた１Ｆ 797735585 飲食店営業(4)その他 一般 三島 利忠 神北(宝健)第2-393 令和2年11月13日 令和8年11月30日 昭和63年11月7日
000028 2000003598 上野精肉店 665-0833 宝塚市鶴の荘19-12　太平市場内 797866770 食肉販売業 一般 堀 義弘 神北(宝健)第2-61 令和3年8月19日 令和9年8月31日 令和3年8月19日
000028 2000003610 阪急オアシス　宝塚南口店 665-0011 宝塚市南口2-14-1サンビオラ１番館 797714571 食肉販売業 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第5-50 平成30年2月7日 令和6年2月29日 昭和49年2月26日
000028 2000003611 阪急オアシス　宝塚南口店 665-0011 宝塚市南口2-14-1サンビオラ１番館 797714571 魚介類販売業 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第6-39 平成30年2月7日 令和6年2月29日 昭和49年2月26日
000028 2000003618 生活協同組合コープこうべ　コープ宝塚 665-0021 宝塚市中州1-1-1アピアきた１Ｆ 797716881 食肉販売業 一般 生活協同組合　コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目3番19号 788561003 神北(宝健)第2-359 令和2年10月29日 令和8年11月30日 昭和63年11月7日
000028 2000003619 生活協同組合コープこうべ　コープ宝塚 665-0021 宝塚市中州1-1-1アピアきた１Ｆ 797716881 飲食店営業(4)その他 一般 生活協同組合　コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目3番19号 788561003 神北(宝健)第2-360 令和2年10月29日 令和8年11月30日 昭和63年11月7日
000028 2000003621 生活協同組合コープこうべ　コープ宝塚 665-0021 宝塚市中州1-1-1アピアきた１Ｆ 797716881 魚介類販売業 一般 生活協同組合　コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目3番19号 788561003 神北(宝健)第2-362 令和2年10月29日 令和8年11月30日 昭和63年11月7日
000028 2000003622 生活協同組合コープこうべ　コープ宝塚 665-0021 宝塚市中州1-1-1アピアきた１Ｆ 797716881 飲食店営業(4)その他 一般 生活協同組合　コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目3番19号 788561003 神北(宝健)第2-363 令和2年10月29日 令和8年11月30日 昭和63年11月7日
000028 2000003624 生活協同組合コープこうべ　コープ山本 665-0881 宝塚市山本東2-6-9 797887733 食肉販売業 一般 生活協同組合　コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目3番19号 788561003 神北(宝健)第5-6 平成30年4月18日 令和6年5月31日 昭和62年4月20日
000028 2000003626 生活協同組合コープこうべ　コープ山本 665-0881 宝塚市山本東2-6-9 797887733 魚介類販売業 一般 生活協同組合　コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目3番19号 788561003 神北(宝健)第6-3 平成30年4月18日 令和6年5月31日 昭和62年4月20日
000028 2000003630 ㈱ダイエー　グルメシティー小林店 665-0046 宝塚市福井町32-28 0797-71-8851 魚介類販売業 一般 株式会社　ダイエー 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町四丁目1番1号 783025001 神北(宝健)第6-15 平成29年8月2日 令和5年8月31日 昭和62年7月27日
000028 2000003665 天津 665-0004 宝塚市梅野町1-48阪急電鉄宝塚南口ビル２Ｆ 797715021 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社天津 代表取締役 森谷 英仁 665-0004 兵庫県宝塚市梅野町1-48 797715021 神北(宝健)第1-25 令和4年4月20日 令和10年5月31日 令和4年4月20日
000028 2000003671 （株）神戸屋レストラン　宝塚店 665-0033 宝塚市伊孑志3-15ローズスクエア内 797749085 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社神戸屋レストラン 代表取締役 菟原 要 182-0004 東京都調布市入間町一丁目34番地16 462388730 神北(宝健)第1-40 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 2000003674 愛菜　山本店 665-0881 宝塚市山本東2-6-9コープ山本２Ｆ 797887733 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社コープフーズ 代表取締役 友重 伸和 658-0044 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-3-19 794956001 神北(宝健)第1-36 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 2000003678 石川屋食堂 665-0043 宝塚市高松町16-20 797719393 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石川 清司 神北(宝健)第1-110 令和4年5月30日 令和10年5月31日 令和4年5月30日
000028 2000003687 ㈱ファミリーストア　なかい 669-1211 宝塚市大原野石保59 797910053 魚介類販売業 一般 株式会社ファミリーストアなかい 代表取締役 中井 彰 669-1211 兵庫県宝塚市大原野石保58-4 797910053 神北(宝健)第2-62 令和4年8月30日 令和10年8月31日 令和4年8月30日
000028 2000003701 けやきヒルカントリークラブ食堂 666-0161 宝塚市切畑字長尾山19-14 727991177 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 けやきヒルカントリークラブ株式会社 代表取締役 高川 准子 666-0161 兵庫県宝塚市切畑字長尾山19番14号 727991177 神北(宝健)第1-137 令和3年8月25日 令和9年8月31日 令和3年8月25日
000028 2000003702 けやきヒルカントリークラブ食堂  アウトコース売店 666-0161 宝塚市切畑字長尾山19-14 727991177 飲食店営業(4)その他 一般 けやきヒルカントリークラブ株式会社 代表取締役 高川 准子 666-0161 兵庫県宝塚市切畑字長尾山19番14号 727991177 神北(宝健)第1-138 令和3年8月25日 令和9年8月31日 令和3年8月25日
000028 2000003703 けやきヒルカントリークラブ食堂  インコース売店 666-0161 宝塚市切畑字長尾山19-14 727991177 飲食店営業(4)その他 一般 けやきヒルカントリークラブ株式会社 代表取締役 高川 准子 666-0161 兵庫県宝塚市切畑字長尾山19番14号 727991177 神北(宝健)第1-139 令和3年8月25日 令和9年8月31日 令和3年8月25日
000028 2000003709 もりやま 665-0842 宝塚市川面3-23-7 797811826 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森山 克徳 神北(宝健)第1-289 令和4年10月26日 令和10年11月30日 令和4年10月26日
000028 2000003713 丸美屋 665-0836 宝塚市清荒神3-1-9 797872097 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平田 初代 神北(宝健)第1-388 令和5年1月23日 令和11年2月28日 令和5年1月23日
000028 2000003725 宝塚ジャンボ 665-0033 宝塚市伊孑志4-2-68星和住宅宝塚アーバンライフＢ１ 0797-77-3106 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 文箭 邦夫 神北(宝健)第20-5 平成29年4月19日 令和5年5月31日 平成3年5月2日
000028 2000003728 両国 665-0843 宝塚市宮の町15-5荒神川ビル102 797864490 飲食店営業(4)その他 一般 石田 修三 神北(宝健)第20-51 平成29年5月31日 令和5年5月31日 平成3年5月27日
000028 2000003734 シャローム　ファンシーフーズストアー 665-0884 宝塚市山本西2-7-3ＭＵＣＣＳ珍樹園１０２号 896585 飲食店営業(4)その他 一般 髙橋 光輝 神北(宝健)第20-85 平成29年8月31日 令和5年8月31日 平成3年7月26日
000028 2000003735 シャローム　ファンシーフーズストアー 665-0884 宝塚市山本西2-7-3ＭＵＣＣＳ珍樹園１０２号 896585 魚介類販売業 一般 髙橋 光輝 神北(宝健)第6-17 平成29年8月31日 令和5年8月31日 平成3年7月26日
000028 2000003757 レストラン　鞍 665-0053 宝塚市駒の町1-1阪神競馬場 798537819 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平田商事株式会社 代表取締役 山形 昌史 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町4-23-1 663523678 神北(宝健)第20-148 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成3年11月25日
000028 2000003760 ミュンヘン 665-0053 宝塚市駒の町1-1阪神競馬場 798537819 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 阪神ローレルフーズ　株式会社 代表取締役 岩渕 克之 530-0043 大阪府大阪市北区天満4-16-9 643966025 神北(宝健)第20-149 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成3年11月25日
000028 2000003761 瓢天 665-0053 宝塚市駒の町1-1阪神競馬場 798517397 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＨＳレストラン 代表取締役 松田 研 530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町19番19号 663771195 神北(宝健)第20-142 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成3年11月25日
000028 2000003763 大湖 665-0053 宝塚市駒の町1-1阪神競馬場 798545212 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＨＳレストラン 代表取締役 松田 研 530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町19番19号 663771195 神北(宝健)第20-144 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成3年11月25日
000028 2000003765 とんかついなば和幸　飛騨の高山らーめん 665-0053 宝塚市駒の町1-1阪神競馬場４Ｆ 798537819 飲食店営業(4)その他 一般 和幸　株式会社 代表取締役 稲葉 浩三 173-0004 東京都板橋区板橋1-42-2 353751711 神北(宝健)第20-146 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成3年11月25日
000028 2000003770 ＦＦ１（宝塚カレー） 665-0053 宝塚市駒の町1-1　阪神競馬場内　1F 798537819 飲食店営業(4)その他 一般 一般財団法人競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1番地1 423038355 神北(宝健)第20-150 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成3年11月25日
000028 2000003771 ＦＦ２（モスバーガー） 665-0053 宝塚市駒の町1-1　阪神競馬場内　1F 798537819 飲食店営業(4)その他 一般 一般財団法人競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1番地1 423038355 神北(宝健)第20-151 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成3年11月25日
000028 2000003772 ＦＦ３（翠松楼） 665-0053 宝塚市駒の町1-1　阪神競馬場内　1F 798537819 飲食店営業(4)その他 一般 一般財団法人競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1番地1 423038355 神北(宝健)第20-152 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成3年11月25日
000028 2000003773 ＦＦ４（はいからや） 665-0053 宝塚市駒の町1-1　阪神競馬場内　1F 798537819 飲食店営業(4)その他 一般 一般財団法人競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1番地1 423038355 神北(宝健)第20-153 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成3年11月25日
000028 2000003775 ＦＦ６　築地銀だこハイボール酒場 665-0053 宝塚市駒の町1-1　阪神競馬場内　1F 798537819 飲食店営業(4)その他 一般 一般財団法人競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1番地1 423038355 神北(宝健)第20-154 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成3年11月25日
000028 2000003776 ＦＦ７（ＫＡＳＵＹＡ） 665-0053 宝塚市駒の町1-1　阪神競馬場内　1F 0798-53-7819 飲食店営業(4)その他 一般 一般財団法人競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1番地1 423038355 神北(宝健)第20-155 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成3年11月25日
000028 2000003777 ＦＦ８（うまか洋麺店） 665-0053 宝塚市駒の町1-1　阪神競馬場内　1F 798537819 飲食店営業(4)その他 一般 一般財団法人競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1番地1 423038355 神北(宝健)第20-161 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成3年11月25日
000028 2000003778 ＦＦ９（屋台村阿わた） 665-0053 宝塚市駒の町1-1　阪神競馬場内　1F 798537819 飲食店営業(4)その他 一般 一般財団法人競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1番地1 423038355 神北(宝健)第20-162 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成3年11月25日
000028 2000003779 ＦＦ１０（キリン） 665-0053 宝塚市駒の町1-1　阪神競馬場内　1F 798537819 飲食店営業(4)その他 一般 一般財団法人競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1番地1 423038355 神北(宝健)第20-163 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成3年11月25日
000028 2000003780 ＦＦ１１（サントリー） 665-0053 宝塚市駒の町1-1　阪神競馬場内　1F 798537819 飲食店営業(4)その他 一般 一般財団法人競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1番地1 423038355 神北(宝健)第20-164 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成3年11月25日
000028 2000003781 ＦＦ１２（カレーショップ　森久） 665-0053 宝塚市駒の町1-1　阪神競馬場内　1F 798537819 飲食店営業(4)その他 一般 一般財団法人競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1番地1 423038355 神北(宝健)第20-165 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成3年11月25日
000028 2000003782 ＦＦ１３（丼丼） 665-0053 宝塚市駒の町1-1　阪神競馬場内　1F 798537819 飲食店営業(4)その他 一般 一般財団法人競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1番地1 423038355 神北(宝健)第20-156 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成3年11月25日
000028 2000003783 ＦＦ１４（アサヒビール） 665-0053 宝塚市駒の町1-1　阪神競馬場内　1F 798537819 飲食店営業(4)その他 一般 一般財団法人競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1番地1 423038355 神北(宝健)第20-157 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成3年11月15日
000028 2000003784 ＦＦ１５（さぬきや） 665-0053 宝塚市駒の町1-1　阪神競馬場内　1F 798537819 飲食店営業(4)その他 一般 一般財団法人競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1番地1 423038355 神北(宝健)第20-158 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成3年11月25日
000028 2000003785 ＦＦ１６（ホルモン人） 665-0053 宝塚市駒の町1-1　阪神競馬場内　1F 798537819 飲食店営業(4)その他 一般 一般財団法人競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1番地1 423038355 神北(宝健)第20-159 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成3年11月25日
000028 2000003786 ＦＦ１７（サッポロビール） 665-0053 宝塚市駒の町1-1　阪神競馬場内　1F 798537819 飲食店営業(4)その他 一般 一般財団法人競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1番地1 423038355 神北(宝健)第20-160 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成3年11月25日
000028 2000003787 ＦＦ１８（点ちゃん） 665-0053 宝塚市駒の町1-1　阪神競馬場内　1F 798537819 飲食店営業(4)その他 一般 一般財団法人競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1番地1 423038355 神北(宝健)第20-166 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成3年11月25日
000028 2000003788 ＦＦ１９（楓林） 665-0053 宝塚市駒の町1-1　阪神競馬場内　1F 798537819 飲食店営業(4)その他 一般 一般財団法人競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1番地1 423038355 神北(宝健)第20-167 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成3年11月25日
000028 2000003789 ＦＦ２０（ルブーケ） 665-0053 宝塚市駒の町1-1　阪神競馬場内　1F 798537819 飲食店営業(4)その他 一般 一般財団法人競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1番地1 423038355 神北(宝健)第20-168 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成3年11月25日
000028 2000003790 ＦＦ２１（焼肉工房ＣＳ） 665-0053 宝塚市駒の町1-1　阪神競馬場内　1F 798537819 飲食店営業(4)その他 一般 一般財団法人競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1番地1 423038355 神北(宝健)第20-169 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成3年11月25日
000028 2000003791 ＦＦ２２（アスコット） 665-0053 宝塚市駒の町1-1　阪神競馬場内　1F 798537819 飲食店営業(4)その他 一般 一般財団法人競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1番地1 423038355 神北(宝健)第20-170 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成3年11月25日
000028 2000003792 ＦＦ２３（さわやかショップ） 665-0053 宝塚市駒の町1-1　阪神競馬場内　1F 798537819 飲食店営業(4)その他 一般 一般財団法人競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1番地1 423038355 神北(宝健)第20-171 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成3年11月25日
000028 2000003794 売店１２（Ｔｗｏｄａｙｓ） 665-0053 宝塚市駒の町1-1　阪神競馬場内　1F 798537819 飲食店営業(4)その他 一般 一般財団法人競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1番地1 423038355 神北(宝健)第20-172 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成3年11月25日
000028 2000003795 売店２２（高田） 665-0053 宝塚市駒の町1-1　阪神競馬場内　1F 798537819 飲食店営業(4)その他 一般 一般財団法人競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1番地1 423038355 神北(宝健)第20-173 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成3年11月25日
000028 2000003796 売店２３(福三） 665-0053 宝塚市駒の町1-1　阪神競馬場内　1F 798537819 飲食店営業(4)その他 一般 一般財団法人競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1番地1 423038355 神北(宝健)第20-174 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成3年11月25日
000028 2000003797 売店３１（フォルテ） 665-0053 宝塚市駒の町1-1　阪神競馬場内　1F 798537819 飲食店営業(4)その他 一般 一般財団法人競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1番地1 423038355 神北(宝健)第20-175 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成3年11月25日
000028 2000003799 売店３３（Ｔｗｏｄａｙｓ） 665-0053 宝塚市駒の町1-1　阪神競馬場内　1F 798537819 飲食店営業(4)その他 一般 一般財団法人競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1番地1 423038355 神北(宝健)第20-176 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成3年11月25日
000028 2000003802 売店４２（ダック） 665-0053 宝塚市駒の町1-1　阪神競馬場内　1F 798537819 飲食店営業(4)その他 一般 一般財団法人競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1番地1 423038355 神北(宝健)第20-177 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成3年11月25日
000028 2000003803 売店５１(駒） 665-0053 宝塚市駒の町1-1　阪神競馬場内　1F 798537819 飲食店営業(4)その他 一般 一般財団法人競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1番地1 423038355 神北(宝健)第20-178 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成3年11月25日
000028 2000003824 焼肉　ぷるこぎ 665-0852 宝塚市売布2-14-15エンジェルスプレイス１Ｆ 0797-87-9598 飲食店営業(4)その他 一般 秦野 保德 神北(宝健)第20-223 平成30年2月8日 令和6年2月29日 平成4年1月9日
000028 2000003825 生活協同組合コープこうべ　コープ中山台 665-0877 宝塚市中山桜台2-2-2 797892778 飲食店営業(4)その他 一般 生活協同組合　コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目3番19号 788561003 神北(宝健)第20-204 平成30年1月24日 令和6年2月29日 平成4年2月27日
000028 2000003826 生活協同組合コープこうべ　コープ中山台 665-0877 宝塚市中山桜台2-2-2 797892778 食肉販売業 一般 生活協同組合　コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目3番19号 788561003 神北(宝健)第5-42 平成30年1月24日 令和6年2月29日 平成4年2月27日
000028 2000003828 生活協同組合コープこうべ　コープ中山台 665-0877 宝塚市中山桜台2-2-2 797892778 魚介類販売業 一般 生活協同組合　コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目3番19号 788561003 神北(宝健)第6-34 平成30年1月24日 令和6年2月29日 平成4年2月27日
000028 2000003829 愛菜　中山台店 665-0877 宝塚市中山桜台2-2-2 797892778 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　コープフーズ 代表取締役 友重 伸和 658-0044 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-3-19 794956001 神北(宝健)第20-203 平成30年1月24日 令和6年2月29日 平成4年2月27日
000028 2000003835 カサブランカ 665-0034 宝塚市小林2-10-14 0797-74-0065 飲食店営業(4)その他 一般 今西 八枝子 神北(宝健)第20-32 平成30年4月19日 令和6年5月31日 平成4年4月27日
000028 2000003859 高山 665-0805 宝塚市雲雀丘1-2-11雲雀丘駅前ビル105号 727554546 飲食店営業(4)その他 一般 大西 真知子 神北(宝健)第20-138 平成30年8月22日 令和6年8月31日 平成4年7月30日
000028 2000003867 か味島 665-0845 宝塚市栄町1-13-2 876304 飲食店営業(4)その他 一般 神島 学 神北(宝健)第2-255 令和1年11月1日 令和7年11月30日 平成4年9月7日
000028 2000003870 パーティーマン 665-0034 宝塚市小林2-10-17ストリート小林2F 716501 飲食店営業(4)その他 一般 松田 博 神北(宝健)第2-228 令和1年10月28日 令和7年11月30日 平成4年9月21日
000028 2000003880 ㈲本店小判寿司 665-0867 宝塚市売布東の町16-9前田ビル１Ｆ 797860690 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社本店小判寿司 取締役 前田 大樹 665-0867 兵庫県宝塚市売布東の町16-9 797860690 神北(宝健)第2-258 令和1年11月5日 令和7年11月30日 平成4年11月10日
000028 2000003882 幸 665-0836 宝塚市清荒神1-11-8 0797-84-0845 飲食店営業(4)その他 一般 髙橋 十三子 神北(宝健)第2-195 令和1年10月17日 令和7年11月30日 平成4年11月10日
000028 2000003891 ロッテリア宝塚花の道店 665-0845 宝塚市栄町1-1-23 797870928 飲食店営業(4)その他 一般 清友興産株式会社 代表取締役 清水 汎 550-0005 大阪府大阪市西区西本町1-14-3 665411414 神北(宝健)第2-242 令和1年10月31日 令和7年11月30日 平成4年11月25日
000028 2000003901 オッコのくれよんはうす 665-0827 宝塚市小浜3-10-13桜井ビル102 0797-87-4878 飲食店営業(4)その他 一般 浅井 洋子 神北(宝健)第2-366 令和2年1月28日 令和8年2月28日 平成5年1月19日
000028 2000003912 ラウンジ 665-0845 宝塚市栄町1-1-57 797856260 飲食店営業(4)その他 一般 阪急電鉄株式会社 代表取締役 嶋田 泰夫 563-0056 大阪府池田市栄町1-1 663735374 神北(宝健)第2-364 令和2年1月27日 令和8年2月28日 平成4年12月21日
000028 2000003918 生活協同組合コープこうべ　コープ安倉 665-0823 宝塚市安倉南4-38-1 797871500 飲食店営業(4)その他 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目3番19号 788561003 神北(宝健)第1-96 令和3年8月5日 令和10年8月31日 令和3年8月5日
000028 2000003920 生活協同組合コープこうべ　コープ安倉 665-0823 宝塚市安倉南4-38-1 797871500 食肉販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目3番19号 788561003 神北(宝健)第2-53 令和3年8月5日 令和10年8月31日 令和3年8月5日
000028 2000003921 生活協同組合コープこうべ　コープ安倉 665-0823 宝塚市安倉南4-38-1 797871500 魚介類販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目3番19号 788561003 神北(宝健)第2-54 令和3年8月5日 令和10年8月31日 令和3年8月5日
000028 2000003922 愛菜　安倉店 665-0823 宝塚市安倉南4-38-1 797870498 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社コープフーズ 代表取締役 友重 伸和 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-3-19 794956001 神北(宝健)第2-193 令和2年7月15日 令和8年8月31日 平成5年6月30日
000028 2000003924 かごの屋　宝塚店 665-0835 宝塚市旭町3-7-5 797815530 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＫＲフードサービス 代表取締役 望月 進 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋三丁目6番26号 668092143 神北(宝健)第1-63 令和3年7月14日 令和10年8月31日 令和3年7月14日
000028 2000003940 明石屋 665-0836 宝塚市清荒神1-11-1清荒神市場内 797864585 魚介類販売業 一般 田中 治 神北(宝健)第2-374 令和2年11月5日 令和8年11月30日 平成5年10月15日
000028 2000003973 カフェテリア　フルール 665-0845 宝塚市栄町1-1-57 0797-85-6260 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 阪急電鉄株式会社 代表取締役 嶋田 泰夫 563-0056 大阪府池田市栄町1-1 663735374 神北(宝健)第2-43 令和2年4月24日 令和8年5月31日 昭和53年3月18日
000028 2000004013 グルメ　ロムレット 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　ｿﾘｵ宝塚1-B1F 797813494 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社グルメ杵屋レストラン 代表取締役 稲本 和彦 559-0011 大阪府大阪市住之江区北加賀屋3-4-7 66831222 神北(宝健)第11-55 令和3年5月24日 令和9年5月31日 平成6年3月9日
000028 2000004024 宝塚阪急内　鮮魚 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　宝塚阪急2Ｆ 797811233 魚介類販売業 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-7 663611381 神北(宝健)第12-1 令和3年4月14日 令和9年5月31日 平成6年3月14日
000028 2000004026 精肉 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　宝塚阪急2Ｆ 797811233 食肉販売業 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-7 663611381 神北(宝健)第12-2 令和3年4月14日 令和9年5月31日 平成6年3月14日
000028 2000004049 宝塚ワシントンホテル　シャンゼリゼ 665-0845 宝塚市栄町2-2-2 797879488 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社島家 代表取締役 大島 英敬 665-0845 兵庫県宝塚市栄町一丁目1番1号 797871771 神北(宝健)第2-46 令和2年4月24日 令和8年5月31日 平成5年3月16日
000028 2000004050 宝塚ワシントンホテル　島家 665-0845 宝塚市栄町2-2-2 797871771 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社島家 代表取締役 大島 英敬 665-0845 兵庫県宝塚市栄町一丁目1番1号 797871771 神北(宝健)第2-47 令和2年4月24日 令和8年5月31日 平成5年3月16日
000028 2000004051 宝塚ワシントンホテル　ガスライト 665-0845 宝塚市栄町2-2-2 797871771 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社島家 代表取締役 大島 英敬 665-0845 兵庫県宝塚市栄町一丁目1番1号 797871771 神北(宝健)第2-48 令和2年4月24日 令和8年5月31日 平成5年3月16日
000028 2000004053 Ｒｓｉｄｅ 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　ｿﾘｵ1　1F 797814770 飲食店営業(4)その他 一般 末松 邦子 神北(宝健)第2-16 令和2年4月15日 令和8年5月31日 平成5年4月12日
000028 2000004058 蕾（つぼみ） 665-0845 宝塚市栄町2-1-1ソリオ１　ＧＦ 797876555 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 久保 和子 神北(宝健)第2-36 令和2年4月22日 令和8年5月31日 平成5年4月8日
000028 2000004059 自家製麺　杵屋 665-0845 宝塚市栄町2-1-1ソリオ１　ＧＦ 797814866 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社グルメ杵屋レストラン 代表取締役 稲本 和彦 559-0011 大阪府大阪市住之江区北加賀屋3-4-7 666831222 神北(宝健)第2-104 令和2年5月18日 令和8年5月31日 平成5年4月9日
000028 2000004060 北海ラーメン　すすき野 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　ソリオ１　ＧＦ 813246 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社マスイ 代表取締役 益井 昭次 665-0035 兵庫県宝塚市逆瀬川1-2-1-1013号 797725787 神北(宝健)第2-10 令和2年4月13日 令和8年5月31日 平成5年4月9日
000028 2000004061 サラ 665-0845 宝塚市栄町2-1-1ソリオ１　１Ｆ 797861615 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ササクラ 代表取締役 笹倉 稚幸 665-0845 兵庫県宝塚市栄町2-1-1 797861615 神北(宝健)第2-98 令和2年5月13日 令和8年5月31日 平成5年4月9日
000028 2000004074 三井住友銀行宝塚支店シダックス店 665-0845 宝塚市栄町2-1-2三井住友銀行宝塚支店３Ｆ 797845511 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ｼﾀﾞｯｸｽｺﾝﾄﾗｸﾄﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ株式会社 代表取締役 佐藤 好男 182-0021 東京都調布市調布ケ丘三丁目6番地3 367319257 神北(宝健)第2-147 令和2年5月27日 令和9年5月31日 平成5年4月23日
000028 2000004081 波朗寿司 665-0877 宝塚市中山桜台2-2-1 797886686 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 濱﨑 勝市 神北(宝健)第11-37 令和3年5月7日 令和9年5月31日 平成6年4月6日
000028 2000004103 喫茶　とらっく 665-0034 宝塚市小林5-9-71ドリームハイツ１Ｆ 797743177 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佐々木 由江 神北(宝健)第1-65 令和3年7月15日 令和9年8月31日 令和3年7月15日
000028 2000004110 和食「くすのき」 665-0845 宝塚市栄町1-1-57 0797-85-6264 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 阪急電鉄株式会社 代表取締役 嶋田 泰夫 563-0056 大阪府池田市栄町1-1 663735374 神北(宝健)第20-105 平成30年7月20日 令和7年8月31日 平成6年7月15日
000028 2000004111 レストラン「フェリエ」 665-0845 宝塚市栄町1-1-57 797856260 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 阪急電鉄株式会社 代表取締役 嶋田 泰夫 563-0056 大阪府池田市栄町1-1 663735374 神北(宝健)第20-106 平成30年7月20日 令和7年8月31日 平成6年7月15日



000028 2000004112 エスプリホール 665-0845 宝塚市栄町1-1-57 0797-85-6260 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 阪急電鉄株式会社 代表取締役 嶋田 泰夫 563-0056 大阪府池田市栄町1-1 663735374 神北(宝健)第20-107 平成30年7月20日 令和7年8月31日 平成6年7月15日
000028 2000004131 洋風季節料理　すみれ坂 665-0842 宝塚市川面5-6-5　チェリーデ宝塚103号 797866368 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小林 祐一 神北(宝健)第1-190 令和3年10月15日 令和9年11月30日 令和3年10月15日
000028 2000004136 長崎ちゃんめん兵庫宝塚店 665-0825 宝塚市安倉西4-641 797817481 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社焼肉坂井ホールディングス 代表取締役 阿久津 貴史 462-0841 愛知県名古屋市北区黒川本通二丁目46番地 529101729 神北(宝健)第1-207 令和3年10月27日 令和9年11月30日 令和3年10月27日
000028 2000004148 フロイライン 665-0867 宝塚市売布東の町16-3東宝塚ビル１Ｆ 797817116 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西 晴弘 神北(宝健)第1-220 令和3年11月5日 令和9年11月30日 令和3年11月5日
000028 2000004156 はいから焼　清 665-0836 宝塚市清荒神1-7-3 797844006 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 順子 神北(宝健)第1-173 令和3年10月8日 令和9年11月30日 令和3年10月8日
000028 2000004169 ほっかほっか亭栄町店 665-0845 宝塚市栄町3-3-9宝塚保理江ビル１Ｆ 797817411 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社秋月 取締役 秋月 運乃 666-0026 兵庫県川西市南花屋敷4-16-30 727576427 神北(宝健)第1-352 令和4年2月18日 令和10年2月29日 令和4年2月18日
000028 2000004170 まえだ 665-0852 宝塚市売布1-16-22 797877013 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前田 千栄子 神北(宝健)第1-345 令和4年2月8日 令和10年2月29日 令和4年2月8日
000028 2000004172 スナック乾杯 665-0035 宝塚市逆瀬川1-11-1アピア２　１Ｆ 797723914 飲食店営業(4)その他 一般 藤本 幸子 神北(宝健)第1-351 令和4年2月18日 令和10年2月29日 令和4年2月18日
000028 2000004181 しげる食堂 665-0825 宝塚市安倉西4-3-6 797864783 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡田 嘉良 神北(宝健)第1-94 令和4年5月24日 令和10年5月31日 令和4年5月24日
000028 2000004184 ラ・ロンド 665-0845 宝塚市栄町1-1-57 0797-85-6262 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 阪急電鉄株式会社 代表取締役 嶋田 泰夫 563-0056 大阪府池田市栄町1-1 663735374 神北(宝健)第20-18 平成29年4月28日 令和6年5月31日 平成7年3月28日
000028 2000004210 バー小林 665-0011 宝塚市南口1-16-5 797777269 飲食店営業(4)その他 一般 小林 和俊 神北(宝健)第1-91 令和4年5月23日 令和10年5月31日 令和4年5月23日
000028 2000004218 工夫食彩房　万 665-0034 宝塚市小林2-9-28 797775277 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 坂本 光一郎 神北(宝健)第1-37 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 2000004230 あかしや 665-0836 宝塚市清荒神1-11-1清荒神市場内 797864585 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 治 神北(宝健)第1-221 令和4年8月30日 令和10年8月31日 令和4年8月30日
000028 2000004233 ラムパート 665-0861 宝塚市中山寺2-8-1 797873634 飲食店営業(4)その他 一般 清水 美秀 神北(宝健)第1-186 令和4年8月12日 令和10年8月31日 令和4年8月12日
000028 2000004234 ベーカリー＆スイーツイベント 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　宝塚阪急2Ｆ 797811233 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-7 663611381 神北(宝健)第1-208 令和4年8月24日 令和10年8月31日 令和4年8月24日
000028 2000004244 やきとり　翔 665-0033 宝塚市伊孑志3-15-1 797725665 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 保田 勝司 神北(宝健)第1-206 令和4年8月23日 令和10年8月31日 令和4年8月23日
000028 2000004278 パックス 665-0003 宝塚市湯本町4-5 797874886 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 三浦 幸子 神北(宝健)第1-309 令和4年11月4日 令和10年11月30日 令和4年11月4日
000028 2000004287 聖隷逆瀬台デイサービスセンター 665-0024 宝塚市逆瀬台6-1-2 797773456 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人聖隷福祉事業団 理事長 青木 善治 430-0946 静岡県浜松市中区元城町218番地26 534732150 神北(宝健)第2-206 令和1年10月23日 令和7年11月30日 平成7年11月8日
000028 2000004295 宝塚いろは 665-0842 宝塚市川面5-4-2 797873019 飲食店営業(4)その他 一般 田口 敬治 神北(宝健)第2-251 令和1年11月1日 令和7年11月30日 平成7年11月10日
000028 2000004331 よかろ 665-0011 宝塚市南口1-17-15 797747671 飲食店営業(4)その他 一般 渡辺 喜美代 神北(宝健)第2-330 令和2年1月15日 令和8年2月28日 平成8年1月10日
000028 2000004363 そば太鼓亭　宝塚中筋店 665-0874 宝塚市中筋7-93-1 797804690 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　太鼓亭 代表取締役 水上 英雄 560-0084 大阪府豊中市新千里南町2-5-3 668322202 神北(宝健)第2-75 令和2年5月7日 令和8年5月31日 平成8年3月13日
000028 2000004364 カフェ・ド・プリミエール 665-0035 宝塚市逆瀬川1-2-1アピア１　１Ｆ 797774189 飲食店営業(4)その他 一般 道尾 和美 神北(宝健)第2-78 令和2年5月7日 令和8年5月31日 平成8年3月26日
000028 2000004368 びっくりドンキー宝塚店 665-0821 宝塚市安倉北2-5-18 797832064 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社アレフ 代表取締役 庄司 大 003-8515 北海道札幌市白石区菊水六条3-1-26 118238301 神北(宝健)第2-7 令和2年4月10日 令和8年5月31日 平成8年4月12日
000028 2000004374 ホテル若水（３階主厨房） 665-0003 宝塚市湯本町9-25 797860151 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社若水 代表取締役 小早川 優 665-0003 兵庫県宝塚市湯本町9-25 979860151 神北(宝健)第2-139 令和2年5月25日 令和8年5月31日 平成8年4月15日
000028 2000004375 ホテル若水（さろん・ど・若水） 665-0003 宝塚市湯本町9-25 797860151 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社若水 代表取締役 小早川 優 665-0003 兵庫県宝塚市湯本町9-25 979860151 神北(宝健)第2-140 令和2年5月25日 令和8年5月31日 平成8年4月15日
000028 2000004376 ホテル若水（山茶花） 665-0003 宝塚市湯本町9-25 797860151 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社若水 代表取締役 小早川 優 665-0003 兵庫県宝塚市湯本町9-25 979860151 神北(宝健)第2-141 令和2年5月25日 令和8年5月31日 平成8年4月15日
000028 2000004377 ホテル若水（すみれ） 665-0003 宝塚市湯本町9-25 797860151 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社若水 代表取締役 小早川 優 665-0003 兵庫県宝塚市湯本町9-25 979860151 神北(宝健)第2-142 令和2年5月25日 令和8年5月31日 平成8年4月15日
000028 2000004378 ホテル若水（喜楽亭） 665-0003 宝塚市湯本町9-25 797860151 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社若水 代表取締役 小早川 優 665-0003 兵庫県宝塚市湯本町9-25 979860151 神北(宝健)第2-143 令和2年5月25日 令和8年5月31日 平成8年4月15日
000028 2000004387 かざ俥 665-0034 宝塚市小林2-12-25 797773065 飲食店営業(4)その他 一般 梶谷 薫 神北(宝健)第2-65 令和2年4月30日 令和8年5月31日 平成8年5月9日
000028 2000004392 ㈱ハイレックスコーポレーション内食堂 665-0845 宝塚市栄町1-11北東２Ｆ 852500 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 マインフーズサービス株式会社 代表取締役 峯 林太郎 661-0978 兵庫県尼崎市三反田町2-20-9 664274633 神北(宝健)第2-72 令和2年5月1日 令和8年5月31日 平成8年5月24日
000028 2000004406 餃子の王将　宝塚インター店 665-0821 宝塚市安倉北2-5-17 797866700 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　王将フードサービス 代表取締役 渡邊 直人 607-8307 京都府京都市山科区西野山射庭ノ上町294-1 755921411 神北(宝健)第2-247 令和2年8月7日 令和8年8月31日 平成8年6月10日
000028 2000004442 オフロード 665-0035 宝塚市逆瀬川1-11-1アピア２　１Ｆ 797730010 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 勝本 侑子 神北(宝健)第2-166 令和2年7月13日 令和8年8月31日 平成8年7月16日
000028 2000004456 三井住友銀行逆瀬川支店シダックス店 665-0035 宝塚市逆瀬川1-1-11 797712323 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ｼﾀﾞｯｸｽｺﾝﾄﾗｸﾄﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ株式会社 代表取締役 杉山 充 182-0021 東京都調布市調布ケ丘三丁目6番地3 367319257 神北(宝健)第2-231 令和1年10月29日 令和8年11月30日 平成4年9月29日
000028 2000004457 メルパーク安倉 665-0822 宝塚市安倉中4-20-22 797818500 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三菱電機ライフサービス株式会社 代表取締役 舩尾 英司 105-0011 東京都港区芝公園2丁目4-1 364026001 神北(宝健)第1-200 令和3年10月25日 令和10年11月30日 令和3年10月25日
000028 2000004464 鹿の子 665-0842 宝塚市川面5-10-32 797871585 飲食店営業(4)その他 一般 吉田 幸子 神北(宝健)第2-190 令和2年7月15日 令和8年8月31日 平成8年7月19日
000028 2000004475 金井重要工業㈱社員食堂 665-0824 宝塚市金井町1-1 797872281 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社シンエイフード 代表取締役 森嶋 弘明 550-0003 大阪府大阪市旭区高殿2-20-2 669529250 神北(宝健)第2-268 令和2年8月20日 令和8年8月31日 昭和63年8月1日
000028 2000004488 ＦＦ２０（ルブーケ） 665-0053 宝塚市駒の町1-1　阪神競馬場内　1F 798537819 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 一般財団法人競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1番地1 423038355 神北(宝健)第2-217 令和1年10月25日 令和6年11月30日 平成3年11月25日
000028 2000004489 売店２３(福三） 665-0053 宝塚市駒の町1-1　阪神競馬場内　1F 798537819 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 一般財団法人競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1番地1 423038355 神北(宝健)第2-218 令和1年10月25日 令和6年11月30日 平成3年11月25日
000028 2000004490 売店４２（ダック） 665-0053 宝塚市駒の町1-1　阪神競馬場内　1F 798537819 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 一般財団法人競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1番地1 423038355 神北(宝健)第2-219 令和1年10月25日 令和6年11月30日 平成3年11月25日
000028 2000004496 まつもと 665-0035 宝塚市逆瀬川1-2-1アピア１　Ｂ１ 0797-71-2374 豆腐製造業 一般 松本 豊 神北(宝健)第8-1 平成30年4月18日 令和6年5月31日 昭和62年3月10日
000028 2000004502 自家製麺　杵屋 665-0845 宝塚市栄町2-1-1ソリオ１　ＧＦ 797814866 めん類製造業 一般 株式会社グルメ杵屋レストラン 代表取締役 稲本 和彦 559-0011 大阪府大阪市住之江区北加賀屋3-4-7 666831222 神北(宝健)第2-105 令和2年5月18日 令和8年5月31日 平成5年4月9日
000028 2000004505 ㈱さんしようや本家 665-0836 宝塚市清荒神1-11-15 0797-87-2041 そうざい製造業 一般 株式会社　さんしようや本家 代表取締役 根津 隆史 665-0836 兵庫県宝塚市清荒神1-11-15 0797-87-2041 神北(宝健)第15-2 平成30年4月26日 令和6年5月31日 昭和49年3月15日
000028 2000004507 ㈱宝塚森屋 665-0835 宝塚市旭町2-5-27 797866780 そうざい製造業 一般 株式会社宝塚森屋 代表取締役 合原 浩司 665-0835 兵庫県宝塚市旭町2-5-27 797866780 神北(宝健)第2-137 令和2年5月25日 令和8年5月31日 平成5年3月25日
000028 2000004511 築野食品工業㈱宝塚工場 665-0044 宝塚市末成町38-3 797726324 食用油脂製造業 一般 築野食品工業株式会社 代表取締役 築野 富美 649-7122 和歌山県伊都郡かつらぎ町新田94 736220061 神北(宝健)第2-463 令和3年2月3日 令和9年2月28日 昭和45年2月16日
000028 2000004515 まつ屋㈱本店 665-0035 宝塚市逆瀬川1-13-1アピア３　Ｂ１ 0797-71-0591 食肉製品製造業 一般 まつ屋食品株式会社 代表取締役 大西 光一 665-0035 兵庫県宝塚市逆瀬川1-13-1アピア３　Ｂ１ 0797-71-0591 神北(宝健)第37-1 平成30年1月24日 令和6年2月29日 昭和62年1月14日
000028 2000004589 有限会社ハッピースイート 665-0823 宝塚市安倉南4-5-17 797812700 菓子製造業 一般 有限会社ハッピースイート 代表取締役 松田 健次 665-0823 兵庫県宝塚市安倉南4-5-17 0797-81-2700 神北(宝健)第2-312 令和2年10月15日 令和8年11月30日 平成8年11月14日
000028 2000004595 スナック　ラムール 665-0004 宝塚市梅野町1-32 797815381 飲食店営業(4)その他 一般 田中 憲子 神北(宝健)第2-386 令和2年11月9日 令和8年11月30日 平成8年11月26日
000028 2000004597 玉ちゃん 665-0043 宝塚市高松町6-13 718362 飲食店営業(4)その他 一般 玉城 正光 神北(宝健)第2-358 令和2年11月5日 令和8年11月30日 平成8年11月27日
000028 2000004614 ＰＡＳＴＩＭＥ 665-0835 宝塚市旭町1-7-14 2F 797860889 飲食店営業(4)その他 一般 坂本 浩子 神北(宝健)第2-423 令和3年1月18日 令和9年2月28日 平成8年12月20日
000028 2000004658 長谷加工研究会　すずしろ 669-1204 宝塚市長谷字北畑19-3 797910696 みそ製造業 一般 古東 喜美代 神北(宝健)第12-24 令和3年5月17日 令和9年5月31日 平成9年3月10日
000028 2000004689 日乃出庵 665-0836 宝塚市清荒神3-10-24 797877018 菓子製造業 一般 瓢風 尚臣 神北(宝健)第12-3 令和3年4月16日 令和9年5月31日 平成9年4月23日
000028 2000004717 宝菓匠　菅屋 665-0881 宝塚市山本東3-9-4 797890980 菓子製造業 一般 株式会社菅屋 代表取締役 菅井 輝和 665-0864 兵庫県宝塚市泉町19-14 797864748 神北(宝健)第2-50 令和3年7月28日 令和10年8月31日 令和3年7月28日
000028 2000004725 スナック　美典 665-0842 宝塚市川面5-4-5 797864694 飲食店営業(4)その他 一般 武田 光子 神北(宝健)第1-143 令和3年8月26日 令和9年8月31日 令和3年8月26日
000028 2000004728 ラーメン工房　あ　宝塚店 665-0003 宝塚市湯本町9-10ヌーベルヴァーグ宝塚１Ｆ 797843330 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社あ 取締役 松坂 美和 665-0844 兵庫県宝塚市湯本町9番10号 797772929 神北(宝健)第1-111 令和3年8月16日 令和9年8月31日 令和3年8月16日
000028 2000004741 やきとり大吉　安倉店 665-0822 宝塚市安倉中3-11-7 797843980 飲食店営業(4)その他 一般 松岡 正晃 神北(宝健)第1-90 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 2000004744 ㈲松葉寿司 665-0823 宝塚市安倉南4-39-22 797871128 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社松葉寿司 代表取締役 富田 正博 665-0823 兵庫県宝塚市安倉南4丁目39-22 797871128 神北(宝健)第1-70 令和3年7月16日 令和9年8月31日 令和3年7月16日
000028 2000004747 高重 665-0816 宝塚市平井1-1-10 797800607 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 髙部 しずゑ 神北(宝健)第1-112 令和3年8月16日 令和9年8月31日 令和3年8月16日
000028 2000004753 喫茶　花 665-0034 宝塚市小林5-13-2 797719981 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山田 正子 神北(宝健)第1-116 令和3年8月16日 令和9年8月31日 令和3年8月16日
000028 2000004794 居酒屋　四万十 665-0042 宝塚市美幸町6-19山内マンション２Ｆ 797734582 飲食店営業(4)その他 一般 木村 博重 神北(宝健)第1-192 令和3年10月19日 令和9年11月30日 令和3年10月19日
000028 2000004811 きまぐれ 665-0061 宝塚市仁川北2-10-32 798523324 飲食店営業(4)その他 一般 松尾 幸子 神北(宝健)第1-210 令和3年10月28日 令和9年11月30日 令和3年10月28日
000028 2000004837 ㈱ダイエー宝塚中山店 665-0867 宝塚市売布東の町21-22 797864711 食肉販売業 一般 株式会社ダイエー 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町四丁目1番1 783025001 神北(宝健)第2-112 令和3年11月26日 令和10年11月30日 令和3年11月26日
000028 2000004841 ㈱ダイエー宝塚中山店 665-0867 宝塚市売布東の町21-22 797864711 魚介類販売業 一般 株式会社ダイエー 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町四丁目1番1 783025001 神北(宝健)第2-113 令和3年11月26日 令和10年11月30日 令和3年11月26日
000028 2000004842 ㈱ダイエー宝塚中山店 665-0867 宝塚市売布東の町21-22 797864711 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ダイエー 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町四丁目1番1 783025001 神北(宝健)第1-265 令和3年11月26日 令和10年11月30日 令和3年11月26日
000028 2000004843 ㈱ダイエー宝塚中山店（惣菜コーナー 惣菜） 665-0867 宝塚市売布東の町21-22 797864711 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ダイエー 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町四丁目1番1 783025001 神北(宝健)第1-266 令和3年11月26日 令和10年11月30日 令和3年11月26日
000028 2000004864 ナルト 665-0852 宝塚市売布2-8-12 797860588 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 喜多 重子 神北(宝健)第1-344 令和4年2月8日 令和10年2月29日 令和4年2月8日
000028 2000004895 泉寿庵 665-0836 宝塚市清荒神1-17-10 797843005 菓子製造業 一般 株式会社いづみや本舗 代表取締役 今井 智之 665-0843 兵庫県宝塚市宮の町10-8 797864652 神北(宝健)第2-140 令和4年2月24日 令和10年2月29日 令和4年2月24日
000028 2000004898 ラッグズ　シャック 665-0033 宝塚市伊孑志3-6-25 797773471 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宇田 雄介 神北(宝健)第1-322 令和4年1月26日 令和10年2月29日 令和4年1月26日
000028 2000004899 ㈱今里食品 665-0051 宝塚市高司5-1-52 797763221 めん類製造業 一般 株式会社今里食品 代表取締役 今里 有利 665-0051 兵庫県宝塚市高司5-1-52 797763221 神北(宝健)第2-92 令和1年5月24日 令和8年5月31日 平成10年3月4日
000028 2000004900 ㈱今里食品 665-0051 宝塚市高司5-1-52 797763221 そうざい製造業 一般 株式会社今里食品 代表取締役 今里 有利 665-0051 兵庫県宝塚市高司5-1-52 797763221 神北(宝健)第2-93 令和1年5月24日 令和8年5月31日 平成10年3月4日
000028 2000004901 ㈱今里食品 665-0051 宝塚市高司5-1-52 797763221 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社今里食品 代表取締役 今里 有利 665-0051 兵庫県宝塚市高司5-1-52 797763221 神北(宝健)第2-94 令和1年5月24日 令和8年5月31日 平成10年3月4日
000028 2000004918 酒処　よってんか 665-0881 宝塚市山本東3-6-1 797800800 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西澤 智起 神北(宝健)第1-45 令和4年5月9日 令和10年5月31日 令和4年5月9日
000028 2000004925 Ａｎｇｅｌ　Ｌｏｖｅ 665-0844 宝塚市武庫川町3-8フォセット宝塚102号 797847225 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中林 奈都子 神北(宝健)第1-58 令和4年5月12日 令和10年5月31日 令和4年5月12日
000028 2000004941 株式会社 丸三 665-0852 宝塚市売布2-12-4 797843761 食肉販売業 一般 株式会社丸三 代表取締役 三木 将平 665-0005 兵庫県宝塚市武庫山二丁目14番24号 797843761 神北(宝健)第2-19 令和4年5月10日 令和10年5月31日 令和4年5月10日
000028 2000004942 株式会社 丸三 665-0852 宝塚市売布2-12-4 797843761 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社丸三 代表取締役 三木 将平 665-0005 兵庫県宝塚市武庫山二丁目14番24号 797843761 神北(宝健)第1-46 令和4年5月10日 令和10年5月31日 令和4年5月10日
000028 2000004981 ミルテ 665-0861 宝塚市中山寺2-8-4 797812063 飲食店営業(4)その他 一般 近森 泰子 神北(宝健)第1-187 令和4年8月12日 令和10年8月31日 令和4年8月12日
000028 2000004986 フォセ　コアン 665-0852 宝塚市売布1-1-25 797868886 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日髙 靖子 神北(宝健)第1-223 令和4年8月30日 令和10年8月31日 令和4年8月30日
000028 2000004987 アヴェルデマキ 665-0024 宝塚市逆瀬台1-11-4-101 797733755 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 牧 耕三 神北(宝健)第1-196 令和4年8月18日 令和10年8月31日 令和4年8月18日
000028 2000004990 寿し平 665-0832 宝塚市向月町19-10 797843774 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森本 泰章 神北(宝健)第1-191 令和4年8月16日 令和10年8月31日 令和4年8月16日
000028 2000004991 宝塚阪急内　寿司 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　宝塚阪急2Ｆ 797811233 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-7 663611381 神北(宝健)第1-207 令和4年8月24日 令和11年8月31日 令和4年8月24日
000028 2000005019 旬食品 669-1231 宝塚市玉瀬字大岩谷1-115 797911559 そうざい製造業 一般 今村 千津子 神北(宝健)第2-102 令和4年11月22日 令和10年11月30日 令和4年11月22日
000028 2000005024 市立病院外来食堂 665-0827 宝塚市小浜4-5-1宝塚市立病院２Ｆ 797871161 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宝塚料飲有限会社 代表取締役 坂上 晶彦 665-0827 兵庫県宝塚市小浜4-5-1 797879516 神北(宝健)第1-295 令和4年10月27日 令和11年11月30日 令和4年10月27日
000028 2000005031 プール＆カフェ　パーティーマン 665-0045 宝塚市光明町23-21 797710011 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松田 博 神北(宝健)第1-334 令和4年11月16日 令和10年11月30日 令和4年11月16日
000028 2000005036 Ｍａｙ’ｓ　Ｇｒｅｅｎ 665-0844 宝塚市武庫川町4-10宝塚キムラヤ第1ビル3F 797813733 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 立花 みどり 神北(宝健)第1-321 令和4年11月14日 令和10年11月30日 令和4年11月14日
000028 2000005047 末廣寿司 665-0836 宝塚市清荒神3-14-14 797863176 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社古岡商事 取締役 古岡 伸章 665-0836 兵庫県宝塚市清荒神3丁目14番14号 797863176 神北(宝健)第1-418 令和5年2月17日 令和11年2月28日 令和5年2月17日
000028 2000005062 三宝堂 665-0836 宝塚市清荒神3-1-6 797863358 菓子製造業 一般 宮津 卓男 神北(宝健)第2-126 令和5年2月14日 令和11年2月28日 令和5年2月14日
000028 2000005075 味芽 665-0865 宝塚市寿町9-12ステップインイースト１Ｆ 797878310 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大原 敬高 神北(宝健)第1-383 令和5年1月20日 令和11年2月28日 令和5年1月20日
000028 2000005096 松﨑商店 665-0865 宝塚市寿町9-10ステップインウエスト１Ｆ 797812420 豆腐製造業 一般 松﨑 鐵廣 神北(宝健)第8-1 平成29年5月12日 令和5年5月31日 平成11年3月25日
000028 2000005119 菓子工房みわあおに　五月台４丁目 665-0871 宝塚市中山五月台4-12-1 823070 菓子製造業 一般 三輪 青丹 神北(宝健)第3-4 平成29年4月20日 令和5年5月31日 平成11年4月14日
000028 2000005160 ぐらたん亭どつぼどーる 665-0035 宝塚市逆瀬川1-13-27トヨタビル１Ｆ 0797-77-9046 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　ディー・ディー 代表取締役 前川 克巳 665-0035 兵庫県宝塚市逆瀬川1-13-27 0797-74-7660 神北(宝健)第20-75 平成29年7月28日 令和5年8月31日 平成11年6月2日
000028 2000005169 ひまわり 669-1211 宝塚市大原野字宮脇4 797910493 そうざい製造業 一般 辰家 美佐子 神北(宝健)第15-2 平成29年5月12日 令和5年5月31日 平成11年6月29日
000028 2000005170 スワン 665-0832 宝塚市向月町3-3 797849508 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　アムス 代表取締役 大森 華代 665-0852 兵庫県宝塚市売布4-4-64 797843449 神北(宝健)第20-78 平成29年8月4日 令和5年8月31日 平成11年6月28日
000028 2000005183 宝塚郵便局内局員食堂 665-0827 宝塚市小浜3-1-20宝塚郵便局３Ｆ 797863003 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　ウエノビジネスグリル 代表取締役 上野 宏 560-0884 大阪府豊中市岡町北1-7-1 668552016 神北(宝健)第2-160 令和1年8月7日 令和8年8月31日 平成11年7月16日
000028 2000005215 株式会社　鳥居 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社鳥居 代表取締役 本 剛 665-0047 兵庫県宝塚市亀井町9-61 797736185 神北(宝健)第2-136 令和1年7月25日 令和6年8月31日 平成11年8月25日
000028 2000005225 金ごま本舗株式会社 665-0883 宝塚市山本中3-19-26 797804150 菓子製造業 一般 金ごま本舗株式会社 代表取締役 藤波 孝幸 665-0883 兵庫県宝塚市山本中3-19-26 797804150 神北(宝健)第3-44 平成29年10月17日 令和5年11月30日 平成11年9月8日
000028 2000005229 Ａｕｂｅｌｇｉｎｅ 665-0033 宝塚市伊孑志1-5-11 0797-77-3185 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 籔中 宏一 神北(宝健)第20-108 平成29年10月31日 令和5年11月30日 平成11年9月22日
000028 2000005232 炭火やきとり　竹千代 665-0061 宝塚市仁川北2-3-12 798517843 飲食店営業(4)その他 一般 平手 康裕 神北(宝健)第20-188 平成29年11月24日 令和5年11月30日 平成11年9月28日
000028 2000005247 ラーメン　桂 665-0867 宝塚市売布東の町7-19売布ハイツ101号 797868630 飲食店営業(4)その他 一般 松本 堅次郎 神北(宝健)第20-121 平成29年11月2日 令和5年11月30日 平成11年10月13日
000028 2000005266 ㈱いかりスーパーマーケット　水産センター 665-0043 宝塚市高松町2-12 797727073 魚介類販売業 一般 株式会社いかりスーパーマーケット 代表取締役 行光 博志 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町1-15-8 664216074 神北(宝健)第2-310 令和2年10月14日 令和9年11月30日 平成11年10月29日
000028 2000005279 たぬき庵 665-0043 宝塚市高松町2-12 797721457 そうざい製造業 一般 有楽調理食品株式会社 代表取締役 松尾 圭祐 665-0043 兵庫県宝塚市高松町2-12 797721457 神北(宝健)第2-346 令和2年10月28日 令和9年11月30日 平成11年10月25日
000028 2000005280 たぬき庵 665-0043 宝塚市高松町2-12 797721457 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有楽調理食品株式会社 代表取締役 松尾 圭祐 665-0043 兵庫県宝塚市高松町2-12 797721457 神北(宝健)第2-347 令和2年10月28日 令和9年11月30日 平成11年10月25日
000028 2000005281 たぬき庵 665-0043 宝塚市高松町2-12 797721457 菓子製造業 一般 有楽調理食品株式会社 代表取締役 松尾 圭祐 665-0043 兵庫県宝塚市高松町2-12 797721457 神北(宝健)第2-348 令和2年10月28日 令和9年11月30日 平成11年10月25日
000028 2000005282 たぬき庵 665-0043 宝塚市高松町2-12 797721457 食肉販売業 一般 有楽調理食品株式会社 代表取締役 松尾 圭祐 665-0043 兵庫県宝塚市高松町2-12 797721457 神北(宝健)第2-349 令和2年10月28日 令和9年11月30日 平成11年10月25日
000028 2000005283 たぬき庵 665-0043 宝塚市高松町2-12 797721457 めん類製造業 一般 有楽調理食品株式会社 代表取締役 松尾 圭祐 665-0043 兵庫県宝塚市高松町2-12 797721457 神北(宝健)第2-350 令和2年10月28日 令和9年11月30日 平成11年10月25日
000028 2000005284 たぬき庵 665-0043 宝塚市高松町2-12 797721457 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有楽調理食品株式会社 代表取締役 松尾 圭祐 665-0043 兵庫県宝塚市高松町2-12 797721457 神北(宝健)第2-351 令和2年10月28日 令和9年11月30日 平成11年10月25日
000028 2000005285 ㈱いかりスーパーマーケットミートセンター 665-0043 宝塚市高松町2-12 797728929 食肉処理業 一般 株式会社いかりスーパーマーケット 代表取締役 行光 博志 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町1-15-8 664216074 神北(宝健)第2-305 令和2年10月14日 令和9年11月30日 平成11年10月25日
000028 2000005286 ㈱いかりスーパーマーケット調理食品部 665-0043 宝塚市高松町2-12 797728931 そうざい製造業 一般 株式会社いかりスーパーマーケット 代表取締役 行光 博志 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町1-15-8 664216074 神北(宝健)第2-306 令和2年10月14日 令和9年11月30日 平成11年10月25日
000028 2000005287 ㈱いかりスーパーマーケット調理食品部 665-0043 宝塚市高松町2-12 797728931 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社いかりスーパーマーケット 代表取締役 行光 博志 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町1-15-8 664216074 神北(宝健)第2-307 令和2年10月14日 令和9年11月30日 平成11年10月25日
000028 2000005288 ㈱いかりスーパーマーケット調理食品部 665-0043 宝塚市高松町2-12 728931 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社いかりスーパーマーケット 代表取締役 行光 博志 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町1-15-8 664216074 神北(宝健)第2-308 令和2年10月14日 令和9年11月30日 平成11年10月25日
000028 2000005289 ㈱いかりスーパーマーケット調理食品部 665-0043 宝塚市高松町2-12 797728931 菓子製造業 一般 株式会社いかりスーパーマーケット 代表取締役 行光 博志 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町1-15-8 664216074 神北(宝健)第2-309 令和2年10月14日 令和9年11月30日 平成11年10月25日
000028 2000005295 コープめふ 665-0852 宝塚市売布2-5-1ピピアめふ１　Ｂ１ 797841131 食肉販売業 一般 生活協同組合　コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-3-19 788561003 神北(宝健)第5-29 平成29年11月8日 令和5年11月30日 平成11年10月26日
000028 2000005296 コープめふ 665-0852 宝塚市売布2-5-1ピピアめふ１　Ｂ１ 797841131 魚介類販売業 一般 生活協同組合　コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-3-19 788561003 神北(宝健)第6-24 平成29年11月8日 令和5年11月30日 平成11年10月26日
000028 2000005298 コープめふ 665-0852 宝塚市売布2-5-1ピピアめふ１　Ｂ１ 797841131 飲食店営業(4)その他 一般 生活協同組合　コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-3-19 788561003 神北(宝健)第20-127 平成29年11月8日 令和5年11月30日 平成11年10月26日



000028 2000005302 愛菜めふ店 665-0852 宝塚市売布2-5-1ピピアめふ１　Ｂ１ 797812656 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　コープフーズ 代表取締役 友重 伸和 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-3-19 794956001 神北(宝健)第20-128 平成29年11月8日 令和5年11月30日 平成11年10月26日
000028 2000005303 小麦の森　めふ店 665-0852 宝塚市売布2-5-1ピピアめふ１　Ｂ１ 797813307 菓子製造業 一般 株式会社コープベーカリー 代表取締役 緑 淳史 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西2-1 788573904 神北(宝健)第3-49 平成29年11月2日 令和5年11月30日 平成11年10月26日
000028 2000005304 小麦の森　めふ店 665-0852 宝塚市売布2-5-1ピピアめふ１　Ｂ１ 797813307 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社コープベーカリー 代表取締役 緑 淳史 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西2-1 788573904 神北(宝健)第20-122 平成29年11月2日 令和5年11月30日 平成11年10月26日
000028 2000005310 味里 665-0852 宝塚市売布2-11-1ピピアめふ２　１Ｆ 0797-87-1761 飲食店営業(4)その他 一般 豊田 春男 神北(宝健)第20-141 平成29年11月14日 令和5年11月30日 平成11年10月25日
000028 2000005319 和 665-0842 宝塚市川面5-10-32川面ﾏﾝｼｮﾝ 1F 797854771 飲食店営業(4)その他 一般 岡田 洋子 神北(宝健)第20-187 平成29年11月24日 令和5年11月30日 平成11年11月22日
000028 2000005326 魚健 665-0836 宝塚市清荒神1-11-1清荒神市場内 0797-81-8189 魚介類販売業 一般 阪口 健治 神北(宝健)第6-42 平成30年2月8日 令和6年2月29日 平成11年12月1日
000028 2000005327 魚健 665-0836 宝塚市清荒神1-11-1清荒神市場内 797818189 飲食店営業(4)その他 一般 阪口 健治 神北(宝健)第20-222 平成30年2月8日 令和6年2月29日 平成11年12月1日
000028 2000005335 阪急オアシス　宝塚南口店 665-0011 宝塚市南口2-14-1サンビオラ１番館 797714571 飲食店営業(4)その他 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第20-221 平成30年2月7日 令和6年2月29日 平成11年12月8日
000028 2000005337 阪急オアシス　宝塚南口店 665-0011 宝塚市南口2-14-1サンビオラ１番館 797714571 魚介類販売業 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第6-40 平成30年2月7日 令和6年2月29日 平成11年12月8日
000028 2000005340 くら寿司　安倉店 665-0825 宝塚市安倉西4-591-1 797863991 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 くら寿司株式会社 代表取締役 田中 邦彦 599-8253 大阪府堺市中区深阪1-2-2 722398071 神北(宝健)第2-467 令和3年2月5日 令和10年2月29日 平成11年12月10日
000028 2000005365 長生堂 665-0883 宝塚市山本中3-17-9 802111 菓子製造業 一般 瀧本 勝仁 神北(宝健)第3-20 平成30年5月17日 令和6年5月31日 平成12年3月1日
000028 2000005387 兵庫県立宝塚西高等学校内食堂 665-0025 宝塚市ゆずり葉台1-1-1 797734035 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 マインフーズサービス株式会社 代表取締役 峯 林太郎 661-0978 兵庫県尼崎市三反田町2-20-9 06-6427-4633 神北(宝健)第20-47 平成30年4月24日 令和6年5月31日 平成12年4月7日
000028 2000005389 喫茶バンブルビー 665-0881 宝塚市山本東2-2-1あいあいぱーく2Ｆ 0797-82-3570 飲食店営業(4)その他 一般 宝塚山本ガーデン・クリエイティブ㈱ 代表取締役 阪上 和彦 665-0881 兵庫県宝塚市山本東2-2-1 0797-82-3570 神北(宝健)第20-25 平成30年4月18日 令和6年5月31日 平成12年4月10日
000028 2000005396 かれんす 665-0034 宝塚市小林4-8-3 0797-77-7684 飲食店営業(4)その他 一般 松下 収一 神北(宝健)第20-7 平成30年4月16日 令和6年5月31日 平成12年4月19日
000028 2000005412 アップルサイダー 665-0035 宝塚市逆瀬川1-11-1アピア２　１Ｆ 0797-72-0266 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 村田 愛実 神北(宝健)第20-49 平成30年4月24日 令和6年5月31日 平成12年5月10日
000028 2000005420 味味 665-0836 宝塚市清荒神1-11-1清荒神市場内 0797-86-6648 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福島 光美 神北(宝健)第20-55 平成30年4月26日 令和6年5月31日 平成12年5月18日
000028 2000005423 遊食三昧　花やしき 665-0881 宝塚市山本東3-11-6 825058 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　カキウチ 代表取締役 新谷 田鶴子 665-0811 兵庫県宝塚市南ひばりガ丘1-17-18 882680 神北(宝健)第20-1 平成30年4月10日 令和6年5月31日 平成12年5月29日
000028 2000005438 株式会社　京千 665-0047 宝塚市亀井町12-40いかりスーパーマーケット第1物流センター内 797727072 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社　京千 代表取締役 行光 秀夫 665-0047 兵庫県宝塚市亀井町12-40 797727072 神北(宝健)第20-113 平成30年7月24日 令和6年8月31日 平成12年6月29日
000028 2000005442 花の実 665-0033 宝塚市伊孑志3-3-18 797722577 飲食店営業(4)その他 一般 岡田 實代 神北(宝健)第20-129 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成12年7月4日
000028 2000005443 665-0821 宝塚市安倉北2-19-2 797855775 飲食店営業(4)その他 一般 代表取締役 渡邉 喜広 103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36-2 356518601 神北(宝健)第20-128 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成12年7月3日
000028 2000005450 ＴＯＡ　ＣＡＳＡ　Ｔａｋａｒａｚｕｋａ 665-0047 宝塚市亀井町10-54 0797-74-8751 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社東テスティパル 代表取締役 藤井 俊成 571-0045 大阪府門真市殿島町6番1号 669098181 神北(宝健)第20-126 平成30年7月30日 令和6年8月31日 平成12年7月21日
000028 2000005453 鉄板焼　竹千代 665-0874 宝塚市中筋9-10-11 797885341 飲食店営業(4)その他 一般 大塚 千代 神北(宝健)第20-123 平成30年7月27日 令和6年8月31日 平成12年7月26日
000028 2000005455 ダイニング・バー　ＳＥＮＪＹＵ 665-0852 宝塚市売布2-5-1ピピアめふ１　112号 797867304 飲食店営業(4)その他 一般 原田 泉 神北(宝健)第20-127 平成30年7月30日 令和6年8月31日 平成12年8月1日
000028 2000005474 イズミヤ㈱小林店 665-0034 宝塚市小林5-5-47 797730101 食肉販売業 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第5-29 平成30年7月19日 令和6年8月31日 平成12年8月25日
000028 2000005481 有限会社　伊賀屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 有限会社　伊賀屋 代表取締役 岡松 久 657-0844 兵庫県神戸市灘区都通2-4-19 788813715 神北(宝健)第2-366 令和2年10月30日 令和7年11月30日 平成12年9月1日
000028 2000005488 ㈱いかりスーパーマーケット阪急逆瀬川店  （寿司） 665-0035 宝塚市逆瀬川1-2-1　アピア１　Ｂ１ 797765671 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社いかりスーパーマーケット 代表取締役 行光 博志 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町一丁目15番8号 664216074 神北(宝健)第1-201 令和3年10月25日 令和9年11月30日 令和3年10月25日
000028 2000005489 ㈱いかりスーパーマーケット阪急逆瀬川店  （デリカ） 665-0035 宝塚市逆瀬川1-2-1　アピア１　Ｂ１ 797765671 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社いかりスーパーマーケット 代表取締役 行光 博志 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町一丁目15番8号 664216074 神北(宝健)第1-202 令和3年10月25日 令和9年11月30日 令和3年10月25日
000028 2000005491 ㈱いかりスーパーマーケット阪急逆瀬川店 665-0035 宝塚市逆瀬川1-2-1　アピア１　Ｂ１ 797765671 菓子製造業 一般 株式会社いかりスーパーマーケット 代表取締役 行光 博志 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町一丁目15番8号 664216074 神北(宝健)第2-91 令和3年10月25日 令和9年11月30日 令和3年10月25日
000028 2000005493 ㈱いかりスーパーマーケット阪急逆瀬川店 665-0035 宝塚市逆瀬川1-2-1　アピア１　Ｂ１ 797765671 魚介類販売業 一般 株式会社いかりスーパーマーケット 代表取締役 行光 博志 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町一丁目15番8号 664216074 神北(宝健)第2-92 令和3年10月25日 令和9年11月30日 令和3年10月25日
000028 2000005506 つるや本舗 665-0845 宝塚市栄町1-6-2花のみちセルカ２番館１Ｆ 797862804 菓子製造業 一般 岡田 浩三 神北(宝健)第3-56 平成30年10月16日 令和6年11月30日 平成12年9月7日
000028 2000005514 ＩＺＵＭＩ 665-0845 宝塚市栄町1-6-2花のみち２番館107号 797849008 飲食店営業(4)その他 一般 杉本 悦郎 神北(宝健)第20-186 平成30年11月8日 令和6年11月30日 平成12年9月12日
000028 2000005515 ＩＺＵＭＩ 665-0845 宝塚市栄町1-6-2花のみち２番館107号 797849008 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 杉本 悦郎 神北(宝健)第2-379 令和2年11月6日 令和7年11月30日 平成12年9月12日
000028 2000005517 けやき 665-0805 宝塚市雲雀丘1-2-11雲雀丘駅前ビル202号 727587273 飲食店営業(4)その他 一般 宮村 眞之 神北(宝健)第20-198 平成30年11月19日 令和6年11月30日 平成12年9月18日
000028 2000005553 おおきに 665-0034 宝塚市小林2-12-25プレジデント宝塚１Ｆ 797742675 飲食店営業(4)その他 一般 夛田 直子 神北(宝健)第20-196 平成30年11月16日 令和6年11月30日 平成12年10月12日
000028 2000005566 藁葺家 665-0842 宝塚市川面5-7-31 797870267 飲食店営業(4)その他 一般 川口 直樹 神北(宝健)第20-193 平成30年11月12日 令和6年11月30日 平成12年10月25日
000028 2000005567 博多ラーメン　げんこつ　宝塚店 665-0835 宝塚市旭町1-2-35 797853950 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社博多ラーメンげんこつ 代表取締役 世儀 隆文 561-0807 大阪府豊中市原田中1丁目8番18号 668461100 神北(宝健)第20-194 平成30年11月13日 令和6年11月30日 平成12年11月1日
000028 2000005568 手打蕎麦　中川 665-0011 宝塚市南口2-3-35宝塚コートハイツ１Ｆ 797770084 飲食店営業(4)その他 一般 中川 健 神北(宝健)第20-197 平成30年11月19日 令和6年11月30日 平成12年11月1日
000028 2000005577 ミスタードーナツ　イズミヤ小林店 665-0034 宝塚市小林5-5-47イズミヤ小林店１Ｆ 797730135 菓子製造業 一般 Ｍ＆Ｓフードサービス株式会社 代表取締役 夏井 克典 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号大阪国際ビルディング30階 676630071 神北(宝健)第3-60 平成30年10月26日 令和6年11月30日 平成12年11月1日
000028 2000005578 ミスタードーナツ　イズミヤ小林店 665-0034 宝塚市小林5-5-47イズミヤ小林店１Ｆ 797730135 飲食店営業(4)その他 一般 Ｍ＆Ｓフードサービス株式会社 代表取締役 夏井 克典 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号大阪国際ビルディング30階 676630071 神北(宝健)第20-166 平成30年10月26日 令和6年11月30日 平成12年11月1日
000028 2000005586 信濃富士 665-0822 宝塚市安倉中5-10-13 797853815 飲食店営業(4)その他 一般 北林 麻弥 神北(宝健)第20-191 平成30年11月12日 令和6年11月30日 平成12年11月14日
000028 2000005596 株式会社万代宝塚中筋店 665-0874 宝塚市中筋2-10-40 797801003 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東3丁目10番13号 667203305 神北(宝健)第20-175 平成30年11月2日 令和6年11月30日 平成12年11月17日
000028 2000005598 株式会社万代宝塚中筋店 665-0874 宝塚市中筋2-10-40 797801003 食肉販売業 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東3丁目10番13号 667203305 神北(宝健)第5-42 平成30年11月2日 令和6年11月30日 平成12年11月17日
000028 2000005599 株式会社万代宝塚中筋店 665-0874 宝塚市中筋2-10-40 797801003 魚介類販売業 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東3丁目10番13号 667203305 神北(宝健)第6-22 平成30年11月2日 令和6年11月30日 平成12年11月17日
000028 2000005626 ＬＥ　ＣＡＶＥＡＵ 665-0021 宝塚市中州1-15-2逆瀬川ビル１Ｆ 797713937 飲食店営業(4)その他 一般 田中 信行 神北(宝健)第20-234 平成31年2月4日 令和7年2月28日 平成12年12月25日
000028 2000005639 喫茶　ヒロ 665-0881 宝塚市山本東2-6-1 797880237 飲食店営業(4)その他 一般 辻本 芳敬 神北(宝健)第20-205 平成31年1月9日 令和7年2月28日 平成13年1月16日
000028 2000005647 ジョリーパスタ宝塚南店 665-0051 宝塚市高司1-2-2 797765405 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ジョリーパスタ 代表取締役 南 哲史 108-0075 東京都港区港南2-18-1 368338833 神北(宝健)第20-207 平成31年1月11日 令和7年2月28日 平成13年1月23日
000028 2000005671 やきとり　鳥十 665-0035 宝塚市逆瀬川1-11-1-114アピア２ １Ｆ 797733700 飲食店営業(4)その他 一般 片山 稔 神北(宝健)第20-232 平成31年1月31日 令和7年2月28日 平成13年2月26日
000028 2000005851 喫茶ちっく 665-0852 宝塚市売布4-1-12メゾンドムール１Ｆ 797848129 飲食店営業(4)その他 一般 宮田 悦子 神北(宝健)第2-59 平成31年4月25日 令和7年5月31日 平成13年5月14日
000028 2000005895 海斗 665-0033 宝塚市伊孑志3-12-25 797744616 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 胤森 正行 神北(宝健)第2-135 令和1年7月24日 令和7年8月31日 平成13年6月7日
000028 2000005899 セブンイレブン宝塚小浜２丁目店 665-0827 宝塚市小浜2-5-10 797847717 飲食店営業(4)その他 一般 帯刀 正彦 神北(宝健)第2-147 令和1年7月30日 令和8年8月31日 平成13年6月27日
000028 2000005906 ベルファーム 665-0035 宝塚市逆瀬川1-11-1アピア2　1F 797747747 飲食店営業(4)その他 一般 谷口 高雄 神北(宝健)第2-112 令和1年7月17日 令和7年8月31日 平成13年7月2日
000028 2000005916 ガスト 宝塚南口店 665-0011 宝塚市南口2-5-43 797781285 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保一丁目25番8号 422375218 神北(宝健)第1-205 令和4年8月23日 令和11年8月31日 令和4年8月23日
000028 2000005924 (株)ＬＥＯＣ　くらら　仁川事業所 665-0061 宝塚市仁川北2-9-59 798548411 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＬＥＯＣ 代表取締役 田島 利行 100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 352208550 神北(宝健)第2-138 令和1年7月25日 令和7年8月31日 平成13年7月13日
000028 2000005934 すき家　宝塚安倉店 665-0825 宝塚市安倉西4-608 797870633 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 357838850 神北(宝健)第2-152 令和1年7月30日 令和7年8月31日 平成13年8月3日
000028 2000005948 牡丹亭 669-1204 宝塚市長谷門畑29 797911616 飲食店営業(4)その他 露店 満井 郁夫 神北(宝健)第11-31 令和3年4月27日 令和8年5月31日 平成13年4月13日
000028 2000005949 カラオケサロン　Ｒｉｎｇｏ 665-0832 宝塚市向月町19-8 797842203 飲食店営業(4)その他 一般 宮西 清子 神北(宝健)第2-21 平成31年4月16日 令和7年5月31日 平成13年5月23日
000028 2000005973 宝塚シニアコミュニティー 669-1211 宝塚市大原野字南穴虫1-253 797835010 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ラフト 代表取締役 永田 義雄 654-0041 兵庫県神戸市須磨区古川町1-3-16 787397311 神北(宝健)第2-281 令和1年11月12日 令和7年11月30日 平成13年9月10日
000028 2000005981 日清医療食品㈱こだま病院 665-0841 宝塚市御殿山1-3-2 797873242 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 332873611 神北(宝健)第1-114 令和4年5月31日 令和11年5月31日 令和4年5月31日
000028 2000006006 ㈱太平洋クラブ　ｸﾗﾌﾞﾊｳｽﾚｽﾄﾗﾝ 669-1205 宝塚市芝辻新田字広芝花折7-2 797911001 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社太平洋クラブ 代表取締役 韓 俊 602-0000 752520358 神北(宝健)第2-252 令和1年11月1日 令和7年11月30日 平成13年9月3日
000028 2000006008 ㈱太平洋クラブ　7番ｱｳﾄｺｰｽ茶店 669-1205 宝塚市芝辻新田字広芝花折7-2 797911001 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社太平洋クラブ 代表取締役 韓 俊 602-0000 752520358 神北(宝健)第2-253 令和1年11月1日 令和7年11月30日 平成13年9月3日
000028 2000006009 ㈱太平洋クラブ　13番ｲﾝｺｰｽ茶店 669-1205 宝塚市芝辻新田字広芝花折7-2 797911001 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社太平洋クラブ 代表取締役 韓 俊 602-0000 752520358 神北(宝健)第2-254 令和1年11月1日 令和7年11月30日 平成13年9月3日
000028 2000006016 カフェ　アニーズ 665-0821 宝塚市安倉北2-11-41 797851288 飲食店営業(4)その他 一般 山口 敏朗 神北(宝健)第2-196 令和1年10月18日 令和7年11月30日 平成13年10月2日
000028 2000006025 やきとり大吉　小林店 665-0045 宝塚市光明町22-29カサベージュ光明町１Ｆ 797746892 飲食店営業(4)その他 一般 片山 義広 神北(宝健)第2-207 令和1年10月24日 令和7年11月30日 平成13年10月10日
000028 2000006038 とりどーる宝塚店 665-0864 宝塚市泉町6-22 797831430 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社トリドールジャパン 代表取締役 粟田 貴也 150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号 342218900 神北(宝健)第2-262 令和1年11月7日 令和7年11月30日 平成13年10月17日
000028 2000006062 パンネル可成 665-0022 宝塚市野上1-1-23 728787 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社一麦 代表取締役 羽鹿 正紀 665-0013 兵庫県宝塚市宝梅1-12-7 797728787 神北(宝健)第2-190 令和1年10月17日 令和7年11月30日 平成13年11月20日
000028 2000006076 味のれん 665-0035 宝塚市逆瀬川1-13-1-114アピア3-1F 797733636 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　野口殖産 代表取締役 野口 明男 664-0028 兵庫県伊丹市西野1-79-1 727728787 神北(宝健)第2-372 令和2年1月30日 令和8年2月28日 平成13年12月10日
000028 2000006099 セブンイレブン宝塚中野町店 665-0056 宝塚市中野町14-15 797729007 飲食店営業(4)その他 一般 外山 康夫 神北(宝健)第2-321 令和2年1月15日 令和8年2月28日 平成14年1月25日
000028 2000006108 神谷興産株式会社 665-0051 宝塚市高司4-3-27 797771177 そうざい製造業 一般 神谷興産株式会社 代表取締役 神谷 浩樹 665-0051 兵庫県宝塚市高司4-3-27 797771177 神北(宝健)第2-355 令和2年1月22日 令和8年2月28日 平成14年2月7日
000028 2000006422 (株)いかりスーパーマーケット漬物センター 665-0047 宝塚市亀井町12-40 797723290 漬物製造業 一般 株式会社いかりスーパーマーケット 代表取締役 行光 博志 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町一丁目15番地の8 664216074 神北(宝健)第2-84 令和4年10月27日 令和10年11月30日 令和4年10月27日
000028 2000006434 ＦＦ４（はいからや） 665-0053 宝塚市駒の町1-1　阪神競馬場内　1F 798537819 飲食店営業(4)その他 一般 一般財団法人競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1番地1 423038355 神北(宝健)第1-325 令和4年1月27日 令和10年2月29日 令和4年1月27日
000028 2000006435 ＦＦ５　吉野家 665-0053 宝塚市駒の町1-1　阪神競馬場内　1F 798537819 飲食店営業(4)その他 一般 一般財団法人競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1番地1 423038355 神北(宝健)第2-347 令和2年1月17日 令和9年2月28日 平成14年2月22日
000028 2000006774 ローソン宝塚口谷西店 665-0813 宝塚市口谷西3-84-19 797802022 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社桂商店 代表取締役 秋田 修一 666-0015 兵庫県川西市小花2丁目7番1-107号 727593353 神北(宝健)第1-394 令和5年1月31日 令和12年2月28日 令和5年1月31日
000028 2000006785 阪急オアシス宝塚店 665-0833 宝塚市鶴の荘1-1 797860681 飲食店営業(4)その他 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第1-41 令和5年4月28日 令和12年5月31日 令和5年4月28日
000028 2000006786 阪急オアシス宝塚店 665-0833 宝塚市鶴の荘1-1 797860681 飲食店営業(4)その他 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第2-24 令和2年4月17日 令和8年5月31日 平成14年3月25日
000028 2000006788 阪急オアシス宝塚店 665-0833 宝塚市鶴の荘1-1 797860681 食肉販売業 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第2-22 令和2年4月17日 令和8年5月31日 平成14年3月25日
000028 2000006789 阪急オアシス宝塚店 665-0833 宝塚市鶴の荘1-1 797860681 魚介類販売業 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第2-23 令和2年4月17日 令和8年5月31日 平成14年3月25日
000028 2000006955 くら寿司　宝塚I・Ｃ店 665-0833 宝塚市鶴の荘1-2 797853866 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 くら寿司株式会社 代表取締役 田中 邦彦 599-8253 大阪府堺市中区深阪1-2-2 722398071 神北(宝健)第11-26 令和3年4月26日 令和10年5月31日 平成14年4月2日
000028 2000007242 株式会社　香月 665-0061 宝塚市仁川北2-5-1-102さらら仁川１Ｆ102号 798513253 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　香月 代表取締役 山脇 誠一 665-0061 兵庫県宝塚市仁川北2-5-1さらら仁川北館１Ｆ102号 798513253 神北(宝健)第1-14 令和5年4月14日 令和12年5月31日 令和5年4月14日
000028 2000007245 鳥居仁川本店 665-0061 宝塚市仁川北2-5-1さらら仁川北館111号 798529801 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社鳥居 代表取締役 本 剛 665-0047 兵庫県宝塚市亀井町9-61 797736185 神北(宝健)第2-66 令和2年4月30日 令和8年5月31日 平成14年4月24日
000028 2000007269 山幸 665-0816 宝塚市平井1-28-10 797890402 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 内田 弘和 神北(宝健)第2-18 令和2年4月16日 令和8年5月31日 平成14年4月23日
000028 2000007275 有限会社　たからづか牛乳 665-0051 宝塚市高司5-2-9 797775530 乳処理業 一般 有限会社たからづか牛乳 代表取締役 山本 陽子 665-0051 兵庫県宝塚市高司5-2-9 797775530 神北(宝健)第2-102 令和2年5月15日 令和8年5月31日 平成14年4月30日
000028 2000007401 田の神さあ　山もと 665-0033 宝塚市伊孑志2-17-8ビバラージヒル１Ｆ 797729355 飲食店営業(4)その他 一般 山本 隆士 神北(宝健)第2-236 令和2年7月31日 令和8年8月31日 平成14年6月13日
000028 2000007403 お好み焼　こみち 665-0046 宝塚市福井町32-35 797770010 飲食店営業(4)その他 一般 川尾 美智子 神北(宝健)第2-261 令和2年8月19日 令和8年8月31日 平成14年6月18日
000028 2000007404 三田屋　宝塚店 665-0874 宝塚市中筋3-135-1 797895678 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社三田屋 代表取締役 廣岡 玄紀 651-1321 兵庫県神戸市北区有野台4-29-5 789031333 神北(宝健)第2-218 令和2年7月27日 令和8年8月31日 平成14年6月25日
000028 2000007438 双愛整形外科 665-0031 宝塚市末広町2-8 797775551 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 淀川食品株式会社 代表取締役 田村 隆 532-0036 大阪府大阪市淀川区三津屋中1-1-2 663016831 神北(宝健)第20-113 平成28年8月8日 令和5年8月31日 平成14年7月25日
000028 2000007441 スナック　かな 665-0056 宝塚市中野町1-7 797776133 飲食店営業(4)その他 一般 田中 美鈴 神北(宝健)第2-214 令和2年7月21日 令和8年8月31日 平成14年7月29日
000028 2000007451 マルキ精肉宝塚店 665-0874 宝塚市中筋7-10-6 797804534 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ゼンショク 代表取締役 大石 重己 567-0888 大阪府茨木市駅前1-4-30 726313222 神北(宝健)第2-270 令和2年8月21日 令和8年8月31日 平成14年8月2日
000028 2000007552 ぎゅうしげ 665-0003 宝塚市湯本町4-28 797845319 飲食店営業(4)その他 一般 大川 政源 神北(宝健)第2-389 令和2年11月11日 令和8年11月30日 平成14年9月11日
000028 2000007695 味処　坂 665-0881 宝塚市山本東2-8-16 797880043 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 坂上 光男 神北(宝健)第2-410 令和2年11月30日 令和8年11月30日 平成14年10月2日
000028 2000007713 アンプランシェール 665-0035 宝塚市逆瀬川1-2-1アピア１　５Ｆ 797726786 飲食店営業(4)その他 一般 小林 哲 神北(宝健)第2-338 令和2年10月22日 令和8年11月30日 平成14年10月24日
000028 2000007723 おれﾝち 665-0033 宝塚市伊孑志3-15-1 797511677 飲食店営業(4)その他 一般 根角 洋 神北(宝健)第2-365 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成14年11月7日
000028 2000007728 江戸屋 665-0842 宝塚市川面5-10-25-101 ソリオきたユニベール 797815820 飲食店営業(4)その他 一般 石原 慶幸 神北(宝健)第2-354 令和2年10月28日 令和8年11月30日 平成14年11月13日
000028 2000007739 ㈱ファミリーストア　なかい 669-1211 宝塚市大原野石保59 910053 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ファミリーストアなかい 代表取締役 中井 彰 669-1211 兵庫県宝塚市大原野石保58-4 797910053 神北(宝健)第2-369 令和2年11月2日 令和8年11月30日 平成14年11月21日
000028 2000007750 四季旬菜　みゆき 665-0034 宝塚市小林2-11-16カサ小林ビル１０４号 797727488 飲食店営業(4)その他 一般 田中 順三 神北(宝健)第2-452 令和3年1月28日 令和9年2月28日 平成14年12月6日
000028 2000007816 有限会社たからづか牛乳 665-0051 宝塚市高司5-2-9 797775530 乳製品製造業 一般 有限会社たからづか牛乳 代表取締役 山本 陽子 665-0051 兵庫県宝塚市高司5-2-9 797775530 神北(宝健)第2-457 令和3年1月29日 令和9年2月28日 平成15年2月7日
000028 2000007855 プライムデリカ株式会社宝塚工場 665-0051 宝塚市高司4-6-40 0797-78-0711 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 プライムデリカ株式会社 代表取締役 齊藤 正義 228-0828 神奈川県相模原市南区麻溝台1-7-1 042-702-0011 神北(宝健)第11-17 令和3年4月22日 令和9年5月31日 平成15年3月5日
000028 2000007856 プライムデリカ株式会社宝塚工場 665-0051 宝塚市高司4-6-40 0797-78-0711 菓子製造業 一般 プライムデリカ株式会社 代表取締役 齊藤 正義 228-0828 神奈川県相模原市南区麻溝台1-7-1 042-702-0011 神北(宝健)第12-9 令和3年4月22日 令和9年5月31日 平成15年3月5日
000028 2000007857 プライムデリカ株式会社宝塚工場 665-0051 宝塚市高司4-6-40 0797-78-0711 食肉処理業 一般 プライムデリカ株式会社 代表取締役 齊藤 正義 228-0828 神奈川県相模原市南区麻溝台1-7-1 042-702-0011 神北(宝健)第12-10 令和3年4月22日 令和9年5月31日 平成15年3月5日
000028 2000007858 プライムデリカ株式会社宝塚工場 665-0051 宝塚市高司4-6-40 0797-78-0711 魚介類販売業 一般 プライムデリカ株式会社 代表取締役 齊藤 正義 228-0828 神奈川県相模原市南区麻溝台1-7-1 042-702-0011 神北(宝健)第12-11 令和3年4月22日 令和9年5月31日 平成15年3月5日
000028 2000007859 プライムデリカ株式会社宝塚工場 665-0051 宝塚市高司4-6-40 0797-78-0711 そうざい製造業 一般 プライムデリカ株式会社 代表取締役 齊藤 正義 228-0828 神奈川県相模原市南区麻溝台1-7-1 042-702-0011 神北(宝健)第12-12 令和3年4月22日 令和9年5月31日 平成15年3月5日
000028 2000007884 工房　うりぼう 669-1204 宝塚市長谷字サル山21-1 797911144 菓子製造業 一般 林谷 豊子 神北(宝健)第12-16 令和3年4月27日 令和9年5月31日 平成15年3月27日
000028 2000007885 工房　うりぼう 669-1204 宝塚市長谷字サル山21-1 797911144 そうざい製造業 一般 林谷 豊子 神北(宝健)第2-58 令和2年4月27日 令和8年5月31日 平成15年3月27日
000028 2000007888 和風空間　輪 665-0861 宝塚市中山寺2-2-2 797866718 飲食店営業(4)その他 一般 寿山 八重子 神北(宝健)第11-3 令和3年4月13日 令和9年5月31日 平成15年3月27日
000028 2000007894 カラオケルーム　ＭＯＮＯＴＯＮＥ 665-0815 宝塚市山本丸橋4-67-1 797897080 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社エーセツ 代表取締役 奥村 健史 564-0063 大阪府吹田市江坂町2-8-6 663851939 神北(宝健)第11-4 令和3年4月16日 令和9年5月31日 平成15年4月4日
000028 2000007897 有限会社パンの小屋 665-0051 宝塚市高司1-4-46 797771225 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社パンの小屋 代表取締役 真田 正夫 665-0051 兵庫県宝塚市高司1-4-46 797771225 神北(宝健)第11-58 令和3年5月31日 令和9年5月31日 平成15年4月21日
000028 2000007898 有限会社パンの小屋 665-0051 宝塚市高司1-4-46 797771225 菓子製造業 一般 有限会社パンの小屋 代表取締役 真田 正夫 665-0051 兵庫県宝塚市高司1-4-46 797771225 神北(宝健)第12-30 令和3年5月31日 令和9年5月31日 平成15年4月21日
000028 2000007904 ダイエー宝塚中山店（焼魚コーナー） 665-0867 宝塚市売布東の町21-22 797864711 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ダイエー 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町四丁目1番1 783025001 神北(宝健)第11-39 令和3年5月10日 令和9年5月31日 平成15年4月25日
000028 2000007905 ダイエー宝塚中山店（寿司コーナー） 665-0867 宝塚市売布東の町21-22 797864711 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ダイエー 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町四丁目1番1 783025001 神北(宝健)第11-40 令和3年5月10日 令和9年5月31日 平成15年4月25日
000028 2000007928 Ｕｎ，Ｐａｓ 665-0835 宝塚市旭町2-3-3 797853837 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 足立 真二郎 神北(宝健)第11-52 令和3年5月19日 令和9年5月31日 平成15年5月16日
000028 2000007930 すし一流宝塚店 665-0874 宝塚市中筋8-21-34 797990011 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ビーエムエス 代表取締役 辻 正夫 541-0054 大阪府大阪市中央区南本町1丁目4番10号 662607678 神北(宝健)第11-18 令和3年4月22日 令和9年5月31日 平成15年5月26日
000028 2000007943 ㈱いかりスーパーマーケット調理食品部 665-0043 宝塚市高松町2-12 797728931 食肉製品製造業 一般 株式会社いかりスーパーマーケット 代表取締役 行光 博志 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町1-15-8 664216074 神北(宝健)第37-1 平成28年5月9日 令和5年5月31日 平成15年5月30日
000028 2000007951 株式会社いづみや本舗 665-0843 宝塚市宮の町10-8 797864652 菓子製造業 一般 株式会社いづみや本舗 代表取締役 今井 智之 665-0843 兵庫県宝塚市宮の町10-8 797864652 神北(宝健)第2-75 令和3年8月27日 令和9年8月31日 令和3年8月27日



000028 2000007986 Cafe　ま・ほ・ら 665-0845 宝塚市栄町1-6-2　花の道ｾﾙｶ2番館3F 飲食店営業(4)その他 一般 星野 賢 神北(宝健)第1-144 令和3年8月27日 令和9年8月31日 令和3年8月27日
000028 2000007988 ニコニコキッチン宝塚西宮店 665-0055 宝塚市大成町1-20石垣マンション１Ｆ２号室 797722535 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 谷奥 康輝 神北(宝健)第1-140 令和3年8月26日 令和9年8月31日 令和3年8月26日
000028 2000007990 マダムまち子のお惣菜 665-0852 宝塚市売布2-5-1ピピアめふ１　Ｂ１ 797816767 飲食店営業(4)その他 一般 倉掛 真智子 神北(宝健)第1-152 令和3年8月31日 令和9年8月31日 令和3年8月31日
000028 2000008015 参福 665-0836 宝塚市清荒神3-13-27 797845628 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社参福 代表取締役 移川 満也 665-0836 兵庫県宝塚市清荒神三丁目13番27号 797845628 神北(宝健)第1-126 令和3年8月20日 令和9年8月31日 令和3年8月20日
000028 2000008027 ドルチェモスカート宝塚中山寺店 665-0874 宝塚市中筋8-13-8 797826789 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ドルチェストラーダ 代表取締役 髙寺 正晃 659-0074 兵庫県芦屋市平田町1番7号 797257812 神北(宝健)第1-101 令和3年8月6日 令和9年8月31日 令和3年8月6日
000028 2000008043 パナソニックエイジフリー  宝塚デイサービス 665-0051 宝塚市高司1-6-18リバーウエスト宝塚１Ｆ 797777018 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社日米クック 代表取締役 米谷 伸行 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中1-17-22 664522131 神北(宝健)第1-203 令和3年10月26日 令和9年11月30日 令和3年10月26日
000028 2000008063 くるみや 665-0864 宝塚市泉町19-11 797866722 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川端 武彦 神北(宝健)第1-197 令和3年10月21日 令和9年11月30日 令和3年10月21日
000028 2000008077 ＳＢＣ（売店24号） 665-0053 宝塚市駒の町1-1　阪神競馬場内 798537819 飲食店営業(4)その他 一般 一般財団法人競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1-1 423038355 神北(宝健)第1-232 令和3年11月12日 令和9年11月30日 令和3年11月12日
000028 2000008106 ケアハウス花屋敷 665-0808 宝塚市切畑字長尾山5-138 727403535 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人聖隷福祉事業団 理事長 青木 善治 430-0946 静岡県浜松市中区元城町218番地26 534133300 神北(宝健)第1-258 令和3年11月25日 令和9年11月30日 令和3年11月25日
000028 2000008142 ローソン宝塚高司一丁目店 665-0051 宝塚市高司1-4-35 797771977 飲食店営業(4)その他 一般 小山 泰彦 神北(宝健)第1-381 令和5年1月20日 令和12年2月28日 令和5年1月20日
000028 2000008146 イズミヤ小林店４Ｆ 665-0034 宝塚市小林5-5-47 797730101 飲食店営業(4)その他 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第1-343 令和4年2月8日 令和10年2月29日 令和4年2月8日
000028 2000008154 ＢＱグルメ 665-0874 宝塚市中筋7-99-1 797898803 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 野口 貴正 神北(宝健)第1-363 令和4年2月25日 令和10年2月29日 令和4年2月25日
000028 2000008181 呉屋製菓 669-1204 宝塚市長谷字道谷64 797910631 菓子製造業 一般 呉屋 恵子 神北(宝健)第2-135 令和4年2月16日 令和10年2月29日 令和4年2月16日
000028 2000008200 株式会社　秀宝 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 株式会社秀宝 代表取締役 山口 和美 578-0903 大阪府東大阪市今米2-5-35 729602884 神北(宝健)第3-85 平成31年1月7日 令和6年2月29日 平成16年1月16日
000028 2000008203 ピザーラ宝塚店 665-0843 宝塚市宮の町2-1 797819600 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社オッジ 代表取締役 與那覇 巧 664-0855 兵庫県伊丹市御願塚3-10-34 727856177 神北(宝健)第1-302 令和4年1月18日 令和10年2月29日 令和4年1月18日
000028 2000008209 安倉南食堂 665-0823 宝塚市安倉南4-37-24 797836233 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社フジオフードシステム 代表取締役 藤尾 政弘 530-0046 大阪府大阪市北区菅原町2番16号ＦＵＪＩＯＢＬＤＧ． 663600301 神北(宝健)第1-328 令和4年1月27日 令和10年2月29日 令和4年1月27日
000028 2000008214 株式会社　秀宝 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社秀宝 代表取締役 山口 和美 578-0903 大阪府東大阪市今米2-5-35 729602884 神北(宝健)第20-204 平成31年1月7日 令和6年2月29日 平成16年2月18日
000028 2000008252 フル～る（fleur） 665-0042 宝塚市美幸町6-19ヤマウチマンション１Ｆ 797778455 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山内 秀子 神北(宝健)第1-62 令和4年5月13日 令和10年5月31日 令和4年5月13日
000028 2000008255 居楽屋　白木屋 665-0845 宝塚市栄町1-1-20　2階 797814288 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社モンテローザフーズ 代表取締役 大神 輝博 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町一丁目21番1号 422368888 神北(宝健)第1-76 令和4年5月18日 令和10年5月31日 令和4年5月18日
000028 2000008256 のみくい処　魚民 665-0845 宝塚市栄町1-1-20　1階 797816988 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社モンテローザフーズ 代表取締役 大神 輝博 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町一丁目21番1号 422368888 神北(宝健)第1-77 令和4年5月18日 令和10年5月31日 令和4年5月18日
000028 2000008257 Ｂａｋｅｒｙ　ｈａｎａ 665-0884 宝塚市山本西2-7-3ＭＵＣＣＳ珍樹園１０５号 797890089 菓子製造業 一般 水谷 幸雄 神北(宝健)第2-17 令和4年5月6日 令和10年5月31日 令和4年5月6日
000028 2000008260 本家さぬきや 665-0874 宝塚市中筋3-3-1宝乃湯2F 797820671 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社フラット・フィールド・オペレーションズ 代表取締役 平野 誠 595-0031 大阪府泉大津市我孫子129 725206011 神北(宝健)第1-83 令和4年5月19日 令和10年5月31日 令和4年5月19日
000028 2000008277 株式会社鳥居 665-0047 宝塚市亀井町9-61 797736185 食肉販売業 一般 株式会社鳥居 代表取締役 本 剛 665-0047 兵庫県宝塚市亀井町9-61 797728216 神北(宝健)第2-29 令和4年5月26日 令和10年5月31日 令和4年5月26日
000028 2000008288 居酒屋　よりあい 669-1222 宝塚市境野字塩ノ橋26-2 797911164 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 細見 正継 神北(宝健)第1-18 令和4年4月18日 令和10年5月31日 令和4年4月18日
000028 2000008317 カフェ　ダルブッカ 665-0844 宝塚市武庫川町4-12 797875710 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 土田 尚子 神北(宝健)第1-148 令和4年7月22日 令和10年8月31日 令和4年7月22日
000028 2000008323 とりしゅう 665-0011 宝塚市南口2-14-5サンビオラ5番館204号 797777689 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中川 智之 神北(宝健)第1-147 令和4年7月22日 令和10年8月31日 令和4年7月22日
000028 2000008328 ほたる 665-0021 宝塚市中州1-15-2逆瀬川ビル１Ｆ 797725082 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 戸城 浩一 神北(宝健)第1-142 令和4年7月19日 令和10年8月31日 令和4年7月19日
000028 2000008357 日清医療食品　児玉診療所事業所 665-0842 宝塚市川面3-24-9児玉診療所Ｂ１ 797812193 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 102-8545 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 332873611 神北(宝健)第1-158 令和4年7月27日 令和10年8月31日 令和4年7月27日
000028 2000008388 フレスコ小林店 665-0034 宝塚市小林2-9-27 797764131 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ハートフレンド 代表取締役 井上 壮一 600-8311 京都府京都市下京区若宮通五条下ル毘沙門町33番地1 754689171 神北(宝健)第1-222 令和4年8月30日 令和11年8月31日 令和4年8月30日
000028 2000008391 フレスコ小林店 665-0034 宝塚市小林2-9-27 797764131 魚介類販売業 一般 株式会社ハートフレンド 代表取締役 井上 壮一 600-8311 京都府京都市下京区若宮通五条下ル毘沙門町33番地1 754689171 神北(宝健)第2-61 令和4年8月30日 令和11年8月31日 令和4年8月30日
000028 2000008421 カフェ　ブライト 665-0845 宝塚市栄町1-1-57 797856860 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ブライト西川 代表取締役 榮口 裕子 665-0845 兵庫県宝塚市栄町一丁目1番57号 神北(宝健)第1-325 令和4年11月15日 令和11年11月30日 令和4年11月15日
000028 2000008444 宝塚まどか園　喫茶 665-0834 宝塚市美座2-22-2 797831175 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 社会福祉法人正久福祉会 理事長 上田 芳史 671-4122 兵庫県宍粟市一宮町福知571 790741622 神北(宝健)第1-294 令和4年10月27日 令和10年11月30日 令和4年10月27日
000028 2000008445 六甲 665-0043 宝塚市高松町15-18 797711088 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 外間 喜代子 神北(宝健)第1-348 令和4年11月25日 令和10年11月30日 令和4年11月25日
000028 2000008464 割烹　逆瀬川　川上 665-0022 宝塚市野上1-1-3シャローム逆瀬川1Ｆ 797740178 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川上 修 神北(宝健)第1-416 令和5年2月15日 令和11年2月28日 令和5年2月15日
000028 2000008472 錦わらい　宝塚店 665-0874 宝塚市中筋7-13-2 797820807 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社治元 代表取締役 木元 一良 611-0033 京都府宇治市大久保町南ノ口64-2 759591072 神北(宝健)第1-426 令和5年2月24日 令和11年2月28日 令和5年2月24日
000028 2000008477 トシヤ精肉店 665-0043 宝塚市高松町7-9 797710583 食肉販売業 一般 喜久本 剛 神北(宝健)第2-128 令和5年2月24日 令和11年2月28日 令和5年2月24日
000028 2000008483 スナック　スイング＆ルンバ 665-0034 宝塚市小林2-10-17　ストリート小林2F 飲食店営業(4)その他 一般 矢野 良順 神北(宝健)第1-421 令和5年2月20日 令和11年2月28日 令和5年2月20日
000028 2000008484 たぬき庵 665-0043 宝塚市高松町2-12 797721457 あん類製造業 一般 有楽調理食品株式会社 代表取締役 松尾 圭祐 665-0043 兵庫県宝塚市高松町2-12 797721457 神北(宝健)第53-1 平成30年2月6日 令和7年2月28日 平成17年1月4日
000028 2000008487 キウィハウス 665-0003 宝塚市湯本町7-3 797867657 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松沼 大地 神北(宝健)第1-433 令和5年2月27日 令和11年2月28日 令和5年2月27日
000028 2000008496 創作居酒家　はんや 665-0004 宝塚市梅野町3-24パーソンズ石102号 797812141 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 砂川 伸一 神北(宝健)第1-434 令和5年2月27日 令和11年2月28日 令和5年2月27日
000028 2000008502 ＵＥＤＡ 665-0845 宝塚市栄町1-11-1　駐車場ビル1F 797862332 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 板井 麻衣子 神北(宝健)第1-437 令和5年2月28日 令和11年2月28日 令和5年2月28日
000028 2000008536 串かつ ふらゐ専門　蔵 665-0842 宝塚市川面3-23-7もりやまビル10A 797871777 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 亀島 久義 神北(宝健)第1-16 令和5年4月18日 令和11年5月31日 令和5年4月18日
000028 2000008548 平瀬楽器 自遊空間Ａｍｉ 669-1533 三田市三田町29-9 795642052 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ひらせ 代表取締役 平瀬 友喜 669-1533 兵庫県三田市三田町29-9 795642052 神北(宝健)第20-21 平成29年5月1日 令和5年5月31日 平成11年3月1日
000028 2000008568 みのり 669-1533 三田市三田町19-6 795633344 飲食店営業(4)その他 一般 津田 都枝 神北(宝健)第2-462 令和3年2月2日 令和9年2月28日 平成8年12月6日
000028 2000008571 冨田権治精肉店 669-1533 三田市三田町6-13 795622346 食肉販売業 一般 冨田 龍一 神北(宝健)第2-34 令和4年5月31日 令和10年5月31日 令和4年5月31日
000028 2000008584 赤坂苑 669-1533 三田市三田町56-2 795624635 飲食店営業(4)その他 一般 山田 加奈子 神北(宝健)第20-90 平成30年7月9日 令和6年8月31日 平成12年8月11日
000028 2000008627 ベル 669-1535 三田市南が丘2-13-95 795637005 飲食店営業(4)その他 一般 藍田 栄治 神北(宝健)第1-157 令和4年7月27日 令和10年8月31日 令和4年7月27日
000028 2000008634 お食事処 かな 669-1535 三田市南が丘1-33-5 795624888 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 植田 明彦 神北(宝健)第20-81 平成29年8月17日 令和5年8月31日 平成11年7月29日
000028 2000008647 音羽鮨　三田出前センター 669-1535 三田市南が丘1-13-10 795621001 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社音羽 代表取締役 田舞 登志徳 561-0836 大阪府豊中市庄内宝町２丁目１番１号 663353400 神北(宝健)第2-197 令和2年7月16日 令和8年8月31日 平成8年8月28日
000028 2000008661 味の店としちゃん 669-1535 三田市南が丘1-17-38サンビル１Ｆ 795637030 飲食店営業(4)その他 一般 山口 年子 神北(宝健)第2-56 令和2年4月27日 令和8年5月31日 昭和58年5月16日
000028 2000008670 有限会社サント・アン 669-1535 三田市南が丘2-7-10 795645383 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社サント・アン 代表取締役 林 紗希 669-1535 兵庫県三田市南が丘二丁目7番10号 795645883 神北(宝健)第1-200 令和4年8月19日 令和10年8月31日 令和4年8月19日
000028 2000008671 有限会社サント・アン 669-1535 三田市南が丘2-7-10 795645383 菓子製造業 一般 有限会社サント・アン 代表取締役 林 紗希 669-1535 兵庫県三田市南が丘二丁目7番10号 795645883 神北(宝健)第2-57 令和4年8月19日 令和10年8月31日 令和4年8月19日
000028 2000008711 喫茶＆ビリヤード　レイモンド 669-1535 三田市南が丘1-12-14 795632224 飲食店営業(4)その他 一般 三輪興産株式会社 代表取締役 三輪 仁 669-1535 兵庫県三田市南が丘1-21-3 795643057 神北(宝健)第2-438 令和3年1月25日 令和9年2月28日 昭和58年12月5日
000028 2000008712 うまいもんや　太郎 669-1535 三田市南が丘2-15-18 795632379 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山崎 安雄 神北(宝健)第2-316 令和2年10月15日 令和8年11月30日 昭和63年11月30日
000028 2000008751 メモリアルホール　やすらぎ 669-1525 三田市対中町4-4 795631142 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社関西新生活互助会 代表取締役 中西 亜衣 669-1529 兵庫県三田市中央町4-26 795630525 神北(宝健)第2-377 令和2年1月31日 令和8年2月28日 平成7年12月25日
000028 2000008779 ㈱ビッグボーイジャパン三田店 669-1523 三田市寺村町4192-1 795595802 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ビッグボーイジャパン 代表取締役 平山 賢太郎 101-0021 東京都港区港南２丁目１８番１号 368338001 神北(宝健)第11-5 令和3年4月19日 令和9年5月31日 平成6年4月5日
000028 2000008819 扇野製菓㈱ 669-1513 三田市三輪1-5-24 795622269 菓子製造業 一般 扇野製菓株式会社 代表取締役 扇野 洋一 669-1513 兵庫県三田市三輪1-6-12 795622269 神北(宝健)第3-50 平成29年11月2日 令和5年11月30日 昭和45年10月27日
000028 2000008820 扇野製菓㈱ 669-1513 三田市三輪1-6-12 795622269 菓子製造業 一般 扇野製菓株式会社 代表取締役 扇野 洋一 669-1513 兵庫県三田市三輪1-6-12 795622269 神北(宝健)第12-14 令和3年4月23日 令和9年5月31日 平成9年5月7日
000028 2000008821 扇野製菓㈱ 669-1513 三田市三輪1-6-12 795622269 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 扇野製菓株式会社 代表取締役 扇野 洋一 669-1513 兵庫県三田市三輪1-6-12 795622269 神北(宝健)第11-23 令和3年4月23日 令和9年5月31日 平成9年5月7日
000028 2000008826 ㈱おゝみや　三田支店 669-1513 三田市三輪1-13-35 795622314 食肉販売業 一般 株式会社おゝみや 代表取締役 大見 春樹 669-2335 兵庫県丹波篠山市乾新町40番地 795520352 神北(宝健)第2-135 令和5年2月28日 令和11年2月28日 令和5年2月28日
000028 2000008831 スナック ６１６ 669-1513 三田市三輪1-13-37小中ビル1Ｆ104号 飲食店営業(4)その他 一般 北村 靖子 神北(宝健)第1-212 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 2000008872 こにし家 669-1513 三田市三輪1-13-28 795635248 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小西 博司 神北(宝健)第1-390 令和5年1月24日 令和11年2月28日 令和5年1月24日
000028 2000008879 小磯 669-1513 三田市三輪1-8-17 795641341 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 塩山 健治 神北(宝健)第1-345 令和4年11月24日 令和10年11月30日 令和4年11月24日
000028 2000008894 たこ久 669-1513 三田市三輪3-7-3 795642770 飲食店営業(4)その他 一般 中林 玲子 神北(宝健)第20-27 平成30年4月18日 令和6年5月31日 平成12年3月14日
000028 2000008897 三田菓庵㈱西村清月堂 669-1513 三田市三輪2-7-1 795620345 菓子製造業 一般 株式会社西村清月堂 代表取締役 西村 欣祐 669-1513 兵庫県三田市三輪2-7-1 795620345 神北(宝健)第2-52 令和3年8月2日 令和9年8月31日 令和3年8月2日
000028 2000008949 クルトン 669-1512 三田市高次1-5-22 795622858 菓子製造業 一般 嶋田 宗生 神北(宝健)第2-86 令和2年5月8日 令和8年5月31日 昭和63年4月30日
000028 2000008951 クルトン 669-1512 三田市高次1-5-22 795622858 飲食店営業(4)その他 一般 嶋田 宗生 神北(宝健)第2-88 令和2年5月8日 令和8年5月31日 昭和63年4月30日
000028 2000008956 ガスト三田店 669-1512 三田市高次2-4-3 795602100 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保一丁目25番8号 422375216 神北(宝健)第1-22 令和5年4月24日 令和12年5月31日 令和5年4月24日
000028 2000008998 おきや 669-1528 三田市駅前町4-32 795622569 飲食店営業(4)その他 一般 沖田 秀子 神北(宝健)第2-186 令和2年7月14日 令和8年8月31日 平成8年8月28日
000028 2000008999 渚 669-1528 三田市駅前町5-11 795633638 飲食店営業(4)その他 一般 折田 ゑみ子 神北(宝健)第20-215 平成30年1月31日 令和6年2月29日 昭和46年2月19日
000028 2000009009 こんな居酒屋 よりみち 669-1528 三田市駅前町6-18 795624051 飲食店営業(4)その他 一般 倉西 民子 神北(宝健)第20-11 平成29年4月26日 令和5年5月31日 平成11年3月1日
000028 2000009016 三田駅前商店街協同組合 669-1528 三田市市内一円 飲食店営業(4)その他 露店 三田駅前商店街協同組合 代表理事 吉田 孝二 669-1528 兵庫県三田市駅前町6-10 795632745 神北(宝健)第2-170 令和2年7月13日 令和7年8月31日 昭和60年8月15日
000028 2000009023 メンバーズ　りんでん 669-1528 三田市駅前町4-25 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 立貝 俊子 神北(宝健)第1-209 令和4年8月24日 令和10年8月31日 令和4年8月24日
000028 2000009025 本格炭火焼とり居酒屋鳥ちゃん 669-1528 三田市駅前町6-36 795637715 飲食店営業(4)その他 一般 田中 明弘 神北(宝健)第2-395 令和2年11月16日 令和8年11月30日 平成8年10月21日
000028 2000009031 スナック美貴 669-1528 三田市駅前町5-4 079-564-3737 飲食店営業(4)その他 一般 永田 陽次郎 神北(宝健)第20-95 平成30年7月10日 令和6年8月31日 昭和62年8月20日
000028 2000009057 カフェ　キャンディ 669-1528 三田市駅前町17-38 079-564-5465 飲食店営業(4)その他 一般 森脇 啓子 神北(宝健)第20-39 平成30年4月19日 令和6年5月31日 昭和62年4月14日
000028 2000009058 たつや 669-1528 三田市駅前町4-24 795622529 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 矢野 信江 神北(宝健)第1-192 令和4年8月16日 令和10年8月31日 令和4年8月16日
000028 2000009076 三田の和がや 669-1527 三田市中町12-14 795642338 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社けんじフードサービス 代表取締役 森脇 和成 677-0052 兵庫県西脇市和田町253 795231958 神北(宝健)第2-409 令和2年11月26日 令和8年11月30日 平成8年10月3日
000028 2000009095 花のれん 669-1529 三田市中央町11-7 795632490 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 今中 靖二 神北(宝健)第1-89 令和4年5月20日 令和10年5月31日 令和4年5月20日
000028 2000009119 ｼﾀﾞｯｸｽﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ㈱三井住友銀行三田支店 669-1529 三田市中央町4-1 795634331 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 シダックスコントラクトフードサービス株式会社 代表取締役 佐藤 好男 182-0021 東京都調布市調布ケ丘3-6-3 424893421 神北(宝健)第2-273 令和2年8月27日 令和8年8月31日 平成5年8月31日
000028 2000009120 利休 669-1529 三田市中央町11-6 795630615 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 下山 幹夫 神北(宝健)第1-39 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 2000009128 どさん子ラーメン三田店 669-1529 三田市中央町12-7 795622075 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社日産商事 代表取締役 吉田 廣志 669-1528 兵庫県三田市駅前町4-24 795622758 神北(宝健)第2-288 令和2年10月9日 令和8年11月30日 昭和58年10月12日
000028 2000009143 さんかく 669-1529 三田市中央町2-1 795643748 飲食店営業(4)その他 一般 籾井 二三男 神北(宝健)第2-239 令和1年10月29日 令和7年11月30日 昭和62年10月13日
000028 2000009146 ミカド 669-1529 三田市中央町12-5 795637033 飲食店営業(4)その他 一般 矢野 信江 神北(宝健)第2-371 令和2年1月29日 令和8年2月28日 昭和63年1月14日
000028 2000009154 SNACK　Ami 669-1529 三田市中央町12-8 795632617 飲食店営業(4)その他 一般 米津 佳世子 神北(宝健)第20-227 平成30年2月13日 令和6年2月29日 昭和56年12月7日
000028 2000009156 このみ 669-1514 三田市川除44-1 795626204 飲食店営業(4)その他 一般 上田 幸子 神北(宝健)第20-79 平成29年8月10日 令和5年8月31日 平成3年7月18日
000028 2000009160 三田市総合福祉保健センター内喫茶ポポロ 669-1514 三田市川除675 795595940 飲食店営業(4)その他 一般 社会福祉法人　三田市社会福祉協議会 理事長 大澤 洋一 669-1514 兵庫県三田市川除675 079-559-5940 神北(宝健)第2-32 令和2年4月21日 令和8年5月31日 平成8年3月27日
000028 2000009164 農協市場館 パスカルさんだ 669-1514 三田市川除677-1 795632555 食肉販売業 一般 兵庫六甲農業協同組合 代表理事 平尾 勝春 651-1313 兵庫県神戸市北区有野中町2-12-13 789816550 神北(宝健)第5-13 平成29年7月21日 令和5年8月31日 平成11年6月11日
000028 2000009176 三田わくわく村大原事業所 669-1515 三田市大原字梅ノ木1546-5 795640909 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ウオクニ株式会社 代表取締役 野々村 充教 657-0842 兵庫県神戸市灘区船寺通4-5-16 788019425 神北(宝健)第11-34 令和3年4月30日 令和9年5月31日 平成9年3月26日
000028 2000009186 アバシャン 669-1515 三田市大原1310-1 795622307 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 武呂 明美 神北(宝健)第1-315 令和4年11月9日 令和10年11月30日 令和4年11月9日
000028 2000009188 焼肉レストラン　ひまわり 669-1515 三田市大原30 795646836 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社マインズ 代表取締役 狩山 和也 669-1513 兵庫県三田市三輪四丁目6番10号 795648081 神北(宝健)第1-316 令和4年11月9日 令和10年11月30日 令和4年11月9日
000028 2000009189 三田わくわく村大原事業所 669-1515 三田市大原字梅ノ木1546-5 795640909 菓子製造業 一般 社会福祉法人風 理事長 西田 孝夫 669-1515 兵庫県三田市大原字梅ノ木1546番地5 795640909 神北(宝健)第12-6 令和3年4月21日 令和9年5月31日 平成9年3月26日
000028 2000009228 ﾌｧﾐﾘｰｽﾄｱｰなかい 669-1506 三田市志手原1295-24 795645885 飲食店営業(4)その他 一般 中井 武文 神北(宝健)第1-189 令和3年10月15日 令和9年11月30日 令和3年10月15日
000028 2000009231 藤の坊さんだ山荘 669-1506 三田市志手原861-1 795631112 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤の坊株式会社 代表取締役 藤埜 貴夫 669-1506 兵庫県三田市志手原861-1 795631112 神北(宝健)第2-387 令和2年2月13日 令和8年2月28日 平成4年12月25日
000028 2000009259 三田ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ食堂部 669-1513 三田市三輪1294-1 795621091 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社北浜清友会館 代表取締役 杉本 逸平 541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2-1-3 662310331 神北(宝健)第1-320 令和4年1月25日 令和10年2月29日 令和4年1月25日
000028 2000009298 森のくまさん 669-1313 三田市福島981-2 795671196 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 要子 神北(宝健)第1-20 令和5年4月24日 令和11年5月31日 令和5年4月24日
000028 2000009308 ぬなわや 669-1311 三田市加茂1093-4 079-567-1104 飲食店営業(4)その他 一般 上田産業株式会社 代表取締役 上田 信也 669-1311 兵庫県三田市加茂1093-4 079-567-1103 神北(宝健)第2-333 令和2年10月21日 令和8年11月30日 平成5年11月24日
000028 2000009309 上田産業株式会社 669-1311 三田市加茂1093-4 795671103 密封包装食品製造業 一般 上田産業株式会社 代表取締役 上田 信也 669-1311 兵庫県三田市加茂1093-4 795671103 神北(宝健)第2-110 令和3年11月25日 令和9年11月30日 令和3年11月25日
000028 2000009310 ぬなわや 669-1311 三田市加茂1093-4 795671104 菓子製造業 一般 上田産業株式会社 代表取締役 上田 信也 669-1311 兵庫県三田市加茂1093-4 795671104 神北(宝健)第2-31 令和4年5月27日 令和10年5月31日 令和4年5月27日
000028 2000009331 加茂苑 669-1311 三田市加茂384-7 795671908 飲食店営業(4)その他 一般 吉田 花子 神北(宝健)第2-294 令和1年11月25日 令和7年11月30日 昭和57年10月6日
000028 2000009338 Cafe & gallery うわのそら 669-1303 三田市末1891-27 795673556 飲食店営業(4)その他 一般 勝田 敏治 神北(宝健)第1-188 令和3年10月14日 令和9年11月30日 令和3年10月14日
000028 2000009343 農園レストラン・しきのかほり 669-1302 三田市下青野731-2 795671562 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 和泉 勝代 神北(宝健)第20-190 平成30年11月9日 令和6年11月30日 平成12年9月4日
000028 2000009355 よしだや 669-1315 三田市下井沢412 795671107 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社よしだや 代表取締役 吉田 忠之 669-1315 兵庫県三田市下井沢412 795671107 神北(宝健)第1-88 令和4年5月20日 令和10年5月31日 令和4年5月20日
000028 2000009377 株式会社吉蔓 669-1331 三田市広野92 795671108 そうざい製造業 一般 株式会社吉蔓 代表取締役 吉田 明広 669-1331 兵庫県三田市広野92 795671108 神北(宝健)第2-123 令和5年2月7日 令和11年2月28日 令和5年2月7日
000028 2000009378 株式会社吉蔓 669-1331 三田市広野92 795671108 食肉処理業 一般 株式会社吉蔓 代表取締役 吉田 明広 669-1331 兵庫県三田市広野92 795671108 神北(宝健)第2-124 令和5年2月7日 令和11年2月28日 令和5年2月7日
000028 2000009384 ㈱ニューアリマ 669-1334 三田市中内神841 795652288 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　ニューアリマ 代表取締役 谷 光高 669-1334 兵庫県三田市中内神841 795652288 神北(宝健)第2-407 令和2年11月26日 令和8年11月30日 昭和58年9月20日
000028 2000009385 ㈱ニューアリマ コースＮｏ．６ 669-1334 三田市中内神841 795652288 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　ニューアリマ 代表取締役 谷 光高 669-1334 兵庫県三田市中内神841 795652288 神北(宝健)第2-408 令和2年11月26日 令和8年11月30日 昭和58年9月20日
000028 2000009386 ㈱ニューアリマ　コースＮｏ.１５ 669-1334 三田市中内神841 795652288 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ニューアリマ 代表取締役 谷 光高 669-1334 兵庫県三田市中内神841 795652288 神北(宝健)第1-105 令和3年8月16日 令和9年8月31日 令和3年8月16日
000028 2000009388 レストハウス高原 669-1335 三田市沢谷559-114 795635721 飲食店営業(4)その他 一般 西田 信子 神北(宝健)第20-235 平成31年2月8日 令和7年2月28日 平成13年2月14日
000028 2000009393 永沢寺そば道場 669-1502 三田市永沢寺76 795660935 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社永沢寺花菖蒲園 代表取締役 和田 良三 669-1502 兵庫県三田市永沢寺82-3 795660935 神北(宝健)第1-112 令和4年5月30日 令和10年5月31日 令和4年5月30日
000028 2000009394 永沢寺そば道場 669-1502 三田市永沢寺76 795660935 麺類製造業 一般 有限会社永沢寺花菖蒲園 代表取締役 和田 良三 669-1502 兵庫県三田市永沢寺82-3 795660935 神北(宝健)第2-56 令和4年8月19日 令和10年8月31日 令和4年8月19日
000028 2000009396 妙高 669-1502 三田市永沢寺211 795660131 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 有限会社摂丹企画 代表取締役 渡邊 義弘 669-1502 兵庫県三田市永沢寺211 795660131 神北(宝健)第1-93 令和4年5月23日 令和10年5月31日 令和4年5月23日



000028 2000009405 そば茶屋　菖蒲庵 669-1503 三田市乙原1513 795660478 飲食店営業(4)その他 一般 実島 宰 神北(宝健)第2-272 令和2年8月27日 令和8年8月31日 平成6年8月25日
000028 2000009414 禅料理聖徳寺 669-1504 三田市小野839 795660620 飲食店営業(4)その他 一般 石井 誠光 神北(宝健)第2-271 令和2年8月24日 令和8年8月31日 昭和63年6月17日
000028 2000009416 おがや亭 669-1504 三田市小野516-1 795660343 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社おがや 代表取締役 尾栢 英雄 669-1504 兵庫県三田市小野516-1 795660343 神北(宝健)第1-428 令和5年2月24日 令和11年2月28日 令和5年2月24日
000028 2000009440 籔田商店 669-1405 三田市酒井915 795690034 魚介類販売業 一般 籔田 敏勝 神北(宝健)第6-36 平成30年1月25日 令和6年2月29日 平成12年2月18日
000028 2000009450 前中商店 669-1413 三田市下槻瀬516 795690156 菓子製造業 一般 前中 和子 神北(宝健)第3-55 平成29年11月27日 令和5年11月30日 平成3年11月7日
000028 2000009451 岡村酒造場 669-1412 三田市木器340 795690004 酒類製造業 一般 岡村 理恵 神北(宝健)第14-1 平成30年1月25日 令和6年2月29日 昭和51年12月14日
000028 2000009454 は～ぶしょっぷ香器 669-1412 三田市木器1570-1 795691782 飲食店営業(4)その他 一般 髙橋 順子 神北(宝健)第2-170 令和1年8月16日 令和6年8月31日 平成10年7月17日
000028 2000009455 木器亭 669-1412 三田市木器289-1 795690272 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社宮脇商店 代表取締役 宮脇 文雄 669-1412 兵庫県三田市木器289-1 795690272 神北(宝健)第1-425 令和5年2月21日 令和11年2月28日 令和5年2月21日
000028 2000009473 フューイン三田研修所 669-1358 三田市藍本3559-31 795683658 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社フューチャーインフィニティ 代表取締役 上林 宏充 532-0012 大阪府大阪市淀川区木川東4-16-20 663904501 神北(宝健)第20-35 平成29年5月10日 令和5年5月31日 平成3年3月29日
000028 2000009483 赤ちょうちん 669-1341 三田市西相野561-4 795683655 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佳山 貞姫 神北(宝健)第1-379 令和5年1月18日 令和11年2月28日 令和5年1月18日
000028 2000009488 お好み焼鉄板焼 京ちゃん 669-1341 三田市西相野270-1 795682756 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中西 京子 神北(宝健)第1-87 令和4年5月20日 令和10年5月31日 令和4年5月20日
000028 2000009497 ローソン　三田西相野店 669-1341 三田市西相野字大南44-1 795681419 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社エスシーブイ 代表取締役 谷口 弘晃 669-1348 兵庫県三田市つつじが丘北2丁目12番地4 神北(宝健)第20-227 平成31年1月28日 令和8年2月28日 平成13年2月27日
000028 2000009499 しい茸ランド　かさや 669-1346 三田市上相野903 795680360 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社かさや 代表取締役 中西 孝之 669-1346 兵庫県三田市上相野373 795681301 神北(宝健)第2-46 平成31年4月23日 令和7年5月31日 平成6年5月16日
000028 2000009512 三牛志　藍屋 669-1345 三田市下相野319-22 795680052 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社勢戸 代表取締役 勢戸 章示 669-1345 兵庫県三田市下相野306-3 795680298 神北(宝健)第20-169 平成30年10月26日 令和6年11月30日 平成12年9月29日
000028 2000009513 肉のマルセ本店 669-1345 三田市下相野306-3 795680298 食肉処理業 一般 株式会社勢戸 代表取締役 勢戸 章示 669-1345 兵庫県三田市下相野306-3 795680298 神北(宝健)第2-141 令和4年2月24日 令和10年2月29日 令和4年2月24日
000028 2000009514 肉のマルセ本店 669-1345 三田市下相野306-3 795680298 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社勢戸 代表取締役 勢戸 章示 669-1345 兵庫県三田市下相野306-3 795680298 神北(宝健)第1-358 令和4年2月24日 令和10年2月29日 令和4年2月24日
000028 2000009516 中華ﾚｽﾄﾗﾝさとり 669-1345 三田市下相野560-1 795680558 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中西 覚 神北(宝健)第20-111 平成29年10月31日 令和5年11月30日 昭和61年10月7日
000028 2000009525 ひろや 669-1345 三田市下相野392 795680144 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 雪岡 弘子 神北(宝健)第20-109 平成29年10月31日 令和5年11月30日 昭和51年11月2日
000028 2000009527 神戸三田ゴルフクラブ 669-1349 三田市大川瀬1167 079-568-1371 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 関西観光開発株式会社 代表取締役 豊田 浩 669-1349 兵庫県三田市大川瀬1167 795681371 神北(宝健)第20-134 平成30年8月17日 令和6年8月31日 昭和43年6月20日
000028 2000009533 有限会社白い絵本 669-1349 三田市大川瀬886-1 795682456 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社白い絵本 代表取締役 長部 太一 669-1349 兵庫県三田市大川瀬886番地の1 795682456 神北(宝健)第1-176 令和3年10月8日 令和9年11月30日 令和3年10月8日
000028 2000009535 有限会社福井食品 669-1349 三田市大川瀬666 795681722 豆腐製造業 一般 有限会社福井食品 代表取締役 福井 健一郎 669-1349 兵庫県三田市大川瀬664 795681722 神北(宝健)第2-277 令和2年10月5日 令和8年11月30日 平成8年10月7日
000028 2000009542 ﾌｧﾘﾝﾇ洋菓子店 669-1347 三田市つつじが丘南3-11-1 795686850 菓子製造業 一般 赤澤 達司 神北(宝健)第12-17 令和3年5月6日 令和9年5月31日 平成9年3月13日
000028 2000009561 アサヒフーズ株式会社　神戸三田工場 669-1339 三田市テクノパーク13-7 795686622 菓子製造業 一般 アサヒフーズ株式会社 代表取締役 長澤 彰 613-0035 京都府久世郡久御山町大字下津屋小字北野1 774441521 神北(宝健)第2-266 令和2年8月20日 令和9年8月31日 平成8年8月30日
000028 2000009585 ３６１事業所 669-1339 三田市テクノパーク19-1 795685180 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目3番20号 664588801 神北(宝健)第2-101 令和2年5月15日 令和8年5月31日 平成5年4月5日
000028 2000009586 株式会社ウエノフードテクノ　三田工場 669-1339 三田市テクノパーク4-1 795682210 添加物製造業 一般 株式会社ウエノフードテクノ 代表取締役 國持 浩太郎 102-0093 東京都千代田区平河町二丁目5番6号 366303830 神北(宝健)第2-59 令和3年8月11日 令和9年8月31日 令和3年8月11日
000028 2000009596 キシダ化学株式会社 三田事業所 669-1339 三田市テクノパーク14-10 795681531 添加物製造業 一般 キシダ化学株式会社 代表取締役 岸田 充弘 540-0029 大阪府大阪市中央区本町橋3番1号 69468061 神北(宝健)第2-68 令和3年8月24日 令和9年8月31日 令和3年8月24日
000028 2000009656 三菱マテリアル社員食堂 669-1339 三田市テクノパーク12-6 795652146 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ニチダン 代表取締役 小笠原 力一 545-0021 大阪府大阪市阿倍野区阪南町五丁目3番5号 666232551 神北(宝健)第1-239 令和3年11月16日 令和9年11月30日 令和3年11月16日
000028 2000009670 恭西商事㈱三田出張所 669-1357 三田市東本庄2268 795684557 魚介類販売業 一般 恭西商事株式会社 代表取締役 渡邊 理恵子 567-0854 大阪府茨木市島1-14-24 726374671 神北(宝健)第2-351 令和2年1月20日 令和8年2月28日 平成5年1月22日
000028 2000009676 株式会社　はやし 669-1357 三田市東本庄578-2 795681011 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社　はやし 代表取締役 林 芳之 669-1357 兵庫県三田市東本庄578-2 795681011 神北(宝健)第20-51 平成30年4月24日 令和6年5月31日 平成12年4月5日
000028 2000009681 三田寿司 669-1356 三田市井ノ草348 795681261 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 芝本 裕 神北(宝健)第1-118 令和3年8月16日 令和9年8月31日 令和3年8月16日
000028 2000009685 出逢い 669-1355 三田市長坂7 795680391 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小山 健二 神北(宝健)第1-27 令和5年4月25日 令和11年5月31日 令和5年4月25日
000028 2000009788 愛菜三田西店 669-1547 三田市富士が丘2-7 795641582 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社コープフーズ 代表取締役 友重 伸和 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-3-19 794956001 神北(宝健)第1-335 令和4年11月17日 令和10年11月30日 令和4年11月17日
000028 2000009790 コープ三田西 669-1547 三田市富士が丘2-7 795641582 食肉販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目3番19号 788561003 神北(宝健)第2-79 令和4年10月24日 令和10年11月30日 令和4年10月24日
000028 2000009792 コープ三田西 669-1547 三田市富士が丘2-7 795641582 魚介類販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目3番19号 788561003 神北(宝健)第2-80 令和4年10月24日 令和10年11月30日 令和4年10月24日
000028 2000009793 コープ三田西 669-1547 三田市富士が丘2-7 795641582 飲食店営業(4)その他 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目3番19号 788561003 神北(宝健)第1-282 令和4年10月24日 令和10年11月30日 令和4年10月24日
000028 2000009794 コープ三田西 669-1547 三田市富士が丘2-7 795641582 飲食店営業(4)その他 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目3番19号 788561003 神北(宝健)第1-283 令和4年10月24日 令和10年11月30日 令和4年10月24日
000028 2000009811 ガスト三田ウッディタウン店 669-1321 三田市けやき台1-6-4ｲｵﾝ三田ｳｯﾃﾞｲﾀｳﾝ２番街１Ｆ 795697231 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保1-25-8 422375218 神北(宝健)第20-152 平成30年10月18日 令和6年11月30日 平成12年10月26日
000028 2000009818 ﾐｽﾀｰﾄﾞｰﾅﾂ　三田ｳｯﾃﾞｨﾀｳﾝｼｮｯﾌﾟ 669-1321 三田市けやき台1-6-2 795535456 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社フレンズ 代表取締役 中村 保之 515-0084 三重県松阪市日野町646 598267781 神北(宝健)第20-156 平成30年10月23日 令和6年11月30日 平成12年10月26日
000028 2000009819 ﾐｽﾀｰﾄﾞｰﾅﾂ　三田ｳｯﾃﾞｨﾀｳﾝｼｮｯﾌﾟ 669-1321 三田市けやき台1-6-2 795535456 菓子製造業 一般 株式会社フレンズ 代表取締役 中村 保之 515-0084 三重県松阪市日野町646 598267781 神北(宝健)第3-58 平成30年10月23日 令和6年11月30日 平成12年10月26日
000028 2000009820 イオン三田ウッディタウン店  （カンテボーレ） 669-1321 三田市けやき台1-6-2 795648800 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432126500 神北(宝健)第20-181 平成30年11月7日 令和6年11月30日 平成12年10月20日
000028 2000009821 イオン三田ウッディタウン店  （水産寿司） 669-1321 三田市けやき台1-6-2 795648800 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432126500 神北(宝健)第20-182 平成30年11月7日 令和6年11月30日 平成12年10月20日
000028 2000009822 イオン三田ウッディタウン店  （漁火） 669-1321 三田市けやき台1-6-2 795648800 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432126500 神北(宝健)第20-183 平成30年11月7日 令和6年11月30日 平成12年10月20日
000028 2000009823 イオン三田ウッディタウン店  （かもん） 669-1321 三田市けやき台1-6-2 795647110 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432126500 神北(宝健)第20-184 平成30年11月7日 令和6年11月30日 平成12年10月20日
000028 2000009824 イオン三田ウッディタウン店  （デリカ寿司） 669-1321 三田市けやき台1-6-2 795648800 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432126500 神北(宝健)第20-185 平成30年11月7日 令和6年11月30日 平成12年10月20日
000028 2000009825 イオン三田ウッディタウン店  （デリカ） 669-1321 三田市けやき台1-6-2 795648800 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432126500 神北(宝健)第20-179 平成30年11月7日 令和6年11月30日 平成12年10月20日
000028 2000009826 イオン三田ウッディタウン店  （デリカ） 669-1321 三田市けやき台1-6-2 795648800 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432126500 神北(宝健)第20-180 平成30年11月7日 令和6年11月30日 平成12年10月20日
000028 2000009828 イオン三田ウッディタウン店  （水産部門） 669-1321 三田市けやき台1-6-2 795648800 魚介類販売業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432126500 神北(宝健)第6-23 平成30年11月7日 令和6年11月30日 平成12年10月20日
000028 2000009830 イオン三田ウッディタウン店  （畜産部門） 669-1321 三田市けやき台1-6-2 795648800 食肉販売業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432126500 神北(宝健)第5-43 平成30年11月7日 令和6年11月30日 平成12年10月20日
000028 2000009833 イオン三田ウッディタウン店  （カンテボーレ） 669-1321 三田市けやき台1-6-2 795648800 菓子製造業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432126500 神北(宝健)第3-71 平成30年11月7日 令和6年11月30日 平成12年10月20日
000028 2000009835 イオン三田ウッディタウン店  （デリカ） 669-1321 三田市けやき台1-6-2 795648800 菓子製造業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432126500 神北(宝健)第3-72 平成30年11月7日 令和6年11月30日 平成12年10月20日
000028 2000009844 バーミヤン　三田ウッディタウン店 669-1321 三田市けやき台1-6-4ｲｵﾝ三田ｳｯﾃﾞｨﾀｳﾝ２番街１Ｆ 795697211 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保1-25-8 422375218 神北(宝健)第20-153 平成30年10月18日 令和6年11月30日 平成12年10月26日
000028 2000009866 イオンシネマ三田ウッディタウン 669-1321 三田市けやき台1-6-4イオン三田ウッディタウン2番街2Ｆ 795638786 飲食店営業(4)その他 一般 イオンエンターテイメント株式会社 代表取締役 藤原 信幸 135-0091 東京都港区台場2-3-1 364572820 神北(宝健)第20-154 平成30年10月18日 令和6年11月30日 平成12年10月20日
000028 2000009870 阪急オアシス　えるむプラザ店 669-1322 三田市すずかけ台2-3-3 795651148 飲食店営業(4)その他 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第20-236 平成31年2月8日 令和7年2月28日 平成13年2月27日
000028 2000009887 トマトアンドオニオン三田ウッディタウン店 669-1322 三田市すずかけ台4-1942 795651104 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社トマトアンドアソシエイツ 代表取締役 小林 大二 651-1431 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター1丁目2番地 789072555 神北(宝健)第2-298 令和2年10月13日 令和8年11月30日 平成5年10月7日
000028 2000009891 三菱マテリアルすずかけ寮 669-1322 三田市すずかけ台1-34 795652145 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ニチダン 代表取締役 小笠原 力一 545-0021 大阪府大阪市阿倍野区阪南町五丁目3番5号 666232551 神北(宝健)第1-153 令和3年8月31日 令和9年8月31日 令和3年8月31日
000028 2000009895 阪急オアシス　えるむプラザ店 669-1322 三田市すずかけ台2-3-3 795651148 食肉販売業 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第2-203 令和2年7月17日 令和8年8月31日 昭和63年6月29日
000028 2000009896 阪急オアシス　えるむプラザ店 669-1322 三田市すずかけ台2-3-3 795651148 魚介類販売業 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第2-204 令和2年7月17日 令和8年8月31日 昭和63年6月29日
000028 2000009898 27171事業所 669-1322 三田市すずかけ台1-30-2 795655100 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田3丁目3番20号 664588801 神北(宝健)第20-81 平成30年5月18日 令和6年5月31日 平成4年5月6日
000028 2000009956 三田研修所174 669-1324 三田市ゆりのき台3-26-4 795659201 飲食店営業(3)旅館 一般 中央フードサービス株式会社 代表取締役 苅田 芳明 553-0005 大阪府大阪市福島区野田2-14-10 664621782 神北(宝健)第20-3 平成28年4月12日 令和5年5月31日 平成9年4月28日
000028 2000009963 神戸三田ｷｬﾝﾊﾟｽ食堂 669-1330 三田市学園上ケ原1関西学院神戸三田キャンパス内 795657677 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 関西学院大学生活協同組合 代表理事 池上 正寿 662-0891 兵庫県西宮市上ケ原一番町1番155号関西学院内 798537001 神北(宝健)第1-300 令和4年1月17日 令和10年2月29日 令和4年1月17日
000028 2000009985 上相野実践会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 福井 徳忠 神北(宝健)第2-232 令和2年7月30日 令和7年8月31日 平成12年7月14日
000028 2000009989 ライフェック 000-0000 兵庫県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社　ライフェック 代表取締役 政次 弘 652-0862 兵庫県神戸市兵庫区上庄通2-1-5 786520455 神北(宝健)第20-206 平成31年1月11日 令和6年2月29日 平成10年12月14日
000028 2000009992 株式会社　飛行船 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社飛行船 代表取締役 歳内 浩三 669-1537 兵庫県三田市西山2-26-3 795629388 神北(宝健)第2-230 令和2年7月28日 令和7年8月31日 平成12年7月24日
000028 2000010079 恭西商事株式会社三田営業所 669-1357 三田市東本庄2268 795684557 そうざい製造業 一般 恭西商事株式会社 代表取締役 渡邊 理恵子 567-0854 大阪府茨木市島1-14-24 726374671 神北(宝健)第2-62 平成31年4月26日 令和7年5月31日 平成13年3月14日
000028 2000010120 岡村酒造場 669-1412 三田市木器340 795690004 飲食店営業(4)その他 一般 岡村 理恵 神北(宝健)第2-16 平成31年4月15日 令和7年5月31日 平成13年4月5日
000028 2000010123 ジョリーパスタ三田店 669-1524 三田市八景町1502-2 795535561 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ジョリーパスタ 代表取締役 南 哲史 108-0075 東京都港区港南2-18-1 368338833 神北(宝健)第2-34 平成31年4月18日 令和7年5月31日 平成13年4月16日
000028 2000010125 ハチブオンプ 669-1537 三田市西山1-1-29 795621275 飲食店営業(4)その他 一般 田村 康男 神北(宝健)第2-51 平成31年4月24日 令和7年5月31日 平成13年4月23日
000028 2000010156 関学生協　神戸三田キャンパス　新食堂 669-1330 三田市学園上ケ原1 795657676 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 関西学院大学生活協同組合 理事長 池上 正寿 662-0891 兵庫県西宮市上ケ原一番町1番155号関西学院内 798537001 神北(宝健)第2-133 令和1年7月23日 令和7年8月31日 平成13年7月24日
000028 2000010165 焼肉なじみ 669-1342 三田市四ツ辻1095-25 795680271 飲食店営業(4)その他 一般 田中 和夫 神北(宝健)第2-140 令和1年7月25日 令和7年8月31日 平成13年7月31日
000028 2000010207 アゼリア 669-1527 三田市中町2-14　プラザホテル三田1F 795697885 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ナカマチ 取締役 中西 英樹 669-1527 兵庫県三田市中町2-14 795697885 神北(宝健)第2-220 令和1年10月25日 令和7年11月30日 平成13年9月13日
000028 2000010239 ガーデン・千丈 669-1503 三田市乙原87-1 飲食店営業(4)その他 一般 住 加代子 神北(宝健)第2-201 令和1年10月21日 令和7年11月30日 平成13年11月21日
000028 2000010240 しい茸園有馬富士 669-1515 三田市大原933 795645599 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社しい茸園有馬富士 代表取締役 竹谷 章 669-1515 兵庫県三田市大原933 795645599 神北(宝健)第2-238 令和1年10月29日 令和7年11月30日 平成13年11月21日
000028 2000010241 多恵 669-1543 三田市下深田750-5 795645105 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社恵毘寿 代表取締役 坊 一男 669-1543 兵庫県三田市下深田750-5 795626429 神北(宝健)第2-287 令和1年11月15日 令和7年11月30日 平成13年11月29日
000028 2000010310 お茶の松島園ﾌﾛｰﾗ店 669-1546 三田市弥生が丘1-1-1ﾌﾛｰﾗ88内 795622887 喫茶店営業 一般 株式会社Ｍｓ＆Ｃｏｍｐａｎｙ 代表取締役 松島 君子 669-1529 兵庫県三田市中央町16-2 079-563-2308 神北(宝健)第2-112 令和2年5月19日 令和8年5月31日 平成14年3月15日
000028 2000010320 スシマス三田店 669-1546 三田市弥生が丘1-1-1フローラ８８内 795646031 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鮨桝食品株式会社 代表取締役 柳田 英司 558-0023 大阪府八尾市老原9-115 729971811 神北(宝健)第2-85 令和2年5月8日 令和8年5月31日 平成14年3月15日
000028 2000010321 スイートガーデン三田フラワータウン店 669-1546 三田市弥生が丘1-1-1フローラ88内 795646315 菓子製造業 一般 金川 小百合 神北(宝健)第2-153 令和2年5月29日 令和8年5月31日 平成14年3月15日
000028 2000010322 ＦＵＪＩＹＡ　ＫＯＢＥ　三田フラワータウン店 669-1546 三田市弥生が丘1-1-1フローラ88内 795646315 飲食店営業(4)その他 一般 金川 小百合 神北(宝健)第1-111 令和4年5月30日 令和10年5月31日 令和4年5月30日
000028 2000010687 パン工房タンアン 669-1347 三田市つつじが丘南3-1-3 795687535 菓子製造業 一般 伊藤 坥 神北(宝健)第2-106 令和2年5月18日 令和8年5月31日 平成14年4月5日
000028 2000010697 パン工房タンアン 669-1347 三田市つつじが丘南3-1-3 795687535 飲食店営業(4)その他 一般 伊藤 坥 神北(宝健)第2-108 令和2年5月18日 令和8年5月31日 平成14年4月18日
000028 2000010708 こおちや 669-1527 三田市中町2-12 795531055 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　オールド　フォレスト 代表取締役 古家 高 669-1527 兵庫県三田市中町2-12 795531055 神北(宝健)第2-138 令和2年5月25日 令和8年5月31日 平成14年5月8日
000028 2000010803 グリーングラス 669-1535 三田市南が丘2-14-32 795597780 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 林出 穣 神北(宝健)第2-135 令和2年5月21日 令和8年5月31日 平成14年5月9日
000028 2000011406 イオン三田店 669-1546 三田市弥生が丘1-1-1 795624711 食肉販売業 一般 イオンリテールストア株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432126500 神北(宝健)第2-222 令和2年7月28日 令和9年8月31日 平成14年8月20日
000028 2000011407 イオン三田店 669-1546 三田市弥生が丘1-1-1 795624711 魚介類販売業 一般 イオンリテールストア株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432126500 神北(宝健)第2-223 令和2年7月28日 令和9年8月31日 平成14年8月20日
000028 2000011409 イオン三田店 669-1546 三田市弥生が丘1-1-1 795624711 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテールストア株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432126500 神北(宝健)第2-225 令和2年7月28日 令和9年8月31日 平成14年8月20日
000028 2000011410 イオン三田店 669-1546 三田市弥生が丘1-1-1 795624711 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテールストア株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432126500 神北(宝健)第2-226 令和2年7月28日 令和9年8月31日 平成14年8月20日
000028 2000011411 イオン三田店（惣菜） 669-1546 三田市弥生が丘1-1-1 795624711 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテールストア株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432126500 神北(宝健)第2-227 令和2年7月28日 令和9年8月31日 平成14年8月20日
000028 2000011412 イオン三田店（寿司・米飯） 669-1546 三田市弥生が丘1-1-1 795624711 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテールストア株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432126500 神北(宝健)第2-228 令和2年7月28日 令和9年8月31日 平成14年8月20日
000028 2000011413 イオン三田店（上海菜館） 669-1546 三田市弥生が丘1-1-1 795624711 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテールストア株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432126500 神北(宝健)第2-229 令和2年7月28日 令和9年8月31日 平成14年8月20日
000028 2000011414 スシロー三田対中店 669-1525 三田市対中町9-10 795538036 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社あきんどスシロー 代表取締役 新居 耕平 564-0063 大阪府吹田市江坂町1-22-2 663681001 神北(宝健)第2-231 令和2年7月29日 令和8年8月31日 平成14年8月20日
000028 2000011422 御気軽料理　久 669-1345 三田市下相野818-1 795685523 飲食店営業(4)その他 一般 宇都宮 久子 神北(宝健)第2-200 令和2年7月16日 令和8年8月31日 平成14年8月27日
000028 2000011513 三菱電機ﾗｲﾌｻｰﾋﾞｽ　ｻﾝﾋﾞﾗ横山寮 669-1534 三田市横山町19-17 795595250 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三菱電機ﾗｲﾌｻｰﾋﾞｽ株式会社 代表取締役 舩尾 英司 105-0011 東京都港区芝公園２丁目４番１号 364026020 神北(宝健)第20-135 平成28年10月18日 令和5年11月30日 平成14年9月18日
000028 2000011516 ホルン三田店 669-1544 三田市武庫が丘7-1スーパーマーケットＮＩＳＨＩＹＡＭＡ内 795598811 菓子製造業 一般 フジパンストアー株式会社 代表取締役 高山 昭一 467-0065 愛知県名古屋市瑞穂区松園町1-50 528343934 神北(宝健)第2-289 令和2年10月9日 令和8年11月30日 平成14年10月9日
000028 2000011517 ホルン三田店 669-1544 三田市武庫が丘7-1スーパーマーケットＮＩＳＨＩＹＡＭＡ内 795598811 飲食店営業(4)その他 一般 フジパンストアー株式会社 代表取締役 高山 昭一 467-0065 愛知県名古屋市瑞穂区松園町1-50 528343934 神北(宝健)第2-290 令和2年10月9日 令和8年11月30日 平成14年10月9日
000028 2000011518 スーパーマーケットＮＩＳＨＩＹＡＭＡ  三田フラワータウン店（惣菜） 669-1544 三田市武庫が丘7-1 795696222 飲食店営業(4)その他 一般 西山寛商事株式会社 代表取締役 吉田 康宏 620-0045 京都府福知山市駅前町41-2 773220200 神北(宝健)第2-300 令和2年10月13日 令和8年11月30日 平成14年10月9日
000028 2000011519 スーパーマーケットＮＩＳＨＩＹＡＭＡ  三田フラワータウン店(寿司） 669-1544 三田市武庫が丘7-1 795696222 飲食店営業(4)その他 一般 西山寛商事株式会社 代表取締役 吉田 康宏 620-0045 京都府福知山市駅前町41-2 773220200 神北(宝健)第2-301 令和2年10月13日 令和8年11月30日 平成14年10月9日
000028 2000011520 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄNISHIYAMA三田ﾌﾗﾜｰﾀｳﾝ店(焼魚） 669-1544 三田市武庫が丘7-1 795696222 飲食店営業(4)その他 一般 西山寛商事株式会社 代表取締役 吉田 康宏 620-0045 京都府福知山市駅前町41-2 773220200 神北(宝健)第20-157 平成28年11月8日 令和5年11月30日 平成14年10月9日
000028 2000011523 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄNISHIYAMA三田ﾌﾗﾜｰﾀｳﾝ店 669-1544 三田市武庫が丘7-1 795696222 食肉販売業 一般 西山寛商事株式会社 代表取締役 吉田 康宏 620-0045 京都府福知山市駅前町41-2 773220200 神北(宝健)第5-28 平成28年11月8日 令和5年11月30日 平成14年10月9日
000028 2000011524 ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄNISHIYAMA三田ﾌﾗﾜｰﾀｳﾝ店 669-1544 三田市武庫が丘7-1 795696222 魚介類販売業 一般 西山寛商事株式会社 代表取締役 吉田 康宏 620-0045 京都府福知山市駅前町41-2 773220200 神北(宝健)第6-17 平成28年11月8日 令和5年11月30日 平成14年10月9日
000028 2000011541 森商店 669-1403 三田市川原546 795690485 魚介類販売業 一般 森 啓真 神北(宝健)第2-323 令和2年10月16日 令和8年11月30日 平成14年10月24日
000028 2000011542 森商店 669-1403 三田市川原546 795690485 飲食店営業(4)その他 一般 森 啓真 神北(宝健)第2-324 令和2年10月16日 令和8年11月30日 平成14年10月24日
000028 2000011580 がんこ三田の里 669-1515 三田市大原149 795631001 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 がんこフードサービス株式会社 代表取締役 小嶋 達典 532-0025 大阪府大阪市淀川区新北野一丁目2番13号 663082288 神北(宝健)第2-474 令和3年2月17日 令和9年2月28日 平成14年12月2日
000028 2000011582 三田ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ6番ｺｰｽ売店 669-1513 三田市三輪1294-1 795621091 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社北浜清友会館 代表取締役 杉本 逸平 541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2-1-3 662310331 神北(宝健)第2-435 令和3年1月25日 令和9年2月28日 平成14年12月4日
000028 2000011583 三田ｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ15番ｺｰｽ売店 669-1513 三田市三輪1294-1 795621091 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社北浜清友会館 代表取締役 杉本 逸平 541-0041 大阪府大阪市中央区北浜2-1-3 662310331 神北(宝健)第2-436 令和3年1月25日 令和9年2月28日 平成14年12月4日
000028 2000011585 Ａｎｎｅ　Ｓｈｉｒｌｅｙ 669-1322 三田市すずかけ台2-37-5 795011711 菓子製造業 一般 織田 和子 神北(宝健)第2-439 令和3年1月26日 令和9年2月28日 平成14年12月4日
000028 2000011587 三田市猟友会　酒井毅 669-1352 三田市須磨田579 795681526 食肉処理業 一般 酒井 毅 神北(宝健)第2-455 令和3年1月28日 令和9年2月28日 平成14年12月9日
000028 2000011588 株式会社三田中央魚菜市場 669-1524 三田市八景町1443 795632108 魚介類販売業 一般 株式会社三田中央魚菜市場 代表取締役 井殿 佳和 669-1524 兵庫県三田市八景町1443 795632108 神北(宝健)第2-123 令和4年1月17日 令和11年2月28日 令和4年1月17日
000028 2000011597 猟師の店　てっぽ屋 669-1355 三田市長坂625-13 795682066 食肉処理業 一般 小川 明夫 神北(宝健)第2-454 令和3年1月28日 令和9年2月28日 平成14年12月20日
000028 2000011628 松乃庵 669-1515 三田市大原一ツ塚2213西本製材所内 795622704 飲食店営業(4)その他 一般 小西 清秀 神北(宝健)第2-475 令和3年2月17日 令和9年2月28日 平成15年2月24日
000028 2000011629 あるり 669-1534 三田市横山町8-2　コーポラス久保104号 795645959 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 藤原 誠 神北(宝健)第2-426 令和3年1月18日 令和9年2月28日 平成15年2月24日
000028 2000011636 喫茶＆軽食　すまいる 669-1503 三田市乙原2401-21 795660227 飲食店営業(4)その他 一般 田中 由美子 神北(宝健)第2-468 令和3年2月8日 令和9年2月28日 平成15年2月26日
000028 2000011637 三田わくわく村志手原事業所 669-1506 三田市志手原字横尾1321-1 795648989 菓子製造業 一般 社会福祉法人風 理事長 西田 孝夫 669-1515 兵庫県三田市大原字梅ノ木1546番地5 795640909 神北(宝健)第2-428 令和3年1月20日 令和9年2月28日 平成15年2月26日
000028 2000011645 スロー・ライフ 669-1528 三田市駅前町4-27 795630890 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長尾 勝 神北(宝健)第11-11 令和3年4月20日 令和9年5月31日 平成15年3月11日



000028 2000011655 そろばん亭　三田店 669-1339 三田市テクノパーク18-13 795607575 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社アバカス 代表取締役 溝畑 敏樹 669-1339 兵庫県三田市テクノパーク18-13 795607575 神北(宝健)第11-7 令和3年4月19日 令和10年5月31日 平成15年3月19日
000028 2000011684 サンポッポベーカリー駅前店 669-1528 三田市駅前町6-33 795532000 飲食店営業(4)その他 一般 扇野製菓株式会社 代表取締役 扇野 洋一 669-1513 兵庫県三田市三輪1-6-12 795622269 神北(宝健)第11-24 令和3年4月23日 令和9年5月31日 平成15年5月6日
000028 2000011685 サンポッポベーカリー駅前店 669-1528 三田市駅前町6-33 795532000 菓子製造業 一般 扇野製菓株式会社 代表取締役 扇野 洋一 669-1513 兵庫県三田市三輪1-6-12 795622269 神北(宝健)第12-15 令和3年4月23日 令和9年5月31日 平成15年5月6日
000028 2000011689 たこ吉 000-0000 兵庫県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 吉本 利之 神北(宝健)第20-5 平成30年4月13日 令和5年5月31日 平成15年5月15日
000028 2000011703 医療法人山西会宝塚三田病院 669-1537 三田市西山2-22-10 795634871 菓子製造業 一般 医療法人　山西会 理事長 山西 行徳 669-1537 兵庫県三田市西山2-22-10 795634871 神北(宝健)第3-34 平成28年7月26日 令和5年8月31日 平成15年6月19日
000028 2000011716 カフェ　こもれび 669-1312 三田市東野上130-1 795676439 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 竹内 扶美子 神北(宝健)第1-147 令和3年8月27日 令和9年8月31日 令和3年8月27日
000028 2000011737 永沢寺そば道場 000-0000 三田市内一円 飲食店営業(4)その他 露店 有限会社永沢寺花菖蒲園 代表取締役 和田 良三 669-1502 兵庫県三田市永沢寺82-3 795660935 神北(宝健)第20-125 平成30年7月27日 令和5年8月31日 平成15年8月19日
000028 2000011745 今文 669-1535 三田市南が丘2-14-21ﾚﾄﾜｰﾙⅡ202 795633670 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 内山 壯一郎 神北(宝健)第1-191 令和3年10月18日 令和9年11月30日 令和3年10月18日
000028 2000011760 はな子 669-1529 三田市中央町10-21 飲食店営業(4)その他 一般 永見 知子 神北(宝健)第1-223 令和3年11月9日 令和9年11月30日 令和3年11月9日
000028 2000011766 シカゴピザ　三田店 669-1535 三田市南が丘2-13-47三田第一ビル１Ｆ 795635300 飲食店営業(4)その他 一般 髙橋 亘 神北(宝健)第1-218 令和3年11月4日 令和9年11月30日 令和3年11月4日
000028 2000011774 じゅうじゅうカルビ三田ウッディタウン店 669-1321 三田市けやき台1-7 795538929 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社トマトアンドアソシエイツ 代表取締役 小林 大二 651-1431 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター1-2 789072555 神北(宝健)第20-165 平成28年11月9日 令和5年11月30日 平成15年11月7日
000028 2000011786 とき 669-1502 三田市永沢寺48 795660816 飲食店営業(4)その他 一般 原田 一男 神北(宝健)第1-240 令和3年11月16日 令和9年11月30日 令和3年11月16日
000028 2000011800 シャトレーゼ三田広野店 669-1316 三田市上井沢字兼田45-3 795673339 菓子製造業 一般 株式会社フジフードサービス 代表取締役 藤原 大治郎 669-1537 兵庫県三田市西山一丁目1番14号 795645900 神北(宝健)第2-96 令和3年11月4日 令和9年11月30日 令和3年11月4日
000028 2000011814 猟師の店　てっぽ屋 669-1355 三田市長坂625-13 795682066 食肉販売業 一般 小川 明夫 神北(宝健)第2-134 令和4年2月15日 令和10年2月29日 令和4年2月15日
000028 2000011827 三田スポーツクラブ　レストラン 669-1505 三田市尼寺835-1 795621249 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社コタニ住研 代表取締役 小谷 俊仁 669-1535 兵庫県三田市南が丘1-40-34 795631121 神北(宝健)第1-310 令和4年1月20日 令和10年2月29日 令和4年1月20日
000028 2000011843 ひかる 669-1533 三田市三田町13-8 795638122 飲食店営業(4)その他 一般 黒木 健一 神北(宝健)第1-305 令和4年1月19日 令和10年2月29日 令和4年1月19日
000028 2000011863 胡蝶 669-1344 三田市溝口60-1 795687173 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 城谷 瑞惠 神北(宝健)第1-337 令和4年2月1日 令和10年2月29日 令和4年2月1日
000028 2000011864 国太郎 669-1512 三田市高次1-9-6 795599545 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松下 均 神北(宝健)第1-312 令和4年1月21日 令和10年2月29日 令和4年1月21日
000028 2000011869 岡村酒造場（喫茶コーナー） 669-1412 三田市木器340 795690004 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 岡村 理恵 神北(宝健)第1-314 令和4年1月24日 令和10年2月29日 令和4年1月24日
000028 2000011952 熟成焼肉いちばん三田店 669-1313 三田市福島501-30 795532922 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＴＡＧ－１ 代表取締役 清川 信一郎 108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 368338885 神北(宝健)第1-107 令和4年5月27日 令和11年5月31日 令和4年5月27日
000028 2000011972 ＦＲＥＳＣＯ（フレスコ） 669-1341 三田市西相野1014 795686199 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ママノ店シバノ 代表取締役 芝野 忠志 669-1345 兵庫県三田市下相野393-8 795686199 神北(宝健)第1-103 令和4年5月27日 令和10年5月31日 令和4年5月27日
000028 2000011973 ㈱角谷商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 789043011 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社角谷商店 代表取締役 角谷 兵司 651-1412 兵庫県西宮市山口町下山口3-11-9 789043011 神北(宝健)第2-48 平成31年4月24日 令和6年5月31日 平成16年4月21日
000028 2000011984 お弁当・惣菜　花ぐるま 669-1546 三田市弥生が丘1-1-1フローラ８８内 795646040 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 森玉 次郎 神北(宝健)第1-19 令和4年4月18日 令和10年5月31日 令和4年4月18日
000028 2000011992 珈琲香房　匠 669-1546 三田市弥生が丘5-14-2 795640067 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社匠 代表取締役 坂上 智子 669-1546 兵庫県三田市弥生が丘5-14-2 795640067 神北(宝健)第1-86 令和4年5月20日 令和10年5月31日 令和4年5月20日
000028 2000011994 株式会社　ロペ商事 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社ロペ商事 代表取締役 金光 裕成 669-1533 兵庫県三田市三田町9-10メゾン・ド・ロペ101号 795594305 神北(宝健)第2-173 令和1年8月19日 令和6年8月31日 平成16年6月2日
000028 2000012025 ローソン三田すずかけ台店 669-1322 三田市すずかけ台2-2-4 795655165 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 丹羽 英夫 神北(宝健)第1-141 令和4年7月19日 令和10年8月31日 令和4年7月19日
000028 2000012075 いなり食堂 669-1342 三田市四ツ辻604-2 795681717 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 塚本 日出子 神北(宝健)第1-182 令和4年8月9日 令和10年8月31日 令和4年8月9日
000028 2000012081 蓮工房 669-1521 三田市桑原675 795634501 そうざい製造業 一般 山本 正博 神北(宝健)第2-82 令和4年10月26日 令和10年11月30日 令和4年10月26日
000028 2000012082 蓮工房 669-1521 三田市桑原675 795634501 菓子製造業 一般 山本 正博 神北(宝健)第2-83 令和4年10月26日 令和10年11月30日 令和4年10月26日
000028 2000012094 千刈カンツリー倶楽部内レストラン 669-1511 三田市山田大道ケ平605 795625942 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 5017452815 神北(宝健)第1-357 令和4年11月30日 令和10年11月30日 令和4年11月30日
000028 2000012096 千刈カンツリー倶楽部内5番売店 669-1511 三田市山田大道ケ平605 795625942 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 5017452815 神北(宝健)第1-358 令和4年11月30日 令和10年11月30日 令和4年11月30日
000028 2000012097 千刈カンツリー倶楽部内13番売店 669-1511 三田市山田大道ケ平605 795625942 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 5017452815 神北(宝健)第1-359 令和4年11月30日 令和10年11月30日 令和4年11月30日
000028 2000012099 (有)日向牧場 669-1314 三田市西野上451 795671016 乳製品製造業 一般 有限会社日向牧場 代表取締役 日向 渉 669-1314 兵庫県三田市西野上451 795671016 神北(宝健)第2-86 令和4年11月1日 令和10年11月30日 令和4年11月1日
000028 2000012102 和味の家　嬌菴 669-1512 三田市高次2-13-9 795637077 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橋本 和美 神北(宝健)第1-356 令和4年11月29日 令和10年11月30日 令和4年11月29日
000028 2000012127 ラウンジ　かれん 669-1512 三田市高次2-15-15 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 南波 美恵子 神北(宝健)第1-439 令和5年2月28日 令和11年2月28日 令和5年2月28日
000028 2000012162 菓子工房　宝塚　英ＨａＮａ 665-0011 宝塚市南口2-4-58 797728701 飲食店営業(4)その他 一般 衣川 英恵 神北(宝健)第1-43 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 2000012175 丁子屋 665-0035 宝塚市逆瀬川1-13-27トヨタビル１Ｆ 797712312 飲食店営業(4)その他 一般 山本 福子 神北(宝健)第20-27 平成29年5月8日 令和5年5月31日 平成17年4月14日
000028 2000012194 木工房　明日香 669-1349 三田市大川瀬1509-1 795607163 飲食店営業(4)その他 一般 髙橋 佳子 神北(宝健)第2-71 令和2年5月1日 令和7年5月31日 平成17年4月27日
000028 2000012200 マイスター工房　宝梅の会 665-0013 宝塚市宝梅3-2-28 797735545 密封包装食品製造業 一般 原 啓 神北(宝健)第2-8 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 2000012202 株式会社　ｵﾘﾝﾋﾟｱ　ｻﾝｼﾃｨ宝塚事業所 665-0013 宝塚市宝梅2-6-26サンシティ宝塚内 797735700 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　オリンピア 代表取締役 國武 孝徳 107-6030 東京都港区赤坂1-12-32 335605560 神北(宝健)第2-37 平成31年4月19日 令和7年5月31日 平成17年5月11日
000028 2000012211 司フーズ 669-1537 三田市西山2-29-22-101 795654880 食肉処理業 一般 司フーズ・システム株式会社 代表取締役 奥 敏彦 669-1537 兵庫県三田市西山2-29-22-101 795654880 神北(宝健)第11-2 平成29年4月20日 令和5年5月31日 平成17年5月23日
000028 2000012215 飲み処　集 665-0842 宝塚市川面5-6-1 797861052 飲食店営業(4)その他 一般 田内 美恵子 神北(宝健)第20-10 平成29年4月24日 令和5年5月31日 平成17年5月25日
000028 2000012226 味心　夢 665-0003 宝塚市湯本町2-5スイングイン宝塚３Ｆ 0797-84-2588 飲食店営業(4)その他 一般 森 泰伸 神北(宝健)第20-87 平成29年8月31日 令和5年8月31日 平成17年6月8日
000028 2000012234 やきとり大吉　中山寺店 665-0867 宝塚市売布東の町20-1 797817378 飲食店営業(4)その他 一般 河谷 俊幸 神北(宝健)第20-56 平成29年7月11日 令和5年8月31日 平成17年6月17日
000028 2000012237 イモチッ 669-1528 三田市駅前町19-6 795645588 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 朴 必在 神北(宝健)第20-83 平成29年8月28日 令和5年8月31日 平成17年6月17日
000028 2000012244 お好み焼き　とんと 665-0034 宝塚市小林3-10-10-102 797733313 飲食店営業(4)その他 一般 金城 知也 神北(宝健)第20-58 平成29年7月13日 令和5年8月31日 平成17年6月28日
000028 2000012247 希望の家　ワークセンター 665-0825 宝塚市安倉西3-1-5 797870141 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　一文字食品 代表取締役 前田 靖文 658-0014 兵庫県神戸市東灘区北青木2-7-8 784113007 神北(宝健)第2-131 令和1年7月22日 令和8年8月31日 平成17年6月30日
000028 2000012253 かごの屋　三田ウッディタウン店 669-1322 三田市すずかけ台3-2 795530886 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＫＲフードサービス 代表取締役 望月 進 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋三丁目6番26号 668092143 神北(宝健)第2-179 令和1年8月27日 令和8年8月31日 平成17年7月8日
000028 2000012268 ビジネスホテル宝塚イン 665-0002 宝塚市月見山1-1-4 797864101 飲食店営業(3)旅館 一般 清瀧 哲朗 神北(宝健)第20-82 平成29年8月23日 令和5年8月31日 平成17年7月13日
000028 2000012272 ローソン宝塚高司四丁目店 665-0051 宝塚市高司4-3-3 0797-76-5338 飲食店営業(4)その他 一般 森川 将樹 神北(宝健)第20-68 平成29年7月26日 令和5年8月31日 平成17年7月19日
000028 2000012283 es－リビング　ハナレ 669-1324 三田市ゆりのき台5-31-5 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　パティシエエスコヤマ 代表取締役 小山 進 669-1324 兵庫県三田市ゆりのき台5-32-1 079-564-3192 神北(宝健)第2-174 令和1年8月19日 令和8年8月31日 平成17年7月26日
000028 2000012284 ミュゼ　エス　コヤマ 669-1324 三田市ゆりのき台5-31-5 菓子製造業 一般 株式会社　パティシエエスコヤマ 代表取締役 小山 進 669-1324 兵庫県三田市ゆりのき台5-32-1 079-564-3192 神北(宝健)第2-175 令和1年8月19日 令和8年8月31日 平成17年7月26日
000028 2000012303 大門 669-1523 三田市寺村町4253-1 079-562-5007 飲食店営業(4)その他 一般 荻野 周平 神北(宝健)第20-71 平成29年7月27日 令和5年8月31日 平成17年8月5日
000028 2000012340 丹波屋本店 かとる・ＳＡＲＹＯ 669-1535 三田市南が丘2-2-21 795624552 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　丹波屋 代表取締役 丹羽 勝 669-1535 兵庫県三田市南が丘2-2-21 795624552 神北(宝健)第20-61 平成29年7月21日 令和5年8月31日 平成17年8月31日
000028 2000012341 丹波屋本店 かとる・かーる 669-1535 三田市南が丘2-2-21 795624522 菓子製造業 一般 株式会社　丹波屋 代表取締役 丹羽 勝 669-1535 兵庫県三田市南が丘2-2-21 795624552 神北(宝健)第3-23 平成29年7月21日 令和5年8月31日 平成17年8月31日
000028 2000012374 鮨･季節料理 やわらぎ 669-1313 三田市福島428-2 795672245 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　やわらぎ 代表取締役 前中 広和 669-1313 兵庫県三田市福島428-2 795672245 神北(宝健)第20-135 平成29年11月9日 令和5年11月30日 平成17年9月6日
000028 2000012379 香港市場 669-1528 三田市駅前町2-1三田駅前一番館キッピーモール5F 795621313 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　龍苑 代表取締役 中村 良彦 136-0076 東京都江東区南砂1-11-10ハイツ吉川102号 336480445 神北(宝健)第20-116 平成29年11月1日 令和5年11月30日 平成17年9月8日
000028 2000012381 阪急オアシス　三田駅前店 669-1528 三田市駅前町2-1三田駅前一番館１Ｆ 795538655 飲食店営業(4)その他 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第20-187 平成30年11月8日 令和6年11月30日 平成17年9月8日
000028 2000012382 阪急オアシス　三田駅前店 669-1528 三田市駅前町2-1三田駅前一番館１Ｆ 079-553-8655 飲食店営業(4)その他 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第20-119 平成29年11月2日 令和5年11月30日 平成17年9月8日
000028 2000012383 阪急オアシス　三田駅前店 669-1528 三田市駅前町2-1三田駅前一番館１Ｆ 079-553-8655 飲食店営業(4)その他 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第20-120 平成29年11月2日 令和5年11月30日 平成17年9月8日
000028 2000012386 阪急オアシス　三田駅前店 669-1528 三田市駅前町2-1三田駅前一番館１Ｆ 795538655 食肉販売業 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第5-28 平成29年11月2日 令和5年11月30日 平成17年9月8日
000028 2000012387 阪急オアシス　三田駅前店 669-1528 三田市駅前町2-1三田駅前一番館１Ｆ 795538655 魚介類販売業 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第6-22 平成29年11月1日 令和5年11月30日 平成17年9月8日
000028 2000012396 肉のゆたか 669-1528 三田市駅前町2-1キッピーモール１Ｆ 079-562-2090 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アクティー三田 代表取締役 田中 豊 669-1512 兵庫県三田市高次1-5-17 795632527 神北(宝健)第20-118 平成29年11月1日 令和5年11月30日 平成17年9月6日
000028 2000012397 肉のゆたか 669-1528 三田市駅前町2-1キッピーモール１Ｆ 795622090 食肉販売業 一般 株式会社アクティー三田 代表取締役 田中 豊 669-1512 兵庫県三田市高次1-5-17 795632527 神北(宝健)第5-27 平成29年11月1日 令和5年11月30日 平成17年9月6日
000028 2000012399 松栄堂 669-1528 三田市駅前町2-1キッピーモール103号 795637352 菓子製造業 一般 松村 治雄 神北(宝健)第3-45 平成29年10月20日 令和5年11月30日 平成17年9月6日
000028 2000012402 スージー 665-0822 宝塚市安倉中4-1-5 844115 飲食店営業(4)その他 一般 新井 秋子 神北(宝健)第20-125 平成29年11月7日 令和5年11月30日 平成17年9月9日
000028 2000012454 宝塚ちどり給食 665-0047 宝塚市亀井町10-30宝塚ちどり内 797730880 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社テスティパル 代表取締役 藤井 俊成 541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町4丁目3番5号 665356161 神北(宝健)第20-104 平成29年10月27日 令和5年11月30日 平成17年9月28日
000028 2000012472 パティスリー・シュエット 669-1322 三田市すずかけ台1-6-2 795647888 菓子製造業 一般 水田 あゆみ 神北(宝健)第3-48 平成29年10月27日 令和5年11月30日 平成17年10月11日
000028 2000012475 ひまわり 669-1211 宝塚市大原野字宮脇4 797910493 飲食店営業(4)その他 一般 辰家 美佐子 神北(宝健)第20-40 平成29年5月12日 令和5年5月31日 平成17年10月17日
000028 2000012494 ドーバー酒造株式会社　神戸三田工場 669-1339 三田市テクノパーク1-2 795600011 添加物製造業 一般 ドーバー酒造株式会社 代表取締役 和田 泰治 151-0064 東京都渋谷区上原3-43-3 334692111 神北(宝健)第2-240 令和1年10月29日 令和8年11月30日 平成17年10月31日
000028 2000012495 ドーバー酒造株式会社　神戸三田工場 669-1339 三田市テクノパーク1-2 795600011 酒類製造業 一般 ドーバー酒造株式会社 代表取締役 和田 泰治 151-0064 東京都渋谷区上原3-43-3 334692111 神北(宝健)第2-87 令和3年10月14日 令和11年11月30日 令和3年10月14日
000028 2000012496 吉本商店 669-1528 三田市駅前町10-3 795622267 飲食店営業(4)その他 一般 吉本 尚登 神北(宝健)第20-147 平成30年10月12日 令和7年11月30日 平成17年11月2日
000028 2000012500 株式会社　万代　逆瀬川店 665-0033 宝塚市伊孑志3-15 797776221 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東3丁目10番13号 667203305 神北(宝健)第20-138 平成29年11月10日 令和6年11月30日 平成17年11月1日
000028 2000012503 株式会社　万代　逆瀬川店 665-0033 宝塚市伊孑志3-15 797776221 食肉販売業 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東3丁目10番13号 667203305 神北(宝健)第5-31 平成29年11月10日 令和6年11月30日 平成17年11月1日
000028 2000012504 株式会社　万代　逆瀬川店 665-0033 宝塚市伊孑志3-15 797776221 魚介類販売業 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東3丁目10番13号 667203305 神北(宝健)第6-25 平成29年11月10日 令和6年11月30日 平成17年11月1日
000028 2000012520 餃子の王将 新三田店 669-1531 三田市天神1-9-1 079-563-7311 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　王将フードサービス 代表取締役 渡邊 直人 607-8307 京都府京都市山科区西野山射庭ノ上町294-1 075-592-1411 神北(宝健)第20-114 平成29年11月1日 令和5年11月30日 平成17年11月9日
000028 2000012528 石豊亭 665-0011 宝塚市南口2-6-22 797778300 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川口 豊司 神北(宝健)第20-133 平成29年11月9日 令和5年11月30日 平成17年11月15日
000028 2000012547 パスタ 665-0845 宝塚市栄町1-6-2花のみちセルカ２番館２Ｆ 0797-84-4190 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　パスタ 取締役 中川 慎也 665-0845 兵庫県宝塚市栄町1-6-2 797844190 神北(宝健)第20-131 平成29年11月9日 令和5年11月30日 平成17年11月17日
000028 2000012548 パスタ 665-0845 宝塚市栄町1-6-2花のみちセルカ２番館２Ｆ 797844190 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 有限会社　パスタ 取締役 中川 慎也 665-0845 兵庫県宝塚市栄町1-6-2 797844190 神北(宝健)第2-342 令和2年10月26日 令和7年11月30日 平成17年11月17日
000028 2000012555 アクティブライフ中山倶楽部 665-0876 宝塚市中山台2-17-30 797804141 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 富士産業株式会社 代表取締役 中村 勝彦 105-0004 東京都港区新橋5-32-7 03-5400-6115 神北(宝健)第20-90 平成29年10月18日 令和5年11月30日 平成17年11月28日
000028 2000012559 子ぶた家 669-1543 三田市下深田386-1ｻﾝﾁｪｽﾀｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｽｸｴｱ 1F 795538722 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　丸幸 代表取締役 丸岡 幸司 654-0121 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字蓮池366-10 787417472 神北(宝健)第20-95 平成29年10月24日 令和5年11月30日 平成17年11月22日
000028 2000012561 工房　うりぼう 669-1204 宝塚市長谷字サル山21-1 911144 飲食店営業(4)その他 一般 林谷 豊子 神北(宝健)第20-182 平成29年11月20日 令和5年11月30日 平成17年11月30日
000028 2000012574 仙代テック株式会社 669-1357 三田市東本庄2068-1 795600410 清涼飲料水製造業 一般 仙代テック株式会社 代表取締役 長谷川 良果 669-1357 兵庫県三田市東本庄2068-1 795600410 神北(宝健)第19-1 平成30年1月22日 令和6年2月29日 平成17年12月5日
000028 2000012575 プティ・タ・プティ 665-0861 宝塚市中山寺1-13-25メゾンド中山301 797817877 菓子製造業 一般 島本 薫 神北(宝健)第3-76 平成30年2月9日 令和6年2月29日 平成17年12月6日
000028 2000012595 合資会社　きねや本舗工場 665-0051 宝塚市高司4-3-8 797711903 菓子製造業 一般 合同会社きねや 代表社員 岡田 裕 665-0845 兵庫県宝塚市栄町二丁目1番1号 797872453 神北(宝健)第3-78 平成30年2月15日 令和6年2月29日 平成17年12月9日
000028 2000012605 旬彩庵まねき屋宝塚店 665-0842 宝塚市川面5-10-25ソリオきたユニベール宝塚Ｂ１ 797858711 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　旬彩庵 取締役 福西 弘規 531-0072 大阪府大阪市北区豊崎5-2-22 662921147 神北(宝健)第20-205 平成30年1月24日 令和6年2月29日 平成17年12月21日
000028 2000012606 牛肉商但馬屋宝塚店 665-0842 宝塚市川面5-10-25ソリオきたユニベール宝塚Ｂ１ 867729 食肉販売業 一般 株式会社　牛肉商但馬屋 代表取締役 梅谷 光志 670-0826 兵庫県姫路市楠町99-5 792810638 神北(宝健)第5-43 平成30年1月24日 令和6年2月29日 平成17年12月21日
000028 2000012607 まねき屋宝塚店 665-0842 宝塚市川面5-10-25ソリオきたユニベール宝塚Ｂ１ 797858711 魚介類販売業 一般 株式会社サーブ 代表取締役 福西 弘規 531-0072 大阪府大阪市北区豊崎5-2-22 662921147 神北(宝健)第6-35 平成30年1月24日 令和6年2月29日 平成17年12月21日
000028 2000012614 コルリ珈琲 669-1512 三田市高次1-7-16 795644720 飲食店営業(4)その他 一般 前中 寛子 神北(宝健)第20-198 平成30年1月19日 令和6年2月29日 平成17年12月28日
000028 2000012650 大阪王将　阪急仁川駅前店 665-0061 宝塚市仁川北2-305 0798-57-3868 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　サイドワンフードサービス 代表取締役 森脇 和成 677-0052 兵庫県西脇市和田町253 079-523-4004 神北(宝健)第20-208 平成30年1月25日 令和6年2月29日 平成18年1月26日
000028 2000012662 糀工房 669-1531 三田市天神3-42-1 795643096 みそ製造業 一般 米谷 節子 神北(宝健)第36-2 平成30年2月20日 令和6年2月29日 平成18年2月7日
000028 2000012679 あみや宝塚店 665-0845 宝塚市栄町1-19-14ワールドターンビル１Ｆ 0797-83-0038 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　あみや 代表取締役 中網 秀樹 661-0044 兵庫県尼崎市武庫町1-40-17 06-6432-8482 神北(宝健)第20-199 平成30年1月19日 令和6年2月29日 平成18年2月15日
000028 2000012686 つくしんぼう 669-1241 宝塚市切畑字ヒヨ畑18-2 797910452 そうざい製造業 一般 岸本 宏 神北(宝健)第15-9 平成30年1月22日 令和6年2月29日 平成18年2月13日
000028 2000012689 モンテ　ヴェルデ 665-0061 宝塚市仁川北2-6-10サンローゼ仁川地下3号室 798545960 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 窪田 美智男 神北(宝健)第20-207 平成30年1月24日 令和6年2月29日 平成18年2月20日
000028 2000012720 星花苑 665-0848 宝塚市川面字長尾山15-16 797861394 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 布施マルタマフーズﾞ株式会社 代表取締役 荻田 正博 578-0943 大阪府東大阪市若江南町三丁目6番7号 667285538 神北(宝健)第20-230 平成30年2月15日 令和6年2月29日 平成18年2月28日
000028 2000012740 宝塚ちどり　喫茶室 665-0047 宝塚市亀井町10-30 0797-73-0880 飲食店営業(4)その他 一般 社会福祉法人　晋栄福祉会 理事長 濱田 和則 571-0026 大阪府門真市北島町12-20 072-881-8201 神北(宝健)第20-62 平成30年5月2日 令和6年5月31日 平成18年3月2日
000028 2000012770 株式会社池田泉州銀行情報ｼｽﾃﾑｾﾝﾀｰ 食堂 669-1324 三田市ゆりのき台6-1 795655788 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一石株式会社 代表取締役 山本 裕次郎 563-0025 大阪府池田市城南3-2-2 727535161 神北(宝健)第20-11 平成30年4月16日 令和6年5月31日 平成18年3月30日
000028 2000012779 カーディナル従業員食堂 665-0023 宝塚市蔵人字深谷1391-1宝塚ゴルフクラブ内 797723887 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　カーディナル 代表取締役 三好 康弘 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-2-9第１三好ビル５Ｆ 663443535 神北(宝健)第20-60 平成30年5月2日 令和6年5月31日 平成18年3月30日
000028 2000012780 和菜処　里三寿 669-1535 三田市南が丘2-6-12 795590652 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　ハッピーライフ 代表取締役 山下 正明 673-0881 兵庫県明石市桜町3-5 789129822 神北(宝健)第20-29 平成30年4月18日 令和6年5月31日 平成18年3月30日
000028 2000012782 株式会社　阪急ｵｱｼｽ　えるむﾌﾟﾗｻﾞ店 669-1322 三田市すずかけ台2-3-3 079-565-1148 そうざい製造業 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第15-3 平成30年5月8日 令和6年5月31日 平成18年3月31日
000028 2000012783 株式会社　阪急ｵｱｼｽ　えるむﾌﾟﾗｻﾞ店 669-1322 三田市すずかけ台2-3-3 795651148 飲食店営業(4)その他 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第20-67 平成30年5月8日 令和6年5月31日 平成18年3月31日
000028 2000012785 モスバーガー宝塚中山店 665-0874 宝塚市中筋8-5-23 797890640 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社アダグローバルカンパニー 代表取締役 足立 英之 665-0033 兵庫県宝塚市伊孑志2丁目15-51-301 797741331 神北(宝健)第20-71 平成30年5月8日 令和6年5月31日 平成18年3月31日
000028 2000012786 モスバーガー宝塚逆瀬川店 665-0033 宝塚市伊孑志1-6-34馬殿第２ビル１Ｆ 0797-74-9202 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　アダグローバルカンパニー 代表取締役 足立 英之 665-0033 兵庫県宝塚市伊孑志2-15-51-301 0797-74-1331 神北(宝健)第20-15 平成30年4月17日 令和6年5月31日 平成18年3月31日
000028 2000012795 くら寿司　三田店 669-1514 三田市川除130-1 795530652 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 くら寿司株式会社 代表取締役 田中 邦彦 599-8253 大阪府堺市中区深阪1丁2-2 722398071 神北(宝健)第20-46 平成30年4月23日 令和6年5月31日 平成18年4月10日
000028 2000012798 たぬき庵 665-0043 宝塚市高松町2-12 797721457 菓子製造業 一般 有楽調理食品株式会社 代表取締役 松尾 圭祐 665-0043 兵庫県宝塚市高松町2-12 797721457 神北(宝健)第2-88 令和1年5月21日 令和8年5月31日 平成18年4月11日
000028 2000012799 たぬき庵 665-0043 宝塚市高松町2-12 797721457 そうざい製造業 一般 有楽調理食品株式会社 代表取締役 松尾 圭祐 665-0043 兵庫県宝塚市高松町2-12 797721457 神北(宝健)第2-89 令和1年5月21日 令和8年5月31日 平成18年4月11日
000028 2000012821 ㈱いかりスーパーマーケット製パン工場 665-0047 宝塚市亀井町12-40 0797-72-7517 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社いかりスーパーマーケット 代表取締役 行光 博志 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町1-15-8 664216074 神北(宝健)第10-1 平成30年4月25日 令和6年5月31日 平成18年5月1日
000028 2000012855 韓国創作料理　泰治 669-1537 三田市西山2-28-2ロイヤルスクエアA-101 795636966 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩本 卓治 神北(宝健)第20-40 平成30年4月19日 令和6年5月31日 平成18年5月25日
000028 2000012871 そば処　三佳 665-0035 宝塚市逆瀬川1-11-27 797744778 飲食店営業(4)その他 一般 中田 英樹 神北(宝健)第20-18 平成30年4月17日 令和6年5月31日 平成18年5月29日
000028 2000012878 キングラーメン逆瀬川店 665-0035 宝塚市逆瀬川1-11-1アピア２　１Ｆ 0797-77-7739 飲食店営業(4)その他 一般 八浦 誠一 神北(宝健)第20-17 平成30年4月17日 令和6年5月31日 平成18年5月31日
000028 2000012879 カラオケ喫茶　あき 665-0863 宝塚市三笠町4-7 797865431 飲食店営業(4)その他 一般 松本 明子 神北(宝健)第20-114 平成30年7月24日 令和6年8月31日 平成18年6月2日
000028 2000012881 日本フレーバー工業株式会社　三田工場 669-1339 三田市テクノパーク21-8 795687570 添加物製造業 一般 日本フレーバー工業株式会社 代表取締役 上木 邦彦 108-0074 東京都港区高輪2-20-31 334470521 神北(宝健)第2-215 令和2年7月22日 令和9年8月31日 平成18年6月7日



000028 2000012882 ｃｏｆｆｅｅ　Ｃａｎｏｎ 665-0845 宝塚市栄町2-1-1ソリオ１　１Ｆ 797813027 飲食店営業(4)その他 一般 神北(宝健)第20-119 平成30年7月25日 令和6年8月31日 平成18年6月15日
000028 2000012883 北極　三田工場 669-1357 三田市東本庄2268 795684924 アイスクリーム類製造業 一般 株式会社アークティック 代表取締役 久保田 光恵 542-0076 大阪府大阪市中央区難波3-8-22 666413731 神北(宝健)第2-265 令和2年8月20日 令和9年8月31日 平成18年6月13日
000028 2000012888 ビハーティ 665-0844 宝塚市武庫川町1-5ファミール宝塚ｸﾞﾗﾝﾄﾞｽｲｰﾄﾀﾜｰ１Ｆ（Ｂ店） 0797-84-1242 喫茶店営業 一般 伊藤 三枝 神北(宝健)第2-35 平成30年7月26日 令和6年8月31日 平成18年6月22日
000028 2000012892 ル・クロワッサンショップ 665-0815 宝塚市山本丸橋3-1-1 0797-82-2521 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　エムズフードアンドライフ 代表取締役 南 卓治 570-0041 大阪府守口市東郷通3-12-6 669922727 神北(宝健)第20-118 平成30年7月25日 令和6年8月31日 平成18年6月29日
000028 2000012893 ル・クロワッサンショップ 665-0815 宝塚市山本丸橋3-1-1 797822521 菓子製造業 一般 株式会社　エムズフードアンドライフ 代表取締役 南 卓治 570-0041 大阪府守口市東郷通3-12-6 669922727 神北(宝健)第3-35 平成30年7月25日 令和6年8月31日 平成18年6月29日
000028 2000012902 炭火焼肉 寿苑 665-0825 宝塚市安倉西4-642 0797-85-8686 飲食店営業(4)その他 一般 神北(宝健)第20-111 平成30年7月20日 令和6年8月31日 平成18年7月11日
000028 2000012909 セブン－イレブン三田下井沢店 669-1315 三田市下井沢570-5 795674077 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社 トッチーカンパニー 代表取締役 西ヶ開 徹 669-1412 兵庫県三田市木器1484-2 795690281 神北(宝健)第20-96 平成30年7月10日 令和6年8月31日 平成18年7月24日
000028 2000012912 芝本さとみ 669-1356 三田市井ノ草424 079-568-1552 菓子製造業 一般 芝本 さとみ 神北(宝健)第3-30 平成30年7月10日 令和6年8月31日 平成18年7月24日
000028 2000012930 宝山市場 665-0874 宝塚市中筋3-3-1 797821126 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社名湯舎 代表取締役 林 佳世子 665-0874 兵庫県宝塚市中筋三丁目3番1号 797821126 神北(宝健)第20-122 平成30年7月27日 令和6年8月31日 平成18年7月28日
000028 2000012934 たこ焼　あほや　逆瀬川店 665-0033 宝塚市伊孑志3-7-12 797771988 飲食店営業(4)その他 一般 原 真一 神北(宝健)第20-98 平成30年7月12日 令和6年8月31日 平成18年8月11日
000028 2000012940 セブン-イレブン  宝塚すみれガ丘1丁目店 665-0847 宝塚市すみれガ丘1-2-1Gate way 宝塚壱番館１Ｆ 797876238 飲食店営業(4)その他 一般 谷口 一真 神北(宝健)第2-262 令和2年8月19日 令和9年8月31日 平成18年8月23日
000028 2000012951 プラニング・ジョイ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 坂東 克美 神北(宝健)第1-87 令和3年7月29日 令和8年8月31日 令和3年7月29日
000028 2000012985 蛸壺 669-1529 三田市中央町11-7-2-1F 飲食店営業(4)その他 一般 三好 康子 神北(宝健)第20-189 平成30年11月8日 令和6年11月30日 平成18年9月12日
000028 2000012998 シーホワン 665-0011 宝塚市南口1-16-18 797775626 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松本 幸雄 神北(宝健)第20-171 平成30年10月30日 令和6年11月30日 平成18年9月21日
000028 2000013002 有限会社マルヤスミート 665-0043 宝塚市高松町13-15 797711729 食肉販売業 一般 有限会社　マルヤスミート 代表取締役 安次嶺 剛 665-0043 兵庫県宝塚市高松町13-15 797711729 神北(宝健)第5-41 平成30年10月26日 令和6年11月30日 平成18年9月29日
000028 2000013003 有限会社　マルヤスミート 665-0043 宝塚市高松町13-15 797711729 食肉処理業 一般 有限会社　マルヤスミート 代表取締役 安次嶺 剛 665-0043 兵庫県宝塚市高松町13-15 797711729 神北(宝健)第11-4 平成30年10月26日 令和6年11月30日 平成18年9月29日
000028 2000013015 株式会社　共栄　第２工場 669-1515 三田市大原字水取1-9 796546666 添加物製造業 一般 株式会社　共栄 代表取締役 鵜飼 榮子 669-1515 兵庫県三田市大原1-9 795646666 神北(宝健)第16-1 平成30年10月24日 令和6年11月30日 平成18年10月18日
000028 2000013023 ぐるめわん 665-0825 宝塚市安倉西4-15-12トップワン内 797855111 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　勇紳コーポレーション 代表取締役 新井 宏昌 663-8215 兵庫県西宮市今津水波町2-26 798346111 神北(宝健)第20-148 平成30年10月16日 令和6年11月30日 平成18年10月23日
000028 2000013030 阪急オアシス　宝塚南口店 665-0011 宝塚市南口2-14-1サンビオラ１番館 797714571 飲食店営業(4)その他 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第20-146 平成30年10月12日 令和6年11月30日 平成18年10月27日
000028 2000013031 焼肉　高山 665-0034 宝塚市小林4-7-2 797727828 飲食店営業(4)その他 一般 高山 接臣 神北(宝健)第1-165 平成30年10月18日 令和6年11月30日 平成18年10月30日
000028 2000013033 御気軽料理　久 669-1345 三田市下相野818-1 795685523 食肉販売業 一般 宇都宮 久子 神北(宝健)第5-40 平成30年10月23日 令和6年11月30日 平成18年10月27日
000028 2000013039 炭火焼鳥・地酒　竹とり 669-1529 三田市中央町4-15 795641246 飲食店営業(4)その他 一般 川上 竹彦 神北(宝健)第20-188 平成30年11月8日 令和6年11月30日 平成18年11月10日
000028 2000013065 ピッツェリア　ベーネロッソ 665-0034 宝塚市小林1-4-40ハイツサカセ１Ｆ 797741500 飲食店営業(4)その他 一般 坂根 範彦 神北(宝健)第20-199 平成30年11月20日 令和6年11月30日 平成18年11月27日
000028 2000013071 サーティワンアイスクリーム逆瀬川アピア店 665-0035 宝塚市逆瀬川1-2-1アピア１　２Ｆ 797736620 飲食店営業(4)その他 一般 掛谷ビル株式会社 代表取締役 掛谷 泰男 720-0065 広島県福山市東桜町2-11 849212600 神北(宝健)第20-144 平成30年10月12日 令和6年11月30日 平成18年11月30日
000028 2000013072 中央コンコースビールテント 665-0053 宝塚市駒の町1-1阪神競馬場内 飲食店営業(4)その他 露店40L 一般財団法人競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1番1号 423038355 神北(宝健)第1-326 令和4年1月27日 令和9年2月28日 令和4年1月27日
000028 2000013073 ローソンＪＲ宝塚駅前店 665-0842 宝塚市川面5-10-38一万田ビル１Ｆ 797815767 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社一万田 代表取締役 田中 憲子 665-0842 兵庫県宝塚市川面5-10-38一万田ビル４Ｆ 797876252 神北(宝健)第2-414 令和3年1月8日 令和10年2月29日 平成18年12月1日
000028 2000013077 コロッケと、、、神戸水野家　逆瀬川店 665-0021 宝塚市中州1-1-1　ｱﾋﾟｱきた207号 797738868 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社水野商店 代表取締役 水野 和哉 658-0023 兵庫県神戸市東灘区深江浜町36-2 784354620 神北(宝健)第20-210 平成31年1月11日 令和7年2月28日 平成18年12月4日
000028 2000013093 大戸屋　三田店 669-1535 三田市南が丘1-50-13 795640039 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　フジフードサービス 代表取締役 藤原 大治郎 669-1315 兵庫県三田市下井沢333 795672345 神北(宝健)第20-237 平成31年2月14日 令和8年2月28日 平成18年12月15日
000028 2000013120 四季彩　美ゆ輝 665-0842 宝塚市川面5-10-32川面マンション101号 797841283 飲食店営業(4)その他 一般 坂井 美行 神北(宝健)第20-217 平成31年1月17日 令和7年2月28日 平成18年12月22日
000028 2000013121 なごみ 665-0044 宝塚市末成町29-2 797735225 飲食店営業(4)その他 一般 田中 晴美 神北(宝健)第20-229 平成31年1月29日 令和7年2月28日 平成18年12月26日
000028 2000013134 タコヤキ　アスカ 669-1211 宝塚市大原野島之内11-1 飲食店営業(4)その他 一般 神北(宝健)第20-220 平成31年1月17日 令和7年2月28日 平成19年1月29日
000028 2000013146 パティスリージュールフェリエ 665-0816 宝塚市平井1-1-11 797897273 菓子製造業 一般 市原 豪 神北(宝健)第3-87 平成31年1月15日 令和7年2月28日 平成19年2月5日
000028 2000013147 宝塚　都寿司 665-0881 宝塚市山本東3-6-1ゴールドヒル宝塚104号 797823102 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社阪神ケータリングサービス 代表取締役 吉田 弘幸 666-0026 兵庫県川西市南花屋敷4-4-11 727400508 神北(宝健)第20-222 平成31年1月18日 令和7年2月28日 平成19年2月5日
000028 2000013149 日本マクドナルド㈱逆瀬川アピア店 665-0035 宝塚市逆瀬川1-11-1　アピア2 797762371 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 163-1339 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 369115650 神北(宝健)第1-359 令和4年2月25日 令和10年2月29日 令和4年2月25日
000028 2000013150 栄飯店 665-0046 宝塚市福井町32-36 797720077 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 久保田 太一 神北(宝健)第20-208 平成31年1月11日 令和7年2月28日 平成19年2月15日
000028 2000013171 絵夢 35 665-0822 宝塚市安倉中5-10-11 KIMIOﾋﾞﾙⅡ 301 飲食店営業(4)その他 一般 加藤 るみ子 神北(宝健)第20-238 平成31年2月28日 令和7年2月28日 平成19年2月28日
000028 2000013175 えっちゃんのお巻 669-1335 三田市沢谷74 795672166 飲食店営業(4)その他 一般 坊垣 悦子 神北(宝健)第20-230 平成31年1月29日 令和7年2月28日 平成19年2月27日
000028 2000013181 ㈱萬野　宝塚（営） 665-0043 宝塚市高松町13-15 797711729 食肉処理業 一般 株式会社萬野 代表取締役 萬野 昌造 583-0014 大阪府藤井寺市野中5-3-44 729381010 神北(宝健)第2-60 平成31年4月25日 令和7年5月31日 平成19年3月6日
000028 2000013187 ㈱パティシエエスコヤマ　フレーム 669-1324 三田市ゆりのき台5-33-1 079-564-4411 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社パティシエエスコヤマ 代表取締役 小山 進 669-1324 兵庫県三田市ゆりのき台5-32-1 795643192 神北(宝健)第7-1 平成30年4月16日 令和5年5月31日 平成19年3月8日
000028 2000013189 本家かまどや　逆瀬川店 665-0035 宝塚市逆瀬川1-13-25 741601 飲食店営業(4)その他 一般 西林 利明 神北(宝健)第2-6 平成31年4月9日 令和7年5月31日 平成19年3月13日
000028 2000013191 カレーハウスＣoＣo壱番屋　三田寺村店 669-1523 三田市寺村町4438 795535738 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＡＬＬ　ＷＩＮ 代表取締役 佐々木 知巳 665-0817 兵庫県宝塚市平井山荘22-3 797804455 神北(宝健)第2-15 令和2年4月14日 令和9年5月31日 平成19年3月8日
000028 2000013205 ミスタードーナツ　ソリオ宝塚ショップ 665-0845 宝塚市栄町2-1-1ソリオ１ＧＦ 797858011 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ポラリス 代表取締役 髙砂 拓史 534-0015 大阪府大阪市都島区善源寺町1-5-53 669280202 神北(宝健)第11-9 令和3年4月20日 令和10年5月31日 平成19年3月19日
000028 2000013206 ミスタードーナツ　ソリオ宝塚ショップ 665-0845 宝塚市栄町2-1-1ソリオ１ＧＦ 797858011 菓子製造業 一般 株式会社ポラリス 代表取締役 髙砂 拓史 534-0015 大阪府大阪市都島区善源寺町1-5-53 669280202 神北(宝健)第12-4 令和3年4月20日 令和10年5月31日 平成19年3月19日
000028 2000013210 ２０５５事業所 665-0024 宝塚市逆瀬台2-2-1 797710345 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目3番20号 664587331 神北(宝健)第2-26 平成31年4月17日 令和7年5月31日 平成19年3月22日
000028 2000013215 モスバーガー宝塚安倉店 665-0825 宝塚市安倉西4-635 831520 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社アダグローバルカンパニー 代表取締役 足立 英之 665-0033 兵庫県宝塚市伊孑志2-15-51-301 741331 神北(宝健)第2-36 平成31年4月19日 令和7年5月31日 平成19年3月28日
000028 2000013216 宝塚栄光園事業所 665-0025 宝塚市ゆずり葉台3-1-2 797765560 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＬＥＯＣ 代表取締役 田島 利行 100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 335745020 神北(宝健)第2-150 令和2年5月28日 令和9年5月31日 平成19年3月28日
000028 2000013229 希望の家　グリーンホーム 669-1231 宝塚市玉瀬字田畠10 797911800 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社一文字食品 代表取締役 前田 靖文 658-0014 兵庫県神戸市東灘区北青木2-7-8 784311114 神北(宝健)第2-72 令和1年5月9日 令和7年5月31日 平成19年3月27日
000028 2000013234 神谷興産株式会社 665-0051 宝塚市高司4-3-27 797771177 乳製品製造業 一般 神谷興産株式会社 代表取締役 神谷 浩樹 665-0051 兵庫県宝塚市高司4-3-27 797771177 神北(宝健)第2-71 令和1年5月9日 令和7年5月31日 平成19年3月29日
000028 2000013243 カフェ・レオン 665-0874 宝塚市中筋5-9-23 797821022 飲食店営業(4)その他 一般 今里 泰造 神北(宝健)第2-56 平成31年4月25日 令和7年5月31日 平成19年4月4日
000028 2000013245 Ｃafe　Ｃoron　Ｃoron 665-0863 宝塚市三笠町5-21カスティール宝塚　1Ｆ 797817576 飲食店営業(4)その他 一般 松下 久美子 神北(宝健)第2-77 令和1年5月14日 令和7年5月31日 平成19年4月6日
000028 2000013252 三田市商工会　露店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 三田市商工会 会長 松原 正武 669-1531 兵庫県三田市天神1-5-33 795634455 神北(宝健)第1-104 令和4年5月27日 令和9年5月31日 令和4年5月27日
000028 2000013259 山獲 669-1413 三田市下槻瀬50-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 古門 廣幸 神北(宝健)第1-28 令和5年4月25日 令和10年5月31日 令和5年4月25日
000028 2000013260 堂記酒家 665-0035 宝塚市逆瀬川1-1-1イトーピア参鐘館２Ｆ 770664 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 黄 錦財 神北(宝健)第2-96 令和1年5月30日 令和7年5月31日 平成19年4月11日
000028 2000013266 手作りピザ＆居酒屋　のどか 669-1512 三田市高次2-1-25親和ハイツ105号 795590141 飲食店営業(4)その他 一般 油谷 佳明 神北(宝健)第2-52 平成31年4月24日 令和7年5月31日 平成19年4月18日
000028 2000013268 天下一品　三田店 669-1514 三田市川除144-15 795634919 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社エフクラス 代表取締役 田中 宏之介 651-1305 兵庫県神戸市北区西山1-29-1 789525678 神北(宝健)第2-20 平成31年4月15日 令和7年5月31日 平成19年4月23日
000028 2000013280 カラオケスタジオ　歌仲間 669-1526 三田市相生町1-40 795596278 飲食店営業(4)その他 一般 足立 秀幸 神北(宝健)第2-80 令和1年5月15日 令和7年5月31日 平成19年5月1日
000028 2000013282 ワンカルビ　宝塚店 665-0862 宝塚市今里町24-8 797822919 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ワン・ダイニング 代表取締役 髙橋 淳 550-0013 大阪府大阪市西区新町1-27-9 665781290 神北(宝健)第2-55 平成31年4月24日 令和7年5月31日 平成19年5月14日
000028 2000013291 Ｂeans Ｐot 665-0035 宝塚市逆瀬川2-6-31 797727511 飲食店営業(4)その他 一般 神北(宝健)第2-7 平成31年4月10日 令和7年5月31日 平成19年5月25日
000028 2000013295 たこ焼　豊ちゃん 665-0822 宝塚市安倉中4-16 飲食店営業(4)その他 一般 師玉 一美 神北(宝健)第2-68 令和1年5月8日 令和7年5月31日 平成19年5月28日
000028 2000013302 割烹　ふみ 665-0035 宝塚市逆瀬川1-5-24ヌーベル逆瀬川Ｂ１ 797737789 飲食店営業(4)その他 一般 渡利 賢治 神北(宝健)第2-158 令和1年8月5日 令和7年8月31日 平成19年6月7日
000028 2000013361 宝塚食堂 665-0034 宝塚市小林3-18 797765087 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社フジオフードシステム 代表取締役 藤尾 政弘 530-0046 大阪府大阪市北区菅原町2-16　ＦＵＪＩＯＢＬＤＧ． 663600301 神北(宝健)第2-177 令和1年8月26日 令和7年8月31日 平成19年6月29日
000028 2000013374 コート・ダジュール宝塚店 665-0835 宝塚市旭町1-1-25 797864988 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社快活フロンティア 代表取締役 竹島 文明 224-0021 神奈川県横浜市都筑区北山田三丁目1番50号 455904888 神北(宝健)第2-129 令和1年7月19日 令和7年8月31日 平成19年7月12日
000028 2000013380 ㈱アクティー三田 669-1528 三田市駅前町2-1キッピーモール１Ｆ 795622090 食肉処理業 一般 株式会社アクティー三田 代表取締役 田中 豊 669-1512 兵庫県三田市高次1-5-17 795632527 神北(宝健)第2-161 令和1年8月7日 令和7年8月31日 平成19年7月24日
000028 2000013390 喫茶 香好 665-0045 宝塚市光明町3-3 797731807 飲食店営業(4)その他 一般 田中 章三 神北(宝健)第2-144 令和1年7月26日 令和7年8月31日 平成19年8月3日
000028 2000013407 九丁目酒場 669-1529 三田市中央町9-19　坊音ﾋﾞﾙ1F 795642080 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社福助 代表取締役 福西 文彦 669-1352 兵庫県三田市須磨田794-36 795631660 神北(宝健)第2-100 令和1年7月3日 令和7年8月31日 平成19年8月20日
000028 2000013420 パンのなんなん 665-0046 宝塚市福井町16-4 727005 菓子製造業 一般 長尾 澄子 神北(宝健)第2-117 令和1年7月18日 令和7年8月31日 平成19年8月27日
000028 2000013422 羽束農産加工組合（つくしの里） 669-1415 三田市上槻瀬1136 795691908 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小西 利博 神北(宝健)第2-156 令和1年7月31日 令和7年8月31日 平成19年8月28日
000028 2000013423 羽束農産加工組合（つくしの里） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 795691908 飲食店営業(4)その他 露店40L 小西 利博 神北(宝健)第1-193 令和4年8月16日 令和9年8月31日 令和4年8月16日
000028 2000013424 羽束農産加工組合（つくしの里） 669-1415 三田市上槻瀬375 795691908 菓子製造業 一般 小西 利博 神北(宝健)第2-157 令和1年7月31日 令和7年8月31日 平成19年8月28日
000028 2000013426 ＡＺ 669-1528 三田市駅前町5-4 795535560 飲食店営業(4)その他 一般 生島 利恵 神北(宝健)第2-101 令和1年7月3日 令和7年8月31日 平成19年8月31日
000028 2000013427 ラウンジ　千 669-1529 三田市中央町11-17-302ｻﾝｼｬｲﾝﾋﾞﾙﾌｧｲﾌﾞ3F 795635178 飲食店営業(4)その他 一般 塚谷 千恵 神北(宝健)第2-99 令和1年7月3日 令和7年8月31日 平成19年8月31日
000028 2000013440 居楽屋　千年の宴 669-1529 三田市中央町10-1三田セントラルカーサ２Ｆ 795624788 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社モンテローザフーズ 代表取締役 大神 輝博 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1-21-1 422368888 神北(宝健)第2-259 令和1年11月5日 令和7年11月30日 平成19年9月14日
000028 2000013443 ヴィ・ド・フランス三田店 669-1528 三田市駅前町1-38ＪＲ三田駅ＮＫビル201号 795538660 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ヴィ・ド・フランス 代表取締役 伊達 宏和 101-0032 東京都千代田区岩本町三丁目10番1号 338643254 神北(宝健)第1-224 令和3年11月9日 令和10年11月30日 令和3年11月9日
000028 2000013444 ヴィ・ド・フランス三田店 669-1528 三田市駅前町1-38ＪＲ三田駅ＮＫビル201号 795538660 菓子製造業 一般 株式会社ヴィ・ド・フランス 代表取締役 伊達 宏和 101-0032 東京都千代田区岩本町三丁目10番1号 338643254 神北(宝健)第2-101 令和3年11月9日 令和10年11月30日 令和3年11月9日
000028 2000013445 めしや宮本むなしＪＲ三田店 669-1528 三田市駅前町1-38ＪＲ三田駅ＮＫビル1Ｆ 795634674 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 Ｍ＆Ｓフードサービス株式会社 代表取締役 夏井 克典 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号大阪国際ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ30階 676630071 神北(宝健)第2-271 令和1年11月7日 令和7年11月30日 平成19年9月18日
000028 2000013463 ももたろう 669-1525 三田市対中町5-21 795556887 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ももたろう 代表取締役 原田 茂央 669-1525 兵庫県三田市対中町5番21号 795556887 神北(宝健)第2-260 令和1年11月5日 令和7年11月30日 平成19年9月27日
000028 2000013465 サイゼリヤ イオン三田ウッディタウン店 669-1321 三田市けやき台1-6-2イオン三田ウッディタウン２番館１Ｆ 079-569-7060 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社サイゼリヤ 代表取締役 正垣 泰彦 342-0008 埼玉県吉川市旭2-5 048-991-9611 神北(宝健)第2-223 令和1年10月25日 令和7年11月30日 平成19年10月2日
000028 2000013472 茶房　花 665-0827 宝塚市小浜3-3-13 865602 飲食店営業(4)その他 一般 猪原 富士子 神北(宝健)第2-181 令和1年10月3日 令和7年11月30日 平成19年10月5日
000028 2000013476 工房アーチ 669-1333 三田市下内神841 795670848 菓子製造業 一般 社会福祉法人光耀会 理事長 岡本 征 669-1335 兵庫県三田市沢谷字小田1297 795672030 神北(宝健)第2-266 令和1年11月7日 令和7年11月30日 平成19年10月17日
000028 2000013479 魚安 665-0861 宝塚市中山寺2-6-6 797862635 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西村 征三 神北(宝健)第2-187 令和1年10月15日 令和7年11月30日 平成19年10月22日
000028 2000013483 エーム３３９０ 665-0841 宝塚市御殿山1-41介護老人福祉施設　夢　御殿山内 797856631 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 エームサービス株式会社 代表取締役 小谷 周 107-0052 東京都港区赤坂二丁目23番1号 362347500 神北(宝健)第2-340 令和2年10月22日 令和8年11月30日 平成19年10月23日
000028 2000013492 エームSJ1382 665-0845 宝塚市栄町1-1-57 797856382 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 エームサービス株式会社 代表取締役 小谷 周 107-0052 東京都港区赤坂二丁目23番1号 362347500 神北(宝健)第2-249 令和1年11月1日 令和7年11月30日 平成19年10月31日
000028 2000013499 フレーム　プラスＢ 669-1324 三田市ゆりのき台5-33-1 795643192 菓子製造業 一般 株式会社パティシエエスコヤマ 代表取締役 小山 進 669-1324 兵庫県三田市ゆりのき台5-32-1 795643192 神北(宝健)第2-102 令和3年11月16日 令和9年11月30日 令和3年11月16日
000028 2000013503 三井住友銀行　宝塚支店  宝塚中山出張所　シダックス店 665-0861 宝塚市中山寺1-7-7 797845601 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 シダックスコントラクトフードサービス株式会社 代表取締役 杉山 充 182-0021 東京都調布市調布ケ丘三丁目6番地3 367319257 神北(宝健)第1-243 令和3年11月17日 令和10年11月30日 令和3年11月17日
000028 2000013504 トラファルガー・スクウェア 665-0051 宝塚市高司5-5-1 797710144 飲食店営業(4)その他 一般 社会福祉法人ひょうご障害福祉事業協会 理事長 片岡 實 665-0042 兵庫県宝塚市美幸町11-16 797737213 神北(宝健)第2-182 令和1年10月10日 令和7年11月30日 平成19年11月21日
000028 2000013512 スーパーマルハチ　三田店 669-1513 三田市三輪4-5-20 795530050 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マルハチ 代表取締役 栗花 正雄 651-0064 兵庫県神戸市中央区大日通一丁目2番18号 782320839 神北(宝健)第1-175 令和3年10月8日 令和9年11月30日 令和3年10月8日
000028 2000013514 スーパーマルハチ　三田店 669-1513 三田市三輪4-5-20 795530050 食肉販売業 一般 株式会社マルハチ 代表取締役 栗花 正雄 651-0064 兵庫県神戸市中央区大日通一丁目2番18号 782320839 神北(宝健)第2-83 令和3年10月8日 令和9年11月30日 令和3年10月8日
000028 2000013515 スーパーマルハチ　三田店 669-1513 三田市三輪4-5-20 795530050 魚介類販売業 一般 株式会社マルハチ 代表取締役 栗花 正雄 651-0064 兵庫県神戸市中央区大日通一丁目2番18号 782320839 神北(宝健)第2-84 令和3年10月8日 令和9年11月30日 令和3年10月8日
000028 2000013516 お菓子のお店　ＫＡＺＵ 665-0874 宝塚市中筋9-11-33リシュパルテール１Ｆ１０１号 797802727 菓子製造業 一般 有限会社カズ 代表取締役 山本 一人 665-0874 兵庫県宝塚市中筋9-11-33リシュパルテール１Ｆ１０２号 797802727 神北(宝健)第2-193 令和1年10月17日 令和7年11月30日 平成19年11月27日
000028 2000013519 旬彩　西川 665-0833 宝塚市鶴の荘2-25ベルコシティーホール宝塚3F 797865411 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社旬彩西川 代表取締役 鈴木 いづみ 562-0004 大阪府箕面市牧落1-14-21 727237503 神北(宝健)第2-192 令和1年10月17日 令和7年11月30日 平成19年11月29日
000028 2000013523 三田屋やすらぎの郷 669-1544 三田市武庫が丘7-5 795644151 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社三田屋本店 代表取締役 廣岡 賢治 669-1544 兵庫県三田市武庫が丘7-5 795644151 神北(宝健)第2-244 令和1年10月31日 令和7年11月30日 平成19年11月30日
000028 2000013524 三田屋やすらぎの郷　羽衣 669-1544 三田市武庫が丘7-5 795644151 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社三田屋本店 代表取締役 廣岡 賢治 669-1544 兵庫県三田市武庫が丘7-5 795644151 神北(宝健)第2-245 令和1年10月31日 令和7年11月30日 平成19年11月30日
000028 2000013526 三田屋やすらぎの郷　そうざいコーナー 669-1544 三田市武庫が丘7-5 795644151 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社三田屋本店 代表取締役 廣岡 賢治 669-1544 兵庫県三田市武庫が丘7-5 795644151 神北(宝健)第2-246 令和1年10月31日 令和7年11月30日 平成19年11月30日
000028 2000013527 三田屋やすらぎの郷 669-1544 三田市武庫が丘7-5 795644151 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社三田屋本店 代表取締役 廣岡 賢治 669-1544 兵庫県三田市武庫が丘7-5 795644151 神北(宝健)第2-247 令和1年10月31日 令和7年11月30日 平成19年11月30日
000028 2000013528 三田屋やすらぎの郷 669-1544 三田市武庫が丘7-5 795644151 食肉販売業 一般 株式会社三田屋本店 代表取締役 廣岡 賢治 669-1544 兵庫県三田市武庫が丘7-5 795644151 神北(宝健)第2-248 令和1年10月31日 令和7年11月30日 平成19年11月30日
000028 2000013553 オリーブの木 669-1316 三田市上井沢46-9 795672331 飲食店営業(4)その他 一般 福島 哲也 神北(宝健)第2-352 令和2年1月20日 令和8年2月28日 平成19年12月5日
000028 2000013570 博愛 665-0034 宝塚市小林4-6-20 飲食店営業(4)その他 一般 山本 博子 神北(宝健)第2-337 令和2年1月15日 令和8年2月28日 平成19年12月21日
000028 2000013579 参福 665-0836 宝塚市清荒神3-13-27 797845628 みそ製造業 一般 有限会社参福 代表取締役 移川 満也 665-0836 兵庫県宝塚市清荒神三丁目13番27号 797845628 神北(宝健)第2-382 令和2年2月7日 令和8年2月28日 平成19年12月28日
000028 2000013604 宝塚エリー 665-0826 宝塚市弥生町369-9 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　クオリティライフ・コンシェルジュ 代表取締役 西川 尚希 108-0014 東京都港区芝5-13-15 337695161 神北(宝健)第2-348 令和2年1月20日 令和8年2月28日 平成20年1月29日
000028 2000013605 宝塚エリー 665-0826 宝塚市弥生町369-9 菓子製造業 一般 株式会社　クオリティライフ・コンシェルジュ 代表取締役 西川 尚希 108-0014 東京都港区芝5-13-15 337695161 神北(宝健)第2-349 令和2年1月20日 令和8年2月28日 平成20年1月29日
000028 2000013614 喫茶　麻里 665-0836 宝塚市清荒神1-11-4 797872019 飲食店営業(4)その他 一般 阪上 美栄子 神北(宝健)第2-342 令和2年1月17日 令和8年2月28日 平成20年2月7日
000028 2000013618 まい華 665-0035 宝塚市逆瀬川1-11-1アピア２　１Ｆ 797727137 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 仲井 まゆ子 神北(宝健)第2-373 令和2年1月30日 令和8年2月28日 平成20年2月12日
000028 2000013620 やき鳥　正ちゃん 669-1535 三田市南が丘1-22-11 795635510 飲食店営業(4)その他 一般 神北(宝健)第2-386 令和2年2月7日 令和8年2月28日 平成20年2月14日
000028 2000013626 歌えるＣａｆｅ　だん 665-0034 宝塚市小林5-13-2 797777736 飲食店営業(4)その他 一般 練木 佐夫朗 神北(宝健)第2-380 令和2年2月6日 令和8年2月28日 平成20年2月25日
000028 2000013636 丸亀製麺　三田店 669-1523 三田市寺村町4238-1 795630162 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社丸亀製麺 代表取締役 山口 寛 150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号 342218900 神北(宝健)第2-381 令和2年2月6日 令和8年2月28日 平成20年2月25日
000028 2000013652 遊遊クラブ 665-0044 宝塚市末成町29-3 797730582 飲食店営業(4)その他 一般 西村 礼子 神北(宝健)第2-374 令和2年1月31日 令和8年2月28日 平成20年2月29日
000028 2000013672 ワンカルビ三田ウッディタウン店 669-1322 三田市すずかけ台3-2 795632989 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ワン・ダイニング 代表取締役 髙橋 淳 550-0013 大阪府大阪市西区新町一丁目27番9号 665781290 神北(宝健)第2-40 令和2年4月23日 令和8年5月31日 平成20年3月12日
000028 2000013677 ㈱彩催 000-0000 兵庫県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 667901300 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社彩催 代表取締役 古田 智士 547-0012 大阪府大阪市平野区長吉六反二丁目6番7号 667901300 神北(宝健)第1-9 令和5年4月11日 令和10年5月31日 令和5年4月11日
000028 2000013684 鉄板焼ステーキハウス　サンライト 665-0844 宝塚市武庫川町3-10宝塚サンロイヤル１Ｆ 797848474 飲食店営業(4)その他 一般 牧田 正三 神北(宝健)第2-59 令和2年4月28日 令和8年5月31日 平成20年3月19日
000028 2000013691 ザ・セレクトンプレミア　神戸三田ホテル内  ラウンジ　フィネストラ 669-1321 三田市けやき台1-11-2 795641101 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＳＨＧ．セレクトン神戸三田 代表取締役 中村 寛 669-1321 兵庫県三田市けやき台一丁目11番地 795641101 神北(宝健)第2-93 令和2年5月12日 令和8年5月31日 平成20年3月26日
000028 2000013695 ザ・セレクトンプレミア　神戸三田ホテル内  パーティールーム 669-1321 三田市けやき台1-11-2 795641101 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＳＨＧ．セレクトン神戸三田 代表取締役 中村 寛 669-1321 兵庫県三田市けやき台一丁目11番地 795641101 神北(宝健)第11-15 令和3年4月21日 令和10年5月31日 平成20年3月26日
000028 2000013696 ザ・セレクトンプレミア　神戸三田ホテル内  ３Ｆ宴会厨房 669-1321 三田市けやき台1-11-2 795641101 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社ＳＨＧ．セレクトン神戸三田 代表取締役 中村 寛 669-1321 兵庫県三田市けやき台一丁目11番地 795641101 神北(宝健)第11-14 令和3年4月21日 令和10年5月31日 平成20年3月26日



000028 2000013697 ザ・セレクトンプレミア　神戸三田ホテル内  日本料理・ふく料理　三田春帆楼　三田牛鉄板焼　阜 669-1321 三田市けやき台1-11-2 795641106 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＳＨＧ．セレクトン神戸三田 代表取締役 中村 寛 669-1321 兵庫県三田市けやき台一丁目11番地 795641101 神北(宝健)第2-94 令和2年5月12日 令和8年5月31日 平成20年3月26日
000028 2000013699 ザ・セレクトンプレミア　神戸三田ホテル内  製菓 669-1321 三田市けやき台1-11-2 795641101 菓子製造業 一般 株式会社ＳＨＧ．セレクトン神戸三田 代表取締役 中村 寛 669-1321 兵庫県三田市けやき台一丁目11番地 795641101 神北(宝健)第12-7 令和3年4月21日 令和10年5月31日 平成20年3月26日
000028 2000013700 ザ・セレクトンプレミア　神戸三田ホテル内  ３Ｆ宴会厨房 669-1321 三田市けやき台1-11-2 795641101 そうざい製造業 一般 株式会社ＳＨＧ．セレクトン神戸三田 代表取締役 中村 寛 669-1321 兵庫県三田市けやき台一丁目11番地 795641101 神北(宝健)第12-8 令和3年4月21日 令和10年5月31日 平成20年3月26日
000028 2000013709 宝塚リハビリテーション病院 665-0833 宝塚市鶴の荘22-2 797846828 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 富士産業株式会社 代表取締役 中村 勝彦 105-0004 東京都港区新橋5-32-7 354006115 神北(宝健)第2-62 令和2年4月30日 令和9年5月31日 平成20年3月27日
000028 2000013714 バグダットカフェ 665-0852 宝塚市売布2-5-1ピピアめふ１　５Ｆ 797873565 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　宝塚シネマ 代表取締役 飯塚 理 665-0852 兵庫県宝塚市売布2-5-1ピピアめふ５Ｆ 797873565 神北(宝健)第2-144 令和2年5月26日 令和8年5月31日 平成20年3月28日
000028 2000013715 ㈱いかりｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ阪急逆瀬川店 665-0035 宝塚市逆瀬川1-2-1　アピア１　Ｂ１ 797765671 食肉販売業 一般 株式会社いかりスーパーマーケット 代表取締役 行光 博志 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町一丁目15番8号 664216074 神北(宝健)第2-20 令和2年4月17日 令和8年5月31日 平成20年4月1日
000028 2000013717 日光堂 665-0035 宝塚市逆瀬川1-2-1アピア1　Ｂ1 797723061 菓子製造業 一般 田中 昌男 神北(宝健)第2-21 令和4年5月17日 令和11年5月31日 令和4年5月17日
000028 2000013719 スーパーマーケットコーヨー逆瀬川店（水産・焼魚） 665-0035 宝塚市逆瀬川1-2-1アピア１　Ｂ１ 797715400 魚介類販売業 一般 株式会社光洋 代表取締役 平田 炎 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋二丁目3番16号 726051754 神北(宝健)第2-23 令和4年5月18日 令和11年5月31日 令和4年5月18日
000028 2000013720 スーパーマーケットコーヨー逆瀬川店（畜産） 665-0035 宝塚市逆瀬川1-2-1アピア１　Ｂ１ 797715400 食肉販売業 一般 株式会社光洋 代表取締役 平田 炎 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋二丁目3番16号 726051754 神北(宝健)第2-24 令和4年5月18日 令和11年5月31日 令和4年5月18日
000028 2000013721 スーパーマーケットコーヨー逆瀬川店（惣菜） 665-0035 宝塚市逆瀬川1-2-1アピア１　Ｂ１ 797715400 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社光洋 代表取締役 平田 炎 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋二丁目3番16号 726051754 神北(宝健)第1-74 令和4年5月18日 令和11年5月31日 令和4年5月18日
000028 2000013722 スーパーマーケットコーヨー逆瀬川店（ベーカリー） 665-0035 宝塚市逆瀬川1-2-1アピア１　Ｂ１ 797715400 菓子製造業 一般 株式会社光洋 代表取締役 平田 炎 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋二丁目3番16号 726051754 神北(宝健)第2-25 令和4年5月18日 令和11年5月31日 令和4年5月18日
000028 2000013724 スーパーマーケットコーヨー逆瀬川店（寿司） 665-0035 宝塚市逆瀬川1-2-1アピア１　Ｂ１ 797715400 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社光洋 代表取締役 平田 炎 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋二丁目3番16号 726051754 神北(宝健)第1-73 令和4年5月18日 令和11年5月31日 令和4年5月18日
000028 2000013726 スーパーマーケットコーヨー逆瀬川店（喫茶） 665-0035 宝塚市逆瀬川1-2-1アピア１　Ｂ１ 797715400 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社光洋 代表取締役 平田 炎 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋二丁目3番16号 726051754 神北(宝健)第1-75 令和4年5月18日 令和11年5月31日 令和4年5月18日
000028 2000013728 麦船屋 665-0056 宝塚市中野町1-5 797710909 飲食店営業(4)その他 一般 山下 博司 神北(宝健)第2-37 令和2年4月22日 令和8年5月31日 平成20年4月7日
000028 2000013730 一栄 665-0035 宝塚市逆瀬川1-2-1アピア1　Ｂ１Ｆ 797712929 食肉販売業 一般 實川 菊己 神北(宝健)第2-92 令和2年5月11日 令和8年5月31日 平成20年4月3日
000028 2000013747 きらく亭 669-1529 三田市中央町10-13　中央第二ﾋﾞﾙ2F 795638055 飲食店営業(4)その他 一般 冨田 馨匠 神北(宝健)第2-154 令和2年5月29日 令和8年5月31日 平成20年4月8日
000028 2000013756 福永商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 福永 敏一 神北(宝健)第3-6 平成30年4月12日 令和5年5月31日 平成20年4月9日
000028 2000013765 龍心亭 669-1544 三田市武庫が丘7-5 795644151 食肉販売業 一般 株式会社　三田屋本店 代表取締役 廣岡 賢治 669-1544 兵庫県三田市武庫が丘7-5 795644151 神北(宝健)第2-69 令和2年5月1日 令和8年5月31日 平成20年4月10日
000028 2000013769 焼肉・もつ鍋　極 665-0051 宝塚市高司1-5-13シムラビル１Ｆ101号 797773704 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社雅楽 代表取締役 寺田 雅昭 665-0051 兵庫県宝塚市高司1-5-13 797773704 神北(宝健)第2-50 令和2年4月27日 令和8年5月31日 平成20年4月14日
000028 2000013782 とよ福 669-1528 三田市駅前町2-1キッピーモール１Ｆ 795621029 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　アクティー三田 代表取締役 田中 豊 669-1512 兵庫県三田市高次1-5-17 079-563-2527 神北(宝健)第2-13 令和2年4月14日 令和8年5月31日 平成20年4月21日
000028 2000013783 とよ福 669-1528 三田市駅前町2-1キッピーモール１Ｆ 795621029 菓子製造業 一般 株式会社　アクティー三田 代表取締役 田中 豊 669-1512 兵庫県三田市高次1-5-17 079-563-2527 神北(宝健)第2-14 令和2年4月14日 令和8年5月31日 平成20年4月21日
000028 2000013796 ブラッスリー　アジャン 669-1533 三田市三田町30-7 795640170 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佐藤 卓 神北(宝健)第2-83 令和2年5月8日 令和8年5月31日 平成20年5月7日
000028 2000013797 神戸三田工場 669-1339 三田市テクノパーク13-7 795686622 アイスクリーム類製造業 一般 アサヒフーズ株式会社 代表取締役 長澤 彰 613-0035 京都府久世郡久御山町大字下津屋小字北野1 774441521 神北(宝健)第12-21 令和3年5月10日 令和10年5月31日 平成20年5月7日
000028 2000013799 宝塚ふたば幼稚園 665-0866 宝塚市星の荘6-18 797847773 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 マインフーズサービス株式会社 代表取締役 峯 林太郎 661-0024 兵庫県尼崎市三反田町2-20-9 664274633 神北(宝健)第2-76 令和2年5月7日 令和8年5月31日 平成20年5月8日
000028 2000013800 鉄板焼　四季 665-0003 宝塚市湯本町2-6　セザンヌ宝塚１Ｆ 797816200 飲食店営業(4)その他 一般 中井 千代美 神北(宝健)第2-79 令和2年5月7日 令和8年5月31日 平成20年5月8日
000028 2000013801 鮨まさ 665-0003 宝塚市湯本町2-6セザンヌ宝塚１Ｆ 846665 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　鮨まさ 代表取締役 山村 正雄 665-0011 兵庫県宝塚市南口2-14-3 846665 神北(宝健)第2-133 令和2年5月20日 令和8年5月31日 平成20年5月8日
000028 2000013802 ㈲嬉しや 669-1528 三田市駅前町457-6 795637343 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社嬉しや 取締役 喜多村 章司 669-1528 兵庫県三田市駅前町457-6 795637343 神北(宝健)第2-12 令和2年4月14日 令和8年5月31日 平成20年5月12日
000028 2000013819 丹波の里本舗 669-1502 三田市永沢寺72 795522102 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社丹波の里本舗 代表取締役 吉田 亜子 669-1143 兵庫県西宮市名塩ガーデン15-1 795522102 神北(宝健)第2-95 令和2年5月12日 令和8年5月31日 平成20年5月23日
000028 2000013820 喫茶ポポロ１階弁当厨房 669-1514 三田市川除675 795595940 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 社会福祉法人　三田市社会福祉協議会 理事長 大澤 洋一 669-1514 兵庫県三田市川除675 079-559-5940 神北(宝健)第2-33 令和2年4月21日 令和8年5月31日 平成20年5月23日
000028 2000013832 株式会社ハッピーロード 000-0000 兵庫県下一円（但し、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。） 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社ハッピーロード 代表取締役 三宅 英太郎 669-1535 兵庫県三田市南が丘1-25-10 795621234 神北(宝健)第20-38 平成30年4月19日 令和5年5月31日 平成20年5月27日
000028 2000013837 パドック内店舗 665-0053 宝塚市駒の町1-1阪神競馬場内 798537819 飲食店営業(4)その他 露店 一般財団法人競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1-1 423038355 神北(宝健)第20-87 平成30年5月24日 令和5年5月31日 平成20年5月30日
000028 2000013863 宅配　夢弁当 665-0821 宝塚市安倉北2-13-16 797858286 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 大町 尚司 神北(宝健)第2-165 令和2年7月13日 令和8年8月31日 平成20年6月24日
000028 2000013872 nanoはな 669-1528 三田市駅前町6-5　ﾘｰﾄﾞ21・A 飲食店営業(4)その他 一般 大谷 奈加子 神北(宝健)第2-238 令和2年7月31日 令和8年8月31日 平成20年7月9日
000028 2000013883 little story～insect cafe～ 669-1535 三田市南が丘1-23-10 喫茶店営業 一般 三井 浩史 神北(宝健)第2-267 令和2年8月20日 令和8年8月31日 平成20年7月16日
000028 2000013893 阪急オアシス宝塚南口店 665-0011 宝塚市南口2-14-1サンビオラ１番館 797714571 飲食店営業(4)その他 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第2-191 令和2年7月15日 令和8年8月31日 平成20年8月5日
000028 2000013894 阪急オアシス宝塚南口店 665-0011 宝塚市南口2-14-1サンビオラ１番館 797714571 菓子製造業 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第2-192 令和2年7月15日 令和8年8月31日 平成20年8月5日
000028 2000013918 達 665-0035 宝塚市逆瀬川1-11-1アピア２－１Ｆ 797721616 飲食店営業(4)その他 一般 矢達 茂 神北(宝健)第2-293 令和2年10月12日 令和8年11月30日 平成20年9月2日
000028 2000013919 カラオケ　かざ俥 665-0034 宝塚市小林2-12-25プレジデント宝塚108 797770250 飲食店営業(4)その他 一般 梶谷 薫 神北(宝健)第2-341 令和2年10月23日 令和8年11月30日 平成20年9月2日
000028 2000013922 カフェショップ　あかつき 665-0011 宝塚市南口2-14-1サンビオラ１番館１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 竹内 弘 神北(宝健)第2-355 令和2年10月28日 令和8年11月30日 平成20年9月1日
000028 2000013935 CLUB LOUIS 665-0003 宝塚市湯本町5-21銀馬車ビル３０６号 797817666 飲食店営業(4)その他 一般 乾 光惠 神北(宝健)第2-402 令和2年11月25日 令和8年11月30日 平成20年9月8日
000028 2000013942 山屋仁兵衛商店 665-0827 宝塚市小浜3-10-4 797866310 食肉処理業 一般 南 猛 神北(宝健)第2-405 令和2年11月26日 令和8年11月30日 平成20年9月9日
000028 2000013943 山屋仁兵衛商店 665-0827 宝塚市小浜3-10-4 797866310 食肉販売業 一般 南 猛 神北(宝健)第2-406 令和2年11月26日 令和8年11月30日 平成20年9月9日
000028 2000013965 工房　さくらの樹 669-1311 三田市加茂288-1 795605225 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三宅 眞弓 神北(宝健)第2-334 令和2年10月21日 令和8年11月30日 平成20年9月26日
000028 2000013968 がんこ宝塚苑 665-0845 宝塚市栄町3-3-15 797858188 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 がんこフードサービス株式会社 代表取締役 小嶋 達典 532-0025 大阪府大阪市淀川区新北野一丁目2番13号 663082288 神北(宝健)第2-276 令和2年10月5日 令和8年11月30日 平成20年10月1日
000028 2000013971 pain de Ｈash 665-0882 宝塚市山本南1-17-1 797883866 飲食店営業(4)その他 一般 橋本 泰士 神北(宝健)第2-328 令和2年10月20日 令和8年11月30日 平成20年10月3日
000028 2000013972 pain de Ｈash 665-0882 宝塚市山本南1-17-1 797883866 菓子製造業 一般 橋本 泰士 神北(宝健)第2-329 令和2年10月20日 令和8年11月30日 平成20年10月3日
000028 2000013981 新宝塚カントリークラブ（スタート売店） 669-1241 宝塚市切畑字検見1-2 797910241 飲食店営業(4)その他 一般 日新開発株式会社 代表取締役 綿引 秀憲 669-1201 兵庫県宝塚市切畑字検見1番地の2 797910241 神北(宝健)第2-399 令和2年11月24日 令和8年11月30日 平成20年10月21日
000028 2000013998 珈琲屋 669-1535 三田市南が丘2-13-46　ＧＥＧ７ＴＨビル１Ｆ 795633757 飲食店営業(4)その他 一般 栗棟 鈴子 神北(宝健)第2-295 令和2年10月13日 令和8年11月30日 平成20年10月29日
000028 2000014000 カロス　キューマ 665-0003 宝塚市湯本町2-4サウス宝塚弐番館２０１号 797579953 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福井 秀昭 神北(宝健)第2-396 令和2年11月18日 令和8年11月30日 平成20年11月6日
000028 2000014003 ＣＨＩＮＧＵ（チング） 669-1544 三田市武庫が丘7-2-1 795627271 飲食店営業(4)その他 一般 福井 敬子 神北(宝健)第2-332 令和2年10月21日 令和8年11月30日 平成20年10月31日
000028 2000014022 モスバーガー　三田ウッディタウン店 669-1322 三田市すずかけ台2-3-7 795592929 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社⻆谷商店 代表取締役 ⻆谷 兵司 651-1412 兵庫県西宮市山口町下山口3-11-9 789043011 神北(宝健)第1-281 令和4年10月21日 令和11年11月30日 令和4年10月21日
000028 2000014029 焼肉みなみ 665-0044 宝塚市末成町27-4 797725220 飲食店営業(4)その他 一般 李 鍾順 神北(宝健)第2-387 令和2年11月9日 令和8年11月30日 平成20年11月27日
000028 2000014052 669-1231 宝塚市玉瀬字イヅリハ1-47 797910131 飲食店営業(4)その他 一般 代表取締役 松本 孝一 669-1231 兵庫県宝塚市玉瀬字イヅリハ1-44 797910131 神北(宝健)第2-364 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成20年11月28日
000028 2000014058 戸田酒店 665-0034 宝塚市小林5-4-27 797713881 飲食店営業(4)その他 一般 戸田 晃 神北(宝健)第2-478 令和3年2月25日 令和9年2月28日 平成20年12月10日
000028 2000014080 大宝塚ゴルフクラブ（ﾚｽﾄﾗﾝ） 669-1241 宝塚市切畑字長尾山19 797911361 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ＰＧＭプロパティーズ株式会社 代表取締役 田中 耕太郎 110-0015 東京都台東区東上野1-14-7 344138800 神北(宝健)第2-417 令和3年1月8日 令和9年2月28日 平成20年12月22日
000028 2000014081 大宝塚ゴルフクラブ（宴会厨房） 669-1241 宝塚市切畑字長尾山19 797911361 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ＰＧＭプロパティーズ株式会社 代表取締役 田中 耕太郎 110-0015 東京都台東区東上野1-14-7 344138800 神北(宝健)第2-418 令和3年1月8日 令和9年2月28日 平成20年12月22日
000028 2000014082 大宝塚ゴルフクラブ（喫茶） 669-1241 宝塚市切畑字長尾山19 797911361 喫茶店営業 一般 ＰＧＭプロパティーズ株式会社 代表取締役 田中 耕太郎 110-0015 東京都台東区東上野1-14-7 344138800 神北(宝健)第2-419 令和3年1月8日 令和9年2月28日 平成20年12月22日
000028 2000014088 神田川道場　茶寮　心 669-1231 宝塚市玉瀬字イヅリハ1-47 797910138 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社花かがみ 代表取締役 麻生 千恵子 605-0063 京都府京都市東山区松原通大和大路東入二丁目轆轤町103番地1 755321580 神北(宝健)第1-289 令和4年1月7日 令和11年2月28日 令和4年1月7日
000028 2000014108 六樂 665-0003 宝塚市湯本町5-14 797816669 飲食店営業(4)その他 一般 三宅 正泰 神北(宝健)第2-450 令和3年1月28日 令和9年2月28日 平成21年2月2日
000028 2000014114 おいでや 669-1529 三田市中央町4-24 飲食店営業(4)その他 一般 土居 真二 神北(宝健)第2-458 令和3年1月29日 令和9年2月28日 平成21年2月13日
000028 2000014132 クゥイック 665-0046 宝塚市福井町32-352F 797807752 飲食店営業(4)その他 一般 杉田 恵子 神北(宝健)第2-453 令和3年1月28日 令和9年2月28日 平成21年2月19日
000028 2000014133 お菓子の店OKINA 665-0034 宝塚市小林3-6-23グレース逆瀬川１Ｆ 797781085 菓子製造業 一般 株式会社　エムズ・オキナ 代表取締役 665-0034 兵庫県宝塚市小林3-6-23グレース逆瀬川１Ｆ 797781085 神北(宝健)第2-479 令和3年2月26日 令和9年2月28日 平成21年2月20日
000028 2000014136 スナック　友 669-1526 三田市相生町18-33ロイヤルハイツツジ１Ｆ103号 795590354 飲食店営業(4)その他 一般 駒井 友子 神北(宝健)第2-441 令和3年1月26日 令和9年2月28日 平成21年2月20日
000028 2000014143 ジオタワー宝塚 665-0844 宝塚市武庫川町6-26ジオタワー宝塚 797811134 菓子製造業 一般 株式会社アスク 代表取締役 泉澤 豊 104-0061 東京都中央区銀座8-14-14 367753960 神北(宝健)第2-444 令和3年1月27日 令和9年2月28日 平成21年2月25日
000028 2000014144 ジオタワー宝塚 665-0844 宝塚市武庫川町6-26ジオタワー宝塚 797811134 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アスク 代表取締役 泉澤 豊 104-0061 東京都中央区銀座8-14-14 367753960 神北(宝健)第2-443 令和3年1月27日 令和9年2月28日 平成21年2月25日
000028 2000014184 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ三田店 669-1535 三田市南が丘1-40-5 795640518 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社エムズカンパニー 代表取締役 永田 充 565-0821 大阪府吹田市山田東4-18-C-308 668765236 神北(宝健)第11-20 令和3年4月22日 令和9年5月31日 平成21年3月6日
000028 2000014185 マクドナルド三田店 669-1535 三田市南が丘1-40-5 795640518 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 有限会社エムズカンパニー 代表取締役 永田 充 565-0821 大阪府吹田市山田東4-18-C-308 668765236 神北(宝健)第2-10 平成31年4月11日 令和6年5月31日 平成21年3月6日
000028 2000014187 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ三田ﾌﾗﾜｰﾀｳﾝ店 669-1546 三田市弥生が丘1-1-1 795531752 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社エムズカンパニー 代表取締役 永田 充 565-0821 大阪府吹田市山田東4-18-C-308 668765236 神北(宝健)第11-19 令和3年4月22日 令和9年5月31日 平成21年3月6日
000028 2000014188 マクドナルド三田フラワータウン店 669-1546 三田市弥生が丘1-1-1 795531752 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 有限会社エムズカンパニー 代表取締役 永田 充 565-0821 大阪府吹田市山田東4-18-C-308 668765236 神北(宝健)第2-42 平成31年4月22日 令和6年5月31日 平成21年3月6日
000028 2000014190 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞｲｵﾝ三田ｳｯﾃﾞｨﾀｳﾝ店 669-1321 三田市けやき台1-6-2 795536156 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社エムズカンパニー 代表取締役 永田 充 565-0821 大阪府吹田市山田東4-18-C-308 668765236 神北(宝健)第11-12 令和3年4月20日 令和9年5月31日 平成21年3月6日
000028 2000014191 マクドナルドイオン三田ウッディタウン店 669-1321 三田市けやき台1-6-2 795536156 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 有限会社エムズカンパニー 代表取締役 永田 充 565-0821 大阪府吹田市山田東4-18-C-308 668765236 神北(宝健)第2-64 平成31年4月26日 令和6年5月31日 平成21年3月6日
000028 2000014200 ニチワ電機㈱社員食堂 669-1339 三田市テクノパーク12-5 795680581 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社東テスティパル 代表取締役 藤井 俊成 571-0045 大阪府門真市殿島町6番1号 669098181 神北(宝健)第11-49 令和3年5月17日 令和9年5月31日 平成21年3月17日
000028 2000014208 仁木家 669-1522 三田市下田中753-1 795643143 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社マリーコーポレーション 代表取締役 川崎 由美子 651-1421 兵庫県西宮市山口町上山口4-16-32 789075067 神北(宝健)第11-44 令和3年5月11日 令和9年5月31日 平成21年3月27日
000028 2000014209 あおぞら福祉施設日清事業所 669-1354 三田市大畑字清水357-1 795682912 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内2-7-3 332873611 神北(宝健)第11-29 令和3年4月27日 令和9年5月31日 平成21年3月27日
000028 2000014212 三田焼肉　ひまわり 669-1513 三田市三輪4-6-10 795648081 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社マインズ 代表取締役 狩山 和也 669-1513 兵庫県三田市三輪4-6-10 795648081 神北(宝健)第11-30 令和3年4月27日 令和9年5月31日 平成21年4月7日
000028 2000014213 有限会社内田フーヅ 665-0824 宝塚市金井町4-18 797814007 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社内田フーヅ 代表取締役 内田 渉 665-0824 兵庫県宝塚市金井町4-18 797814007 神北(宝健)第11-35 令和3年4月30日 令和10年5月31日 平成21年4月10日
000028 2000014222 ローソン三田フラワータウン駅前店 669-1544 三田市武庫が丘7-2-1 795532555 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社六連星 代表取締役 西原 秀熙 463-0054 愛知県名古屋市守山区小六町20-25 527258807 神北(宝健)第1-30 令和5年4月26日 令和12年5月31日 令和5年4月26日
000028 2000014228 琉球料理　すし　おもと 669-1535 三田市南が丘2-4-21 795642171 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 芳之内 治孝 神北(宝健)第11-47 令和3年5月13日 令和9年5月31日 平成21年4月17日
000028 2000014235 おいでや 669-1529 三田市中央町4-24 795646665 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 土居 真二 神北(宝健)第2-95 令和1年5月27日 令和6年5月31日 平成21年4月22日
000028 2000014238 ㈱ダイエー宝塚中山店  魚介類販売（サークル） 665-0867 宝塚市売布東の町21-22 797864711 魚介類販売業 一般 株式会社ダイエー 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町四丁目1番1 783025001 神北(宝健)第12-18 令和3年5月10日 令和9年5月31日 平成21年4月21日
000028 2000014239 ㈱ダイエー宝塚中山店  菓子製造業（おはぎ） 665-0867 宝塚市売布東の町21-22 797864711 菓子製造業 一般 株式会社ダイエー 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町四丁目1番1 783025001 神北(宝健)第12-19 令和3年5月10日 令和9年5月31日 平成21年4月21日
000028 2000014256 こすもす 665-0044 宝塚市末成町29-2 797728898 飲食店営業(4)その他 一般 湧川 ミヨ子 神北(宝健)第11-22 令和3年4月23日 令和9年5月31日 平成21年5月8日
000028 2000014260 肉の都　宝塚店 665-0051 宝塚市高司1-1-24 797748801 食肉販売業 一般 株式会社平尾 代表取締役 平尾 邦彦 535-0031 大阪府大阪市旭区高殿3-28-7高殿スカイハイツ511号 667967515 神北(宝健)第12-23 令和3年5月14日 令和9年5月31日 平成21年5月13日
000028 2000014268 うなぎ処きし 665-0805 宝塚市雲雀丘2-1-8フローレンスきし 072-755-0548 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 貴志 敬子 神北(宝健)第11-38 令和3年5月7日 令和9年5月31日 平成21年5月11日
000028 2000014294 うどん食堂太鼓亭宝塚旭店 665-0835 宝塚市旭町3-11-10 797851176 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社太鼓亭 代表取締役 水上 泰輔 560-0084 大阪府豊中市新千里南町2-5-3 797855661 神北(宝健)第11-45 令和3年5月12日 令和9年5月31日 平成21年5月29日
000028 2000014302 喫茶あすなろ 669-1513 三田市三輪1-8-11 795625531 飲食店営業(4)その他 一般 特定非営利活動法人あすなろ 理事長 藤田 行敏 669-1513 兵庫県三田市三輪1-8-11 795625531 神北(宝健)第11-33 令和3年4月28日 令和9年5月31日 平成21年5月29日
000028 2000014305 めもわーる 669-1513 三田市三輪1-13-37　小中ビル101 795633211 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 今中 功二 神北(宝健)第1-149 令和3年8月30日 令和9年8月31日 令和3年8月30日
000028 2000014306 ポポラマーマ　ソリオ宝塚店 665-0845 宝塚市栄町2-1-1ソリオ１　ＧＦ内 797831031 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ディーンズ・ママ 代表取締役 山本 三郎 669-1131 兵庫県西宮市清瀬台20-4 797612155 神北(宝健)第1-119 令和3年8月16日 令和9年8月31日 令和3年8月16日
000028 2000014307 とりぞう 665-0842 宝塚市川面5-10-43ニシノビル１Ｆ　Ｂ号 797871477 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上之勝 博 神北(宝健)第1-115 令和3年8月16日 令和9年8月31日 令和3年8月16日
000028 2000014321 フロレスタ三田ウッディタウン店 669-1321 三田市けやき台1-10-1　センチュリープラザ1Ｆ 795631016 飲食店営業(4)その他 一般 サンリース株式会社 代表取締役 本岡 俊彦 663-8178 兵庫県西宮市甲子園八番町5-8 798463600 神北(宝健)第1-141 令和3年8月26日 令和9年8月31日 令和3年8月26日
000028 2000014328 しし処　かるも 669-1311 三田市加茂381-2 食肉処理業 一般 山鼻 衞 神北(宝健)第2-51 令和3年7月28日 令和9年8月31日 令和3年7月28日
000028 2000014362 ㈱ダイエー　グルメシティー小林店 665-0046 宝塚市福井町32-28 797718851 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ダイエー 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町四丁目1番1号 783025001 神北(宝健)第1-113 令和3年8月16日 令和10年8月31日 令和3年8月16日
000028 2000014363 ㈱ダイエー　グルメシティー小林店 665-0046 宝塚市福井町32-28 797718851 食肉販売業 一般 株式会社ダイエー 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町四丁目1番1号 783025001 神北(宝健)第2-60 令和3年8月16日 令和10年8月31日 令和3年8月16日
000028 2000014374 ゴルファーズカフェー 665-0882 宝塚市山本南3-28-7 797800910 飲食店営業(4)その他 一般 朝野 ミネ子 神北(宝健)第1-121 令和3年8月17日 令和10年8月31日 令和3年8月17日
000028 2000014376 ローソン宝塚山本丸橋二丁目店 665-0815 宝塚市山本丸橋2-4-1 797895957 飲食店営業(4)その他 一般 林田 充弘 神北(宝健)第20-114 平成28年8月8日 令和5年8月31日 平成21年7月10日
000028 2000014385 夢エプロン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 前中 正幸 神北(宝健)第2-107 令和1年7月16日 令和6年8月31日 平成21年7月15日
000028 2000014409 ｳｪﾙ ｴｲｼﾞﾝｸﾞ ｺﾐｭﾆﾃｨ 宝塚エデンの園　喫茶ポトス 665-0025 宝塚市ゆずり葉台3-1-1 797763801 飲食店営業(4)その他 一般 社会福祉法人聖隷福祉事業団 理事長 青木 善治 430-0906 静岡県浜松市中区元城町218番地26 534133300 神北(宝健)第1-114 令和3年8月16日 令和9年8月31日 令和3年8月16日
000028 2000014437 参福 665-0836 宝塚市清荒神3-13-27 797845628 そうざい製造業 一般 有限会社参福 代表取締役 移川 満也 665-0836 兵庫県宝塚市清荒神三丁目13番27号 797845628 神北(宝健)第2-62 令和3年8月20日 令和9年8月31日 令和3年8月20日
000028 2000014438 囲碁サロン　やすらぎ 665-0845 宝塚市栄町2-1-2-207　ｿﾘｵ宝塚2-2Ｆ 797843036 飲食店営業(4)その他 一般 後藤 英治 神北(宝健)第1-97 令和3年8月6日 令和9年8月31日 令和3年8月6日
000028 2000014453 カトマンドゥカリーＰＵＪＡ宝塚 665-0003 宝塚市湯本町11-1 797869900 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ＳＩＴＡＵＬＡ ＰＵＪＡ 神北(宝健)第1-150 令和3年8月31日 令和9年8月31日 令和3年8月31日
000028 2000014474 ティールーム　エメラルド 665-0823 宝塚市安倉南1-22-1 797842519 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 一二美 神北(宝健)第1-151 令和3年8月31日 令和9年8月31日 令和3年8月31日
000028 2000014492 手づくり弁当　ごはんや 669-1529 三田市中央町4-11-101 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 小菅 満之 神北(宝健)第1-107 令和3年8月10日 令和9年8月31日 令和3年8月10日
000028 2000014496 とんこつラーメン　しぇからしか 665-0061 宝塚市仁川北2-10-30 798514400 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ＳＨＥＫＡ 代表取締役 松村 孝彦 665-0061 兵庫県宝塚市仁川北二丁目10番30号 798346441 神北(宝健)第1-245 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 2000014500 菓子工房こめっこ 669-1241 宝塚市切畑字西ヶ平23-1 797910593 菓子製造業 一般 森脇 隆子 神北(宝健)第2-106 令和3年11月19日 令和9年11月30日 令和3年11月19日
000028 2000014524 Ｃａｆｅ　Ｌａｍｍｉｎ 669-1524 三田市八景町1452-2 795060324 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 林 大祐 神北(宝健)第1-213 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 2000014525 猪鹿三喜衛門 669-1231 宝塚市玉瀬字赤ハゲ28-1 797911375 食肉処理業 一般 小東 三喜男 神北(宝健)第2-93 令和3年10月25日 令和9年11月30日 令和3年10月25日
000028 2000014541 和洋ダイニング　へっついや 665-0836 宝塚市清荒神1-11-1清荒神市場内 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ウエダ商事 代表取締役 上田 浩嗣 665-0836 兵庫県宝塚市清荒神3-13-15 797840393 神北(宝健)第1-231 令和3年11月12日 令和9年11月30日 令和3年11月12日
000028 2000014557 琴月 665-0841 宝塚市御殿山2-27-2 797862012 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉田 博之 神北(宝健)第1-179 令和3年10月11日 令和9年11月30日 令和3年10月11日
000028 2000014561 Cafeこもれび（たいやき） 669-1312 三田市東野上130-1 795676439 菓子製造業 一般 竹内 扶美子 神北(宝健)第2-88 令和3年10月15日 令和9年11月30日 令和3年10月15日
000028 2000014573 株式会社みらいたべる宝塚事業所 665-0881 宝塚市山本東3-14-5平野マタニティクリニック３Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社みらいたべる 代表取締役 小附 孝 658-0054 兵庫県神戸市東灘区御影中町八丁目3番21号1Ｆ 782510881 神北(宝健)第1-253 令和3年11月22日 令和9年11月30日 令和3年11月22日
000028 2000014574 野上幼稚園 665-0022 宝塚市野上5-5-30 797725270 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 マインフーズサービス株式会社 代表取締役 峯 林太郎 661-0024 兵庫県尼崎市三反田町2-20-9 664274633 神北(宝健)第1-216 令和3年11月2日 令和10年11月30日 令和3年11月2日
000028 2000014575 ケンタッキーフライドチキン  イオン三田ウッディタウン店 669-1321 三田市けやき台1-6-2イオン三田ウッディタウン１番街１Ｆ 795533777 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アクシーズフーズ 代表取締役 伊地知 洋正 113-0023 東京都文京区向丘一丁目12番2号 338161536 神北(宝健)第20-174 平成28年11月15日 令和5年11月30日 平成21年11月2日



000028 2000014583 和菓子教室　万両庵 669-1315 三田市下井沢7-3 795671888 菓子製造業 一般 中西 三男 神北(宝健)第2-82 令和3年10月8日 令和9年11月30日 令和3年10月8日
000028 2000014597 ステーキビッグボーイ仁川店 665-0054 宝塚市鹿塩1-10-10 798573566 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ビッグボーイジャパン 代表取締役 平山 賢太郎 108-0075 東京都港区港南2-18-1 368338001 神北(宝健)第1-222 令和3年11月9日 令和9年11月30日 令和3年11月9日
000028 2000014648 夢吉 665-0852 宝塚市売布2-14-30グランディル１Ｆ 797871373 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡野 吉高 神北(宝健)第1-291 令和4年1月11日 令和10年2月29日 令和4年1月11日
000028 2000014665 讃　喫茶室 665-0022 宝塚市野上1-5-6 797765363 飲食店営業(4)その他 一般 浅野 嘉之 神北(宝健)第1-303 令和4年1月18日 令和10年2月29日 令和4年1月18日
000028 2000014685 green space　ＳＡＮＧＡ 665-0035 宝塚市逆瀬川2-6-28 797770797 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 更子 神北(宝健)第1-309 令和4年1月20日 令和10年2月29日 令和4年1月20日
000028 2000014693 アグリネット宝塚 669-1241 宝塚市切畑検見1 797910330 そうざい製造業 一般 平川 博三 神北(宝健)第2-367 令和2年1月28日 令和7年2月28日 平成22年1月28日
000028 2000014732 パン工房　長者 665-0046 宝塚市福井町24-27 797722818 菓子製造業 一般 田口 聖司 神北(宝健)第2-132 令和4年2月7日 令和10年2月29日 令和4年2月7日
000028 2000014735 月のパン屋さん 665-0041 宝塚市御所の前町5-19 797712083 菓子製造業 一般 小野川 幸男 神北(宝健)第2-137 令和4年2月22日 令和10年2月29日 令和4年2月22日
000028 2000014745 阪急オアシス宝塚店（ベーカリー） 665-0833 宝塚市鶴の荘1-1 797860681 菓子製造業 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第2-116 令和5年1月16日 令和12年2月28日 令和5年1月16日
000028 2000014758 デリカフェキッチン宝塚 665-0845 宝塚市栄町2-7-13ＪＲ宝塚駅　エキマルシェ宝塚 797848610 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ジェイアール西日本フードサービスネット 代表取締役 貴谷 健史 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目4番20号 668853573 神北(宝健)第20-208 平成29年1月31日 令和6年2月29日 平成22年2月24日
000028 2000014759 デリカフェキッチン宝塚 665-0845 宝塚市栄町2-7-13ＪＲ宝塚駅　エキマルシェ宝塚 797848610 菓子製造業 一般 株式会社ジェイアール西日本フードサービスネット 代表取締役 貴谷 健史 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目4番20号 668853573 神北(宝健)第3-66 平成29年1月31日 令和6年2月29日 平成22年2月24日
000028 2000014778 トーホーストア宝塚旭町店 665-0835 宝塚市旭町2-6-23 797832391 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社トーホーストア 代表取締役 橋本 博文 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西5丁目9番 788452412 神北(宝健)第1-333 令和4年1月31日 令和10年2月29日 令和4年1月31日
000028 2000014779 トーホーストア宝塚旭町店 665-0835 宝塚市旭町2-6-23 797832391 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社トーホーストア 代表取締役 橋本 博文 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西5丁目9番 788452412 神北(宝健)第1-332 令和4年1月31日 令和10年2月29日 令和4年1月31日
000028 2000014808 第三厚生棟パンショップ 669-1330 三田市学園上ケ原1 795658266 飲食店営業(4)その他 一般 関西学院大学生活協同組合 代表理事 池上 正寿 662-0891 兵庫県西宮市上ケ原一番町1番155号関西学院内 798537001 神北(宝健)第20-8 平成29年4月20日 令和6年5月31日 平成22年3月19日
000028 2000014810 イオン三田ウッディタウン店  （天翔物産） 669-1321 三田市けやき台1-6-2 795648800 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432126500 神北(宝健)第1-85 令和4年5月20日 令和11年5月31日 令和4年5月20日
000028 2000014815 ＭＵＳＥＵＭ　Ｃａｆｅ　みゅ－ず 665-0861 宝塚市中山寺1-12-2 797201481 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 浜崎 敏郎 神北(宝健)第1-26 令和4年4月21日 令和10年5月31日 令和4年4月21日
000028 2000014818 和食や　なかむら 665-0045 宝塚市光明町8-26 797731561 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉浦 良太 神北(宝健)第1-29 令和4年4月21日 令和10年5月31日 令和4年4月21日
000028 2000014826 らうんじ　こころ 669-1513 三田市三輪1-13-37小中ビル103号 795592950 飲食店営業(4)その他 一般 小松 可奈子 神北(宝健)第1-81 令和4年5月19日 令和10年5月31日 令和4年5月19日
000028 2000014831 県立宝塚北高校内食堂 665-0847 宝塚市すみれガ丘4-1-1 797863291 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 マインフーズサービス株式会社 代表取締役 峯 林太郎 661-0024 兵庫県尼崎市三反田町二丁目20番9号 664274633 神北(宝健)第1-92 令和4年5月23日 令和10年5月31日 令和4年5月23日
000028 2000014848 宝塚しば田 665-0011 宝塚市南口2-14-5　ｻﾝﾋﾞｵﾗ5番館201号 797732337 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 柴田 英司 神北(宝健)第1-14 令和4年4月14日 令和10年5月31日 令和4年4月14日
000028 2000014849 バー　ドミンゴ 665-0845 宝塚市栄町1-1-9アールグラン宝塚103号 797863905 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アール・ティ・シー 代表取締役 冨永 亮 665-0845 兵庫県宝塚市栄町一丁目1番9号 797862620 神北(宝健)第1-56 令和4年5月12日 令和10年5月31日 令和4年5月12日
000028 2000014852 たいこ庵 665-0051 宝塚市高司1-4-4クロード・サン１Ｆ 797735490 菓子製造業 一般 有限会社中西ハウスセンター 代表取締役 中西 崇介 665-0051 兵庫県宝塚市高司1-4-4 797735490 神北(宝健)第2-33 令和4年5月30日 令和10年5月31日 令和4年5月30日
000028 2000014867 創作　お好み焼き　とんと 669-1512 三田市高次1-8-7 795635820 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 金城 知也 神北(宝健)第1-20 令和4年4月18日 令和10年5月31日 令和4年4月18日
000028 2000014878 阪急オアシス　宝塚山手台店 665-0886 宝塚市山手台西3-4-1 797888145 飲食店営業(4)その他 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第20-31 平成29年5月10日 令和6年5月31日 平成22年5月18日
000028 2000014879 阪急オアシス　宝塚山手台店 665-0886 宝塚市山手台西3-4-1 797888145 飲食店営業(4)その他 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第20-32 平成29年5月10日 令和6年5月31日 平成22年5月18日
000028 2000014880 阪急オアシス　宝塚山手台店 665-0886 宝塚市山手台西3-4-1 797888145 飲食店営業(4)その他 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第20-33 平成29年5月10日 令和6年5月31日 平成22年5月18日
000028 2000014881 阪急オアシス　宝塚山手台店 665-0886 宝塚市山手台西3-4-1 797888145 魚介類販売業 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第6-4 平成29年5月10日 令和6年5月31日 平成22年5月18日
000028 2000014882 阪急オアシス　宝塚山手台店 665-0886 宝塚市山手台西3-4-1 797888145 食肉販売業 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第5-9 平成29年5月10日 令和6年5月31日 平成22年5月18日
000028 2000014883 阪急オアシス　宝塚山手台店 665-0886 宝塚市山手台西3-4-1 797888145 菓子製造業 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第3-10 平成29年5月10日 令和6年5月31日 平成22年5月18日
000028 2000014893 小判寿司　中山五月台店 665-0871 宝塚市中山五月台2-2-7 797885731 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社まえだ 取締役 前田 實 665-0871 兵庫県宝塚市中山五月台2-2-7 797885731 神北(宝健)第1-57 令和4年5月12日 令和10年5月31日 令和4年5月12日
000028 2000014904 カラオケＢＡＲ　ルチル 665-0003 宝塚市湯本町5-21銀馬車ビル308号 797874124 飲食店営業(4)その他 一般 中西 百合子 神北(宝健)第1-48 令和4年5月10日 令和10年5月31日 令和4年5月10日
000028 2000014923 三田市社会福祉協議会　喫茶室ポポロ 669-1514 三田市川除675 795595907 菓子製造業 一般 社会福祉法人三田市社会福祉協議会 理事長 大澤 洋一 669-1514 兵庫県三田市川除675 795595940 神北(宝健)第2-48 令和4年7月21日 令和10年8月31日 令和4年7月21日
000028 2000014925 ㈱いかりスーパーマーケット洋菓子工場 665-0047 宝塚市亀井町12-40 797726821 菓子製造業 一般 株式会社いかりスーパーマーケット 代表取締役 行光 博志 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町一丁目15番地の8 664216074 神北(宝健)第2-55 令和4年8月12日 令和10年8月31日 令和4年8月12日
000028 2000014927 シフォン　木村 669-1515 三田市大原1586-48 795623591 菓子製造業 一般 木村 邦子 神北(宝健)第2-58 令和4年8月24日 令和10年8月31日 令和4年8月24日
000028 2000014928 とよ福 669-1528 三田市駅前町2-1キッピーモール１Ｆ 795621029 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社　アクティー三田 代表取締役 田中 豊 669-1512 兵庫県三田市高次1-5-17 795632527 神北(宝健)第2-172 令和2年7月13日 令和8年8月31日 平成22年6月17日
000028 2000014978 ザ・セレクトンプレミア　神戸三田ホテル 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社ＳＨＧ．セレクトン神戸三田 代表取締役 中村 寛 669-1321 兵庫県三田市けやき台一丁目11番地 795641101 神北(宝健)第2-198 令和2年7月16日 令和7年8月31日 平成22年7月21日
000028 2000014988 トークゆうゆう 669-1533 三田市三田町35-21 795590804 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人言語障害者の社会参加を支援する会しゃべろーよ 理事長 田中 昌明 669-1533 兵庫県三田市三田町35-21 795590804 神北(宝健)第1-181 令和4年8月9日 令和10年8月31日 令和4年8月9日
000028 2000014990 インド料理　チャルテ　チャルテ 665-0003 宝塚市湯本町11-3友金アパート１Ｆ 797865566 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＣＧＪａｐａｎ 代表取締役 カンワー マヘンダール 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通2-1-17城村ビル1Ｆ 783926886 神北(宝健)第1-210 令和4年8月24日 令和10年8月31日 令和4年8月24日
000028 2000015051 三菱電機ライフサービス㈱三田支店  三菱電機社員食堂 669-1513 三田市三輪2-3-33 795593960 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三菱電機ライフサービス株式会社 代表取締役 舩尾 英司 105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 364026020 神北(宝健)第20-94 平成29年10月23日 令和6年11月30日 平成22年9月7日
000028 2000015053 だんだん 665-0845 宝塚市栄町2-11-9栄ﾋﾞﾙ1F 797814129 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 河野 勤 神北(宝健)第1-286 令和4年10月25日 令和10年11月30日 令和4年10月25日
000028 2000015062 カフェ　パルコジョキ 665-0885 宝塚市山本台1-6-33 797882112 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社陽春園植物場 代表取締役 野里 元治 665-0885 兵庫県宝塚市山本台1-6-33 797882112 神北(宝健)第1-278 令和4年10月19日 令和10年11月30日 令和4年10月19日
000028 2000015082 ファミリーマート宝塚栄町店 665-0845 宝塚市栄町3-8-3 797855035 飲食店営業(4)その他 一般 西谷 淳 神北(宝健)第1-265 令和4年10月11日 令和10年11月30日 令和4年10月11日
000028 2000015093 ローソン宝塚小林三丁目店 665-0034 宝塚市小林3-6-8 797765358 飲食店営業(4)その他 一般 森川 将樹 神北(宝健)第1-307 令和4年11月2日 令和11年11月30日 令和4年11月2日
000028 2000015100 アサヒフーズ株式会社　神戸三田工場 669-1339 三田市テクノパーク13-7 795686622 そうざい製造業 一般 アサヒフーズ株式会社 代表取締役 長澤 彰 613-0035 京都府久世郡久御山町大字下津屋小字北野1 774441521 神北(宝健)第2-90 令和4年11月4日 令和11年11月30日 令和4年11月4日
000028 2000015109 和味処　― 路 ― 669-1529 三田市中央町12-4 795647733 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西田 一路 神北(宝健)第1-323 令和4年11月14日 令和10年11月30日 令和4年11月14日
000028 2000015114 グリル　オアゾ 665-0874 宝塚市中筋5-10-25 797821401 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社フェニックスコーポレーション 代表取締役 小田 根正 665-0874 兵庫県宝塚市中筋五丁目10番25号 797821401 神北(宝健)第1-320 令和4年11月11日 令和10年11月30日 令和4年11月11日
000028 2000015115 ｎｏｎｏｎ. 665-0011 宝塚市南口2-5-3 797572305 菓子製造業 一般 野々村 純子 神北(宝健)第2-104 令和4年11月24日 令和10年11月30日 令和4年11月24日
000028 2000015119 パンプキン 669-1535 三田市南が丘1-50-6 795637391 菓子製造業 一般 有限会社パンプキン 代表取締役 湯井 信一 669-1535 兵庫県三田市南が丘一丁目50番6号 795637391 神北(宝健)第2-75 令和4年10月7日 令和10年11月30日 令和4年10月7日
000028 2000015121 パンプキン 669-1535 三田市南が丘1-50-6 795637391 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社パンプキン 代表取締役 湯井 信一 669-1535 兵庫県三田市南が丘一丁目50番6号 795637391 神北(宝健)第1-264 令和4年10月7日 令和10年11月30日 令和4年10月7日
000028 2000015123 株式会社コスモス食品三田工場 669-1333 三田市下内神655 795671141 複合型そうざい製造業 一般 株式会社コスモス食品 代表取締役 圓井 康輔 669-1333 兵庫県三田市下内神655 795671141 神北(宝健)第2-85 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 2000015125 鳥貴族 665-0845 宝塚市栄町1-16-17　ライブリービルⅡ　2F 797267759 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ウィン 代表取締役 山本 崇 556-0015 大阪府大阪市浪速区敷津西二丁目2番8号メゾン加藤2階 798312725 神北(宝健)第1-338 令和4年11月18日 令和10年11月30日 令和4年11月18日
000028 2000015129 明石屋 669-1528 三田市駅前町4-23 795642321 魚介類販売業 一般 金山 哲也 神北(宝健)第2-105 令和4年11月24日 令和10年11月30日 令和4年11月24日
000028 2000015137 (株)パティシエエスコヤマ 669-1324 三田市ゆりのき台5-32-1 795643192 菓子製造業 一般 株式会社パティシエエスコヤマ 代表取締役 小山 進 669-1324 兵庫県三田市ゆりのき台五丁目32番1号 795643192 神北(宝健)第2-78 令和4年10月21日 令和10年11月30日 令和4年10月21日
000028 2000015138 手づくりのケーキ屋さん　宝塚　プリエ 665-0034 宝塚市小林2-9-26 797724008 菓子製造業 一般 有限会社プリエ 代表取締役 山森 敦史 665-0034 兵庫県宝塚市小林二丁目9番26号 797724008 神北(宝健)第2-77 令和4年10月19日 令和10年11月30日 令和4年10月19日
000028 2000015145 松尾亭 669-1345 三田市下相野357-3 795681151 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松尾 由美子 神北(宝健)第1-288 令和4年10月25日 令和10年11月30日 令和4年10月25日
000028 2000015171 ＡＮＩ 669-1544 三田市武庫が丘7-2 飲食店営業(4)その他 一般 新田 正子 神北(宝健)第2-314 令和2年10月15日 令和7年11月30日 平成22年11月30日
000028 2000015172 ＡＮＩ 669-1544 三田市武庫が丘7-2 菓子製造業 一般 新田 正子 神北(宝健)第2-315 令和2年10月15日 令和7年11月30日 平成22年11月30日
000028 2000015192 羽束農産加工組合（つくしの里・山菜おこわ） 669-1415 三田市上槻瀬375 795691908 飲食店営業(4)その他 一般 小西 利博 神北(宝健)第1-402 令和5年2月7日 令和11年2月28日 令和5年2月7日
000028 2000015203 売店３３号(Ｔｗｏｄａｙｓ) 665-0053 宝塚市駒の町1-1　阪神競馬場内3F 798537819 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 一般財団法人競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1-1 423038355 神北(宝健)第2-422 令和3年1月15日 令和8年2月28日 平成22年12月17日
000028 2000015211 湖野味 665-0034 宝塚市小林2-12-25　ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ宝塚115号 797725668 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 比嘉 秀太 神北(宝健)第1-386 令和5年1月23日 令和11年2月28日 令和5年1月23日
000028 2000015212 阪急オアシス宝塚店（ミート＆フィッシュデリ） 665-0833 宝塚市鶴の荘1-1 797860681 飲食店営業(4)その他 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第1-377 令和5年1月16日 令和11年2月28日 令和5年1月16日
000028 2000015214 そば義 665-0024 宝塚市逆瀬台1-11-4-102 797745122 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大鷲 義明 神北(宝健)第1-417 令和5年2月17日 令和11年2月28日 令和5年2月17日
000028 2000015220 セブン-イレブン宝塚山本西店 665-0884 宝塚市山本西2-7-11 797889695 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 有限会社小西家百貨店 代表取締役 小西 恭義 665-0883 兵庫県宝塚市山本中3丁目3番9号 797880492 神北(宝健)第1-393 令和5年1月27日 令和12年2月28日 令和5年1月27日
000028 2000015228 三田屋総本家 669-1535 三田市南が丘2-15-35 795624641 食品の小分け業 一般 株式会社丸優 代表取締役 廣岡 誠道 669-1535 兵庫県三田市南が丘二丁目15番35号 795624641 神北(宝健)第2-120 令和5年1月24日 令和11年2月28日 令和5年1月24日
000028 2000015245 居酒屋ダイニング　寛や 665-0874 宝塚市中筋2-245-2 797883119 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 品川 寛 神北(宝健)第1-387 令和5年1月23日 令和11年2月28日 令和5年1月23日
000028 2000015263 ひろ家 669-1527 三田市中町9-6 795625519 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森岡 俊彦 神北(宝健)第1-32 令和5年4月26日 令和11年5月31日 令和5年4月26日
000028 2000015273 ザ・セレクトンプレミア　神戸三田ホテル内  トレシェーナ 669-1321 三田市けやき台1-11-2 795641101 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＳＨＧ．セレクトン神戸三田 代表取締役 中村 寛 669-1321 兵庫県三田市けやき台一丁目11番地 795641101 神北(宝健)第20-4 平成29年4月18日 令和6年5月31日 平成23年3月16日
000028 2000015291 Ｅternal 665-0852 宝塚市売布2-11-1　ﾋﾟﾋﾟｱめふ2-116室 797267405 飲食店営業(4)その他 一般 岡嶋 恵子 神北(宝健)第20-49 平成29年5月26日 令和5年5月31日 平成23年3月30日
000028 2000015298 丸亀製麺　中山寺店 665-0874 宝塚市中筋4-4-7 797886988 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社丸亀製麺 代表取締役 山口 寛 150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号 782003430 神北(宝健)第20-72 平成30年5月8日 令和7年5月31日 平成23年4月4日
000028 2000015308 ﾛｰｿﾝ宝塚安倉西四丁目店 665-0825 宝塚市安倉西4-3-20 0797-85-5227 飲食店営業(4)その他 一般 林田 充弘 神北(宝健)第20-63 平成30年5月2日 令和7年5月31日 平成23年4月12日
000028 2000015318 こむの事業所 665-0867 宝塚市売布東の町12-9 0797-87-8330 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人　こむの事業所 理事 松藤 聖一 665-0867 兵庫県宝塚市売布東の町12-9 0797-87-8330 神北(宝健)第20-64 平成30年5月2日 令和7年5月31日 平成23年4月13日
000028 2000015319 パンタジー 669-1547 三田市富士が丘2-7　コープ三田西店内 795650833 菓子製造業 一般 田中 健慈 神北(宝健)第2-5 令和5年4月26日 令和11年5月31日 令和5年4月26日
000028 2000015326 菓子工房こめっこ 669-1241 宝塚市切畑字西ヶ平23-1 797910593 そうざい製造業 一般 森脇 隆子 神北(宝健)第2-107 令和3年11月19日 令和9年11月30日 令和3年11月19日
000028 2000015327 阪急ｵｱｼｽ　えるむﾌﾟﾗｻﾞ店 669-1322 三田市すずかけ台2-3-3 795651148 飲食店営業(4)その他 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第20-13 平成29年4月26日 令和5年5月31日 平成23年4月22日
000028 2000015328 阪急ｵｱｼｽ　えるむﾌﾟﾗｻﾞ店 669-1322 三田市すずかけ台2-3-3 795651148 飲食店営業(4)その他 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第20-14 平成29年4月26日 令和5年5月31日 平成23年4月22日
000028 2000015329 阪急ｵｱｼｽ　えるむﾌﾟﾗｻﾞ店 669-1322 三田市すずかけ台2-3-3 795651148 菓子製造業 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第3-6 平成29年4月26日 令和5年5月31日 平成23年4月22日
000028 2000015330 阪急ｵｱｼｽ　えるむﾌﾟﾗｻﾞ店 669-1322 三田市すずかけ台2-3-3 795651148 喫茶店営業 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第2-11 平成29年4月26日 令和5年5月31日 平成23年4月22日
000028 2000015334 Ｍaru’s  Ｃoffee 669-1537 三田市西山1-2-16 795587305 飲食店営業(4)その他 一般 井上 貴博 神北(宝健)第20-12 平成29年4月26日 令和5年5月31日 平成23年4月27日
000028 2000015336 居酒屋「主水」 669-1512 三田市高次1丁目9-22田口店舗1階 飲食店営業(4)その他 一般 内村 修 神北(宝健)第20-46 平成29年5月24日 令和5年5月31日 平成23年4月26日
000028 2000015341 たじ牛 665-0011 宝塚市南口1-16-21 797512007 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 永田 久美子 神北(宝健)第20-39 平成29年5月11日 令和5年5月31日 平成23年4月28日
000028 2000130021 幸 669-1502 三田市永沢寺170 795660446 飲食店営業(4)その他 一般 辻本 勝世 神北(宝健)第20-36 平成29年5月10日 令和5年5月31日 平成23年5月11日
000028 2000130168 宝塚酒場　情熱ホルモン 665-0055 宝塚市大成町9-6 797765554 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社かわべフードサービス 代表取締役 川辺 小百合 540-0026 大阪府大阪市中央区内本町1-1-8 669446989 神北(宝健)第20-43 平成29年5月19日 令和5年5月31日 平成23年5月20日
000028 2000130443 カフェ可成 665-0022 宝塚市野上1-1-23 797727879 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社一麦 代表取締役 羽鹿 正紀 665-0013 兵庫県宝塚市宝梅1-12-7 797728787 神北(宝健)第20-69 平成29年7月27日 令和5年8月31日 平成23年6月1日
000028 2000130626 スナック　かな 669-1528 三田市駅前町5-4 795633210 飲食店営業(4)その他 一般 柳瀬 華名子 神北(宝健)第20-62 平成29年7月24日 令和5年8月31日 平成23年6月14日
000028 2000130664 鳥貴族（小林店） 665-0034 宝塚市小林5-4-24シャルダン宝塚　Ｂ１Ｆ 797770355 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　ウィン 代表取締役 山本 崇 556-0015 大阪府大阪市浪速区敷津西2-2-8メゾン加藤　２Ｆ 666498668 神北(宝健)第20-76 平成29年7月28日 令和5年8月31日 平成23年6月23日
000028 2000130665 味ごよみ　すずき 665-0844 宝塚市武庫川町4-10第一キムラヤビル　Ｂ 797811012 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鈴木 光男 神北(宝健)第20-74 平成29年7月28日 令和5年8月31日 平成23年6月22日
000028 2000130790 カフェ・イーストワン 669-1534 三田市横山町8-2　コーポラス久保103号 795011103 飲食店営業(4)その他 一般 久保 惠美子 神北(宝健)第20-73 平成29年7月27日 令和5年8月31日 平成23年7月4日
000028 2000130832 ＣＵＥＲＶＯ 665-0034 宝塚市小林2-12-26-102 飲食店営業(4)その他 一般 岸田 幸三 神北(宝健)第20-80 平成29年8月14日 令和5年8月31日 平成23年7月7日
000028 2000130859 有限会社華扇 669-1506 三田市志手原882 795642216 菓子製造業 一般 有限会社華扇 代表取締役 見野 晶彌 662-0034 兵庫県西宮市西田町4番16号 795642216 神北(宝健)第3-34 平成30年7月24日 令和7年8月31日 平成23年7月11日
000028 2000130860 有限会社華扇 669-1506 三田市志手原882 795642216 そうざい製造業 一般 有限会社華扇 代表取締役 見野 晶彌 662-0034 兵庫県西宮市西田町4番16号 795642216 神北(宝健)第15-6 平成30年7月24日 令和7年8月31日 平成23年7月11日
000028 2000130967 松屋三田駅前町店 669-1528 三田市駅前町19-10 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社松屋フーズ 代表取締役 瓦葺 一利 180-0006 東京都武蔵野市中町1-14-5 422381121 神北(宝健)第20-70 平成29年7月27日 令和5年8月31日 平成23年7月22日
000028 2000131013 kajiyaiori 669-1211 宝塚市大原野字北穴虫3-12 797911676 飲食店営業(4)その他 一般 梶屋 幸伸 神北(宝健)第20-77 平成29年8月1日 令和5年8月31日 平成23年7月26日
000028 2000131014 kajiyaiori 669-1211 宝塚市大原野字北穴虫3-12 797911676 菓子製造業 一般 梶屋 幸伸 神北(宝健)第3-29 平成29年8月1日 令和5年8月31日 平成23年7月26日
000028 2000131015 のぞみ工房 669-1411 三田市波豆川285 795691336 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人　わかくさ 代表理事 久保 佳子 669-1533 兵庫県三田市三田町24番19号 795595630 神北(宝健)第3-25 平成29年7月25日 令和5年8月31日 平成23年7月26日
000028 2000131085 ローソン宝塚中筋四丁目店 665-0874 宝塚市中筋4-1-19 0797-80-3993 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　髙嶋 代表取締役 髙嶋 正勝 661-0003 兵庫県尼崎市富松町3-21-33 06-6423-0944 神北(宝健)第20-101 平成30年7月18日 令和7年8月31日 平成23年7月27日
000028 2000131094 串カツ酒場　清荒神店 665-0836 宝塚市清荒神1-11-1清荒神市場内 797869400 飲食店営業(4)その他 一般 ワイエムプラン株式会社 代表取締役 俣野 輝之 665-0836 兵庫県宝塚市清荒神1-11-1 797869400 神北(宝健)第20-86 平成29年8月31日 令和5年8月31日 平成23年7月28日
000028 2000131096 ＳＡＫＥ市場グランマルシェ中山寺店 665-0874 宝塚市中筋8-12-29 797884560 菓子製造業 一般 株式会社徳岡 代表取締役 徳岡 豊裕 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3-5-26 662514560 神北(宝健)第3-32 平成29年8月31日 令和5年8月31日 平成23年7月28日
000028 2000131170 イオン三田店(菓子) 669-1546 三田市弥生が丘1-1-1 795624711 菓子製造業 一般 イオンリテールストア株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432126500 神北(宝健)第3-24 平成29年7月21日 令和5年8月31日 平成23年8月3日
000028 2000131257 ㈱ダイエー　グルメシティー小林店 665-0046 宝塚市福井町32-28 0797-71-8851 菓子製造業 一般 株式会社　ダイエー 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町四丁目1番1号 783025001 神北(宝健)第3-30 平成29年8月2日 令和5年8月31日 平成23年8月11日
000028 2000131495 ぱん工房　gorshu 669-1535 三田市南が丘2-3-13 飲食店営業(4)その他 一般 武輪 あゆみ 神北(宝健)第20-66 平成29年7月25日 令和5年8月31日 平成23年8月25日
000028 2000131496 ぱん工房　gorshu 669-1535 三田市南が丘2-3-13 菓子製造業 一般 武輪 あゆみ 神北(宝健)第3-26 平成29年7月25日 令和5年8月31日 平成23年8月25日
000028 2000131735 お菓子とパンのアトリエ　シュエット 665-0072 宝塚市千種3-23-24 797771128 飲食店営業(4)その他 一般 林部 広美 神北(宝健)第20-129 平成29年11月8日 令和5年11月30日 平成23年9月12日
000028 2000131736 お菓子とパンのアトリエ　シュエット 665-0072 宝塚市千種3-23-24 797771128 菓子製造業 一般 林部 広美 神北(宝健)第3-51 平成29年11月8日 令和5年11月30日 平成23年9月12日
000028 2000131870 株式会社北神食品 669-1512 三田市高次1-14-12 795651221 魚介類販売業 一般 株式会社北神食品 代表取締役 野間 剛 669-1512 兵庫県三田市高次1-14-12 795651221 神北(宝健)第6-23 平成29年11月2日 令和5年11月30日 平成23年9月16日
000028 2000131871 株式会社北神食品 669-1512 三田市高次1-14-12 795651221 そうざい製造業 一般 株式会社北神食品 代表取締役 野間 剛 669-1512 兵庫県三田市高次1-14-12 795651221 神北(宝健)第15-7 平成29年11月2日 令和5年11月30日 平成23年9月16日
000028 2000131928 あぷりこーぜ 669-1504 三田市小野1164-182 795062564 飲食店営業(4)その他 一般 松江 美和子 神北(宝健)第20-179 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成23年9月27日
000028 2000132087 にぎり長次郎　宝塚店 665-0835 宝塚市旭町2-2-26 797266865 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社フーズネット 代表取締役 加藤 誠 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号大阪国際ビルディング30階 662104481 神北(宝健)第20-130 平成29年11月8日 令和5年11月30日 平成23年10月7日
000028 2000132088 Rainbow Studio & LIVE Cafe 665-0033 宝塚市伊孑志3-15-54宝塚泉北相互ビルＢ１ 797775554 飲食店営業(4)その他 一般 和多谷 大輔 神北(宝健)第20-189 平成29年11月24日 令和5年11月30日 平成23年10月7日
000028 2000132106 サブウェイ　ソリオ宝塚店 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　ソリオ1-GF 797697377 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ポラリス 代表取締役 髙砂 美穂 534-0015 大阪府大阪市都島区善源寺町1-5-53 669280202 神北(宝健)第20-89 平成29年10月18日 令和5年11月30日 平成23年10月12日
000028 2000132147 カラオケ　ぴよぴよ 665-0034 宝塚市小林4-8-2日興スカイマンション１０７号 797772150 飲食店営業(4)その他 一般 岩山 正子 神北(宝健)第20-181 平成29年11月20日 令和5年11月30日 平成23年10月18日
000028 2000132287 胡桃 665-0827 宝塚市小浜3-6-8カーサ小浜Ｎ．101号 0797-81-6532 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 野邊 利郎 神北(宝健)第20-112 平成29年11月1日 令和5年11月30日 平成23年10月26日
000028 2000132373 タマポリ事業所 669-1339 三田市テクノパーク14-8　㈱タマポリ内食堂 795681300 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社塩梅 代表取締役 今井 清秀 567-0834 大阪府茨木市学園南町7-5 726571122 神北(宝健)第20-110 平成29年10月31日 令和5年11月30日 平成23年10月31日



000028 2000132388 きく水 665-0861 宝塚市中山寺2-6-8 797862960 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 伏尾 修 神北(宝健)第20-106 平成29年10月31日 令和5年11月30日 平成23年10月31日
000028 2000132405 カトマンドゥカリーPUJA宝塚 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 797869900 飲食店営業(4)その他 露店80L ＳＩＴＡＵＬＡ ＰＵＪＡ 神北(宝健)第1-209 令和3年10月27日 令和8年11月30日 令和3年10月27日
000028 2000132416 田助 669-1529 三田市中央町4-24 795648844 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社食楽研究所 代表取締役 福西 文彦 669-1352 兵庫県三田市須磨田794-36 795631660 神北(宝健)第20-91 平成29年10月20日 令和5年11月30日 平成23年10月31日
000028 2000132441 ＫＵＨ 669-1401 三田市小柿1348-13 795691171 菓子製造業 一般 小林 愛弓 神北(宝健)第3-46 平成29年10月24日 令和5年11月30日 平成23年11月7日
000028 2000132443 ＢＡＲ　Ｒ－ＴＷＯ 665-0003 宝塚市湯本町1-36　2F 797851662 飲食店営業(4)その他 一般 福間 良子 神北(宝健)第20-92 平成29年10月20日 令和5年11月30日 平成23年11月7日
000028 2000132487 ありまや　三田店 669-1528 三田市駅前町4-3 795587133 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社オールドフォレスト 代表取締役 古家 高 669-1527 兵庫県三田市中町2-12 795531055 神北(宝健)第20-117 平成29年11月1日 令和5年11月30日 平成23年11月10日
000028 2000132536 にしむら屋 665-0881 宝塚市山本東2-9-3 797883621 飲食店営業(4)その他 一般 西村 徳一 神北(宝健)第20-184 平成29年11月22日 令和5年11月30日 平成23年11月14日
000028 2000132537 にしむら屋 665-0881 宝塚市山本東2-9-3 797883621 食肉販売業 一般 西村 徳一 神北(宝健)第5-35 平成29年11月22日 令和5年11月30日 平成23年11月14日
000028 2000132565 童馬水産 665-0033 宝塚市伊孑志3-12-25 797757712 飲食店営業(4)その他 一般 谷山 竜生 神北(宝健)第20-93 平成29年10月20日 令和5年11月30日 平成23年11月16日
000028 2000132794 和食みやたけ 665-0003 宝塚市湯本町9-18アメニティコート宝塚湯本1F 797842866 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田宮 武和 神北(宝健)第20-107 平成29年10月31日 令和5年11月30日 平成23年11月30日
000028 2000132808 三田しゃぶ膳 669-1513 三田市三輪4-6-1 079-564-9918 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　マインズ 代表取締役 狩山 和也 669-1513 兵庫県三田市三輪4-6-1 079-564-9918 神北(宝健)第20-136 平成29年11月10日 令和5年11月30日 平成23年11月30日
000028 2000132905 かっぱ寿司中山寺店 665-0874 宝塚市中筋6-3-10 797822770 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 カッパ・クリエイト株式会社 代表取締役 山⻆ 豪 220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1ランドマークタワー12階 452247095 神北(宝健)第20-224 平成30年2月9日 令和6年2月29日 平成23年12月8日
000028 2000132958 深谷商店 665-0055 宝塚市大成町6-1 797724558 飲食店営業(4)その他 一般 深谷 富基子 神北(宝健)第20-216 平成30年2月1日 令和6年2月29日 平成23年12月13日
000028 2000133167 株式会社池田泉州銀行　山本支店内食堂 665-0816 宝塚市平井1-2-23 0797-89-7780 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一石株式会社 代表取締役 山本 裕次郎 563-0025 大阪府池田市城南3-2-2 072-753-5161 神北(宝健)第20-217 平成30年2月2日 令和6年2月29日 平成23年12月26日
000028 2000133170 パンネル　グランデ・中山寺 665-0874 宝塚市中筋5-3-1 797898823 菓子製造業 一般 株式会社一麦 代表取締役 羽鹿 正紀 665-0013 兵庫県宝塚市宝梅1-12-7 797728787 神北(宝健)第3-79 平成30年2月15日 令和6年2月29日 平成23年12月27日
000028 2000133171 パンネル　グランデ・中山寺 665-0874 宝塚市中筋5-3-1 797898823 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社一麦 代表取締役 羽鹿 正紀 665-0013 兵庫県宝塚市宝梅1-12-7 797728787 神北(宝健)第20-229 平成30年2月15日 令和6年2月29日 平成23年12月27日
000028 2000133243 旬景舎カフェ　Gassa 665-0807 宝塚市長尾台1-11-15 727677308 飲食店営業(4)その他 一般 衣笠 浩之 神北(宝健)第20-219 平成30年2月7日 令和6年2月29日 平成24年1月5日
000028 2000133365 小やきや 665-0836 宝塚市清荒神5-3-36 797868346 菓子製造業 一般 荒尾 貞子 神北(宝健)第3-75 平成30年2月7日 令和6年2月29日 平成24年1月16日
000028 2000133548 秀 669-1535 三田市南が丘1-23-9 079-562-1132 飲食店営業(4)その他 一般 辻子 秀子 神北(宝健)第20-197 平成30年1月19日 令和6年2月29日 平成24年1月31日
000028 2000134120 ｃａｆｅ　ＯＫＩＮＡ 665-0852 宝塚市売布1-22-1 797788241 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 有加子 神北(宝健)第20-3 平成30年4月11日 令和6年5月31日 平成24年3月5日
000028 2000134122 宝塚カーディナル 665-0023 宝塚市蔵人字深谷1391-1宝塚ゴルフクラブ内レストラン 797723887 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　カーディナル 代表取締役 三好 康弘 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-2-9第一三好ビル 663443535 神北(宝健)第20-61 平成30年5月2日 令和6年5月31日 平成24年3月5日
000028 2000134125 藤の坊 669-1534 三田市横山町4-21 795592230 食肉販売業 一般 藤の坊株式会社 代表取締役 藤埜 貴夫 669-1506 兵庫県三田市志手原861-1 795631112 神北(宝健)第5-9 平成30年5月14日 令和6年5月31日 平成24年3月5日
000028 2000134126 龍のひげ 669-1526 三田市相生町26-24ＷestＶillage三田１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 中村 龍子 神北(宝健)第20-82 平成30年5月18日 令和6年5月31日 平成24年3月5日
000028 2000134152 和牛精肉店　玄 665-0805 宝塚市雲雀丘1-2-11　雲雀丘駅前ビル211 727557770 食肉販売業 一般 木村 広志 神北(宝健)第5-14 平成30年5月24日 令和6年5月31日 平成24年3月7日
000028 2000134162 月地亭 665-0003 宝塚市湯本町1-32サウス宝塚参番館101号 0797-85-5335 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 黒田 博子 神北(宝健)第20-8 平成30年4月16日 令和6年5月31日 平成24年3月9日
000028 2000134228 はなれのくるり 665-0003 宝塚市湯本町1-32サウス宝塚参番館102号 0797-87-8177 飲食店営業(4)その他 一般 前 国臣 神北(宝健)第20-33 平成30年4月19日 令和6年5月31日 平成24年3月16日
000028 2000134243 シルビア（Ｓｉｌｖｉａ） 665-0004 宝塚市梅野町2-4グラン・ドムール宝塚南口Ｂ１ 0797-86-3987 飲食店営業(4)その他 一般 松野 多津 神北(宝健)第20-73 平成30年5月8日 令和6年5月31日 平成24年3月19日
000028 2000134259 Placebo 669-1537 三田市西山2-1-3 795061503 飲食店営業(4)その他 一般 竹内 秀晃 神北(宝健)第20-37 平成30年4月19日 令和6年5月31日 平成24年3月19日
000028 2000134260 Placebo 669-1537 三田市西山2-1-3 795061503 菓子製造業 一般 竹内 秀晃 神北(宝健)第3-9 平成30年4月19日 令和6年5月31日 平成24年3月19日
000028 2000134262 さんさん堂 665-0056 宝塚市中野町1-15　マンション木本103 797740334 飲食店営業(4)その他 一般 内田 稔彦 神北(宝健)第20-23 平成30年4月18日 令和6年5月31日 平成24年3月19日
000028 2000134275 新明和宝塚クラブ 665-0052 宝塚市新明和町2-19 0798-52-0167 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　リエイ 代表取締役 椛澤 一 279-0012 千葉県浦安市入船1-5-2 047-355-8181 神北(宝健)第20-78 平成30年5月11日 令和7年5月31日 平成24年3月22日
000028 2000134304 平島病院 669-1531 三田市天神1-2-15 795620270 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社塩梅 代表取締役 今井 清秀 567-0834 大阪府茨木市学園南町7番5号 726571122 神北(宝健)第20-83 平成30年5月21日 令和6年5月31日 平成24年3月22日
000028 2000134305 イオン三田店（サーターアンダギー） 669-1546 三田市弥生が丘1-1-1 795624711 菓子製造業 一般 イオンリテールストア株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432126500 神北(宝健)第3-8 平成30年4月17日 令和6年5月31日 平成24年3月22日
000028 2000134349 シチニア食堂 665-0836 宝塚市清荒神3-6-27 797200714 飲食店営業(4)その他 一般 板野 茂樹 神北(宝健)第20-85 平成30年5月23日 令和6年5月31日 平成24年3月26日
000028 2000134376 宝塚育成事業所 665-0825 宝塚市安倉西4-1-7 0797-86-9883 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人　こむの事業所 理事 松藤 聖一 665-0867 兵庫県宝塚市売布東の町12-9 0797-87-8330 神北(宝健)第20-77 平成30年5月11日 令和6年5月31日 平成24年3月28日
000028 2000134540 鶏処　ゆう 665-0003 宝塚市湯本町1-36 1F 0797-87-0223 飲食店営業(4)その他 一般 安岡 勇一郎 神北(宝健)第20-24 平成30年4月18日 令和6年5月31日 平成24年4月9日
000028 2000134564 株式会社飛行船 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社飛行船 代表取締役 歳内 浩三 669-1537 兵庫県三田市西山2-26-3 795629388 神北(宝健)第1-80 令和4年5月19日 令和9年5月31日 令和4年5月19日
000028 2000134566 ステーキガスト宝塚店 665-0874 宝塚市中筋7-100-1 797821088 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保1-25-8 0422-37-5218 神北(宝健)第20-58 平成30年4月27日 令和6年5月31日 平成24年4月6日
000028 2000134598 千吉 665-0805 宝塚市雲雀丘2-1-5 727579860 飲食店営業(4)その他 一般 鈴木 やよひ 神北(宝健)第20-56 平成30年4月26日 令和6年5月31日 平成24年4月10日
000028 2000134629 カラオケ　スナック　シーサイド 665-0845 宝塚市栄町1-19-14ワールドターンビル２Ｆ 0797-85-0022 飲食店営業(4)その他 一般 中川 義信 神北(宝健)第20-88 平成30年5月29日 令和6年5月31日 平成24年4月17日
000028 2000134644 宝塚鳥芳 665-0035 宝塚市逆瀬川1-13-1カルチェヌーボ１Ｆ 0797-72-4003 食肉販売業 一般 有限会社　宝塚鳥芳 代表取締役 塚本 淳 665-0021 兵庫県宝塚市中州1-7-16 0797-72-4003 神北(宝健)第5-7 平成30年4月23日 令和6年5月31日 平成24年4月13日
000028 2000134645 宝塚鳥芳 665-0035 宝塚市逆瀬川1-13-1カルチェヌーボ１Ｆ 0797-72-4003 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　宝塚鳥芳 代表取締役 塚本 淳 665-0021 兵庫県宝塚市中州1-7-16 0797-72-4003 神北(宝健)第20-44 平成30年4月23日 令和6年5月31日 平成24年4月13日
000028 2000134648 ㈱丹波の里本舗 669-1502 三田市永沢寺170 795522102 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 株式会社丹波の里本舗 代表取締役 吉田 亜子 669-1143 兵庫県西宮市名塩ガーデン15-1 795522102 神北(宝健)第1-31 令和4年4月22日 令和10年5月31日 令和4年4月22日
000028 2000134683 三田あさひ幼稚園内魚国総本社 669-1323 三田市あかしあ台4-21 795652436 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社魚国総本社 代表取締役 田所 伸浩 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町1-6-19 664785723 神北(宝健)第20-84 平成30年5月22日 令和7年5月31日 平成24年4月18日
000028 2000134771 まなぶおじさんの珈琲工房 669-1531 三田市天神3-2-12 795511635 喫茶店営業 一般 清水 りか 神北(宝健)第2-7 平成30年4月23日 令和6年5月31日 平成24年4月23日
000028 2000134781 神戸ちぇりー亭宝塚店 665-0034 宝塚市小林4-8-24 0797-51-2312 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ちぇりー亭 代表取締役 武内 宏文 669-1535 兵庫県三田市南が丘2-8 神北(宝健)第20-48 平成30年4月24日 令和6年5月31日 平成24年4月24日
000028 2000134961 チキンハウス　鳥一 669-1528 三田市駅前町6-36 795625623 飲食店営業(4)その他 一般 細見 和彦 神北(宝健)第20-13 平成30年4月16日 令和6年5月31日 平成24年4月27日
000028 2000134962 チキンハウス　鳥一 669-1528 三田市駅前町6-36 795625623 食肉販売業 一般 細見 和彦 神北(宝健)第5-2 平成30年4月16日 令和6年5月31日 平成24年4月27日
000028 2000135036 阪急オアシス　三田駅前店 669-1528 三田市駅前町2-1三田駅前一番館１Ｆ 079-553-8655 飲食店営業(4)その他 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第20-68 平成30年5月8日 令和6年5月31日 平成24年5月11日
000028 2000135037 阪急オアシス　三田駅前店 669-1528 三田市駅前町2-1三田駅前一番館１Ｆ 079-553-8655 飲食店営業(4)その他 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第20-69 平成30年5月8日 令和6年5月31日 平成24年5月11日
000028 2000135038 阪急オアシス　三田駅前店 669-1528 三田市駅前町2-1三田駅前一番館１Ｆ 079-553-8655 飲食店営業(4)その他 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第20-70 平成30年5月8日 令和6年5月31日 平成24年5月11日
000028 2000135041 安井酒造有限会社 669-1357 三田市東本庄167 795681003 酒類製造業 一般 安井酒造　有限会社 代表取締役 安井 幹雄 669-1357 兵庫県三田市東本庄167 795681003 神北(宝健)第14-1 平成30年5月31日 令和6年5月31日 平成24年5月16日
000028 2000135044 おおうら 669-1535 三田市南が丘1-30-3 795632825 飲食店営業(4)その他 一般 大浦 ヤス子 神北(宝健)第20-86 平成30年5月23日 令和6年5月31日 平成24年5月11日
000028 2000135186 牡丹亭 669-1204 宝塚市長谷字門畑29 0797-91-1616 飲食店営業(4)その他 一般 上畑 善一 神北(宝健)第20-52 平成30年4月24日 令和6年5月31日 平成24年5月18日
000028 2000135187 牡丹亭 669-1204 宝塚市長谷字門畑29 0797-91-1616 菓子製造業 一般 上畑 善一 神北(宝健)第3-10 平成30年4月24日 令和6年5月31日 平成24年5月18日
000028 2000135224 呑み処　あんり 669-1529 三田市中央町4-11宮脇三田ビル１Ｆ２号 079-562-8111 飲食店営業(4)その他 一般 大勢 文子 神北(宝健)第20-57 平成30年4月26日 令和6年5月31日 平成24年5月21日
000028 2000135262 六軒茶屋 665-0836 宝塚市清荒神1-11-23クリスタルコート清荒神１Ｆ 797862704 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社茶谷産業 代表取締役 665-0836 兵庫県宝塚市清荒神二丁目20番31号 797862704 神北(宝健)第1-47 令和4年5月10日 令和10年5月31日 令和4年5月10日
000028 2000135288 一蘭　宝塚インター店 665-0822 宝塚市安倉中3-8-31 797810122 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社一蘭 代表取締役 吉冨 学 810-0801 福岡県福岡市博多区中洲5-3-2 922821111 神北(宝健)第20-45 平成30年4月23日 令和6年5月31日 平成24年5月25日
000028 2000135337 牡丹亭 669-1204 宝塚市長谷字門畑29 797911616 そうざい製造業 一般 上畑 善一 神北(宝健)第15-1 平成30年4月24日 令和6年5月31日 平成24年5月29日
000028 2000135372 カトマンドゥカリーＰＵＪＡ三田 669-1535 三田市南が丘2-3-27 079-565-6200 飲食店営業(4)その他 一般 SITAULA PUNNYA PRASAD 神北(宝健)第20-28 平成30年4月18日 令和6年5月31日 平成24年5月30日
000028 2000135454 Ｃａｋｏ　Ｃａｆｅ（カコカフェ） 669-1513 三田市三輪1-15-3　ＭＳ’ハウス102号 795622828 飲食店営業(4)その他 一般 栫 廣德 神北(宝健)第20-115 平成30年7月24日 令和6年8月31日 平成24年6月1日
000028 2000135534 669-1513 三田市三輪4-6-6 795602282 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社関西吉野家 代表取締役 渡邉 喜広 115-0044 東京都中央区日本橋箱崎町36-2 676362883 神北(宝健)第20-94 平成30年7月10日 令和6年8月31日 平成24年6月11日
000028 2000135548 久太郎　宝塚店 665-0034 宝塚市小林3-8-41 797765630 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　エヌゼット 代表取締役 大石 重己 567-0888 大阪府茨木市駅前1-4-30 726263400 神北(宝健)第20-103 平成30年7月19日 令和6年8月31日 平成24年6月12日
000028 2000135624 nanana  parena 665-0816 宝塚市平井1-2-22 0797-88-5800 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　ルックフォアネットワーク 代表取締役 中野 俊彦 563-0055 大阪府池田市菅原町3-1-908 072-754-2702 神北(宝健)第20-110 平成30年7月20日 令和6年8月31日 平成24年6月21日
000028 2000135836 パシオン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 佐藤 哲治 神北(宝健)第1-179 令和4年8月9日 令和9年8月31日 令和4年8月9日
000028 2000135853 韓国家庭料理　漢江 665-0845 宝塚市栄町2-1-1ソリオ１　Ｂ－135号 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石見 マキ 神北(宝健)第20-108 平成30年7月20日 令和6年8月31日 平成24年7月9日
000028 2000135871 屋台風うどん　がちんこ 665-0054 宝塚市鹿塩1-10-14グリーンフィールド田中101号 798535649 飲食店営業(4)その他 一般 名和 勝 神北(宝健)第20-131 平成30年8月3日 令和6年8月31日 平成24年7月9日
000028 2000135913 Ｂａｒｎｓｈｅｌｆ（バーンシェルフ） 669-1515 三田市大原1587-9 079-558-7664 喫茶店営業 一般 小前 司 神北(宝健)第2-29 平成30年7月10日 令和6年8月31日 平成24年7月10日
000028 2000135917 早瀬野菜研究所 669-1503 三田市乙原2395-54 795661210 ソース類製造業 一般 早瀬 真由美 神北(宝健)第13-1 平成30年7月24日 令和6年8月31日 平成24年7月10日
000028 2000136057 シュヴァル 665-0061 宝塚市仁川北2-3-11 798524003 飲食店営業(4)その他 一般 馬野 智津 神北(宝健)第20-100 平成30年7月18日 令和6年8月31日 平成24年7月31日
000028 2000136058 a key ellie 665-0003 宝塚市湯本町2-6セザンヌ宝塚１Ｆ 797841116 飲食店営業(4)その他 一般 滝野 栄理子 神北(宝健)第20-130 平成30年8月1日 令和6年8月31日 平成24年7月31日
000028 2000136198 ホルモン商店　マルヤス 669-1512 三田市高次2-1-25親和ハイツ１Ｆ 795623903 食肉販売業 一般 渡辺 泰孝 神北(宝健)第5-28 平成30年7月18日 令和6年8月31日 平成24年7月31日
000028 2000136259 麺や運 665-0011 宝塚市南口2-14-3　ザ・宝塚タワーリベラ112号 797206381 飲食店営業(4)その他 一般 運天 哲人 神北(宝健)第20-112 平成30年7月23日 令和6年8月31日 平成24年8月3日
000028 2000136349 ベーカリー　カフェ　ロンドン 665-0011 宝塚市南口2-14-3ザ宝塚タワー111号 0797-73-1122 菓子製造業 一般 富士屋株式会社 代表取締役 池野 忠司 592-0001 大阪府高石市高砂2-2-4 072-781-1461 神北(宝健)第3-33 平成30年7月20日 令和6年8月31日 平成24年8月13日
000028 2000136350 ベーカリー　カフェ　ロンドン 665-0011 宝塚市南口2-14-3ザ宝塚タワー111号 0797-73-1122 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 富士屋株式会社 代表取締役 池野 忠司 592-0001 大阪府高石市高砂2-2-4 072-781-1461 神北(宝健)第20-109 平成30年7月20日 令和6年8月31日 平成24年8月13日
000028 2000136532 Ｒｙｏ 665-0056 宝塚市中野町1-9山田マンションＪ棟103号 797696006 飲食店営業(4)その他 一般 黒﨑 亮子 神北(宝健)第20-124 平成30年7月27日 令和6年8月31日 平成24年8月31日
000028 2000136570 かしの木工房 こはま（クッキー） 665-0827 宝塚市小浜4-1-27 797855171 菓子製造業 一般 社会福祉法人　宝塚さざんか福祉会 理事長 松井 美弥子 665-0825 兵庫県宝塚市安倉西３丁目１－５ 797836544 神北(宝健)第3-38 平成30年7月26日 令和6年8月31日 平成24年8月30日
000028 2000136576 かしの木工房 こはま（ケーキ） 665-0827 宝塚市小浜4-1-27 797855171 菓子製造業 一般 社会福祉法人　宝塚さざんか福祉会 理事長 松井 美弥子 665-0825 兵庫県宝塚市安倉西３丁目１－５ 797836544 神北(宝健)第3-39 平成30年7月26日 令和6年8月31日 平成24年8月30日
000028 2000136605 株式会社　コスモス食品 669-1333 三田市下内神655 795671141 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　コスモス食品 代表取締役 圓井 康輔 669-1333 兵庫県三田市下内神655 795671141 神北(宝健)第20-132 平成30年8月8日 令和6年8月31日 平成24年8月30日
000028 2000136747 カラオケ喫茶1010(イチマル イチマル) 669-1525 三田市対中町9-13 795648899 飲食店営業(4)その他 一般 千住 伊作枝 神北(宝健)第20-203 平成30年11月30日 令和6年11月30日 平成24年9月7日
000028 2000136862 希望の家　サンホーム 669-1231 宝塚市玉瀬字田畠9 797911790 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　一文字食品 代表取締役 前田 靖文 658-0014 兵庫県神戸市東灘区北青木2-7-8 784311114 神北(宝健)第20-201 平成30年11月22日 令和6年11月30日 平成24年9月19日
000028 2000136868 松尾亭 669-1345 三田市下相野357-3 795681151 菓子製造業 一般 松尾 由美子 神北(宝健)第3-61 平成30年10月26日 令和6年11月30日 平成24年9月24日
000028 2000136922 三田ﾚｰｸｻｲﾄﾞｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞﾚｽﾄﾗﾝ 669-1349 三田市大川瀬1461 795565995 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 333414216 神北(宝健)第20-176 平成30年11月6日 令和6年11月30日 平成24年9月27日
000028 2000136928 立吞処　ジェミニ 665-0034 宝塚市小林5-4-35 飲食店営業(4)その他 一般 上田 香代 神北(宝健)第20-170 平成30年10月30日 令和6年11月30日 平成24年9月27日
000028 2000136984 サンドウイッチ　ルマン　南口本店 665-0011 宝塚市南口2-12-14 797720916 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社　ルマン 代表取締役 𥶡 史子 665-0011 兵庫県宝塚市南口2-12-14 797720916 神北(宝健)第20-145 平成30年10月12日 令和6年11月30日 平成24年9月28日
000028 2000136986 サンドウイッチ　ルマン　花のみちセルカ店 665-0845 宝塚市栄町1-6-2花のみちセルカ２番館２階 797851200 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　ルマン 代表取締役 𥶡 史子 665-0011 兵庫県宝塚市南口2-12-14 797720916 神北(宝健)第20-150 平成30年10月16日 令和6年11月30日 平成24年9月28日
000028 2000136988 Burn B 665-0003 宝塚市湯本町1-33 797871150 飲食店営業(4)その他 一般 牛尾 基照 神北(宝健)第20-149 平成30年10月16日 令和6年11月30日 平成24年9月28日
000028 2000137072 一夢　津ノ国屋 665-0836 宝塚市清荒神1-17-16 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 津田 晃 神北(宝健)第1-353 令和4年11月28日 令和9年11月30日 令和4年11月28日
000028 2000137155 焼肉まるゆう 669-1535 三田市南が丘2-15-35 795642929 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社丸優 代表取締役 廣岡 誠道 669-1535 兵庫県三田市南が丘二丁目15番35号 795624641 神北(宝健)第20-157 平成30年10月23日 令和6年11月30日 平成24年10月15日
000028 2000137166 自家焙煎珈琲とオーガニックハーブの店　CoCo 665-0844 宝塚市武庫川町2-2 797756711 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ラッツレビィク 代表取締役 別役 茉莉子 665-0844 兵庫県宝塚市武庫川町2-2 797756711 神北(宝健)第20-165 平成30年10月26日 令和6年11月30日 平成24年10月15日
000028 2000137350 27170第二 669-1339 三田市テクノパーク5-4 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田3丁目3番20号 664588801 神北(宝健)第20-163 平成30年10月24日 令和6年11月30日 平成24年10月30日
000028 2000137412 Bar　Chou　Chou 665-0842 宝塚市川面5-4-5アルテ宝塚１Ｆ 797875566 飲食店営業(4)その他 一般 小島 美佳 神北(宝健)第20-192 平成30年11月12日 令和6年11月30日 平成24年11月6日
000028 2000137449 宝塚典礼会館２Ｆ 665-0825 宝塚市安倉西4-2-39 797855551 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　日本セレモニー 代表取締役 神田 輝 750-1114 山口県下関市王喜本町六丁目4番50号 832830088 神北(宝健)第2-188 令和1年10月16日 令和8年11月30日 平成24年11月7日
000028 2000137450 宝塚典礼会館３Ｆ 665-0825 宝塚市安倉西4-2-39 797855551 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　日本セレモニー 代表取締役 神田 輝 750-1114 山口県下関市王喜本町六丁目4番50号 832830088 神北(宝健)第2-189 令和1年10月16日 令和8年11月30日 平成24年11月7日
000028 2000137469 串かつ　来音 665-0011 宝塚市南口2-14-3ザ・宝塚タワー113号室 797209206 飲食店営業(4)その他 一般 坂下 真介 神北(宝健)第20-155 平成30年10月22日 令和6年11月30日 平成24年11月8日
000028 2000137556 丸亀製麺イオン三田ウッディタウン店 669-1321 三田市けやき台1-6-2イオン三田ウッディタウン１Ｆ 795591300 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社丸亀製麺 代表取締役 山口 寛 150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号 342218900 神北(宝健)第20-173 平成30年11月1日 令和6年11月30日 平成24年11月16日
000028 2000137767 マクドナルド　仁川店 665-0054 宝塚市鹿塩1-327 798536457 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　ステイブル 代表取締役 田中 久則 661-0047 兵庫県尼崎市西昆陽3-3-1 664213553 神北(宝健)第2-211 令和1年10月24日 令和8年11月30日 平成24年11月29日
000028 2000137768 マクドナルド　仁川店 665-0054 宝塚市鹿塩1-327 798536457 菓子製造業 一般 有限会社　ステイブル 代表取締役 田中 久則 661-0047 兵庫県尼崎市西昆陽3-3-1 664213553 神北(宝健)第2-212 令和1年10月24日 令和8年11月30日 平成24年11月29日
000028 2000137769 マクドナルド　仁川店 665-0054 宝塚市鹿塩1-327 797572308 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 有限会社　ステイブル 代表取締役 田中 久則 661-0047 兵庫県尼崎市西昆陽3-3-1 664213553 神北(宝健)第7-7 平成30年10月30日 令和6年11月30日 平成24年11月29日
000028 2000137775 マクドナルド　小林イズミヤ店 665-0034 宝塚市小林5-5-47 797761810 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　ステイブル 代表取締役 田中 久則 661-0047 兵庫県尼崎市西昆陽3-3-1 664213553 神北(宝健)第2-209 令和1年10月24日 令和8年11月30日 平成24年11月29日
000028 2000137776 マクドナルド　小林イズミヤ店 665-0034 宝塚市小林5-5-47 797761810 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 有限会社　ステイブル 代表取締役 田中 久則 661-0047 兵庫県尼崎市西昆陽3-3-1 664213553 神北(宝健)第7-9 平成30年11月16日 令和6年11月30日 平成24年11月29日
000028 2000137842 27170本社 669-1339 三田市テクノパーク13-6日立オートモティブシステムズ阪神㈱内 795686958 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田3丁目3番20号 664588801 神北(宝健)第20-162 平成30年10月24日 令和6年11月30日 平成24年11月28日
000028 2000137848 三田ﾚｰｸｻｲﾄﾞｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ北摂ｺｰｽ内売店 669-1349 三田市大川瀬1461 795565995 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 333414216 神北(宝健)第20-177 平成30年11月6日 令和6年11月30日 平成24年11月30日
000028 2000137849 三田ﾚｰｸｻｲﾄﾞｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ東播ｺｰｽ内売店 669-1349 三田市大川瀬1461 795565995 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 333414216 神北(宝健)第20-178 平成30年11月6日 令和6年11月30日 平成24年11月30日
000028 2000137892 ふくろう 669-1303 三田市末1321-1 飲食店営業(4)その他 一般 有賀 春美 神北(宝健)第20-224 平成31年1月23日 令和7年2月28日 平成24年12月5日
000028 2000138019 rosso nero（ロッソ　ネロ） 665-0024 宝塚市逆瀬台1-11阪急逆瀬台アヴェルデ4番館202号 797729696 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 植松 寛 神北(宝健)第20-216 平成31年1月16日 令和7年2月28日 平成24年12月17日
000028 2000138025 reVo　　《リボ》 665-0035 宝塚市逆瀬川1-8-19 797764808 飲食店営業(4)その他 一般 川口 和惠 神北(宝健)第20-219 平成31年1月17日 令和7年2月28日 平成24年12月17日
000028 2000138051 松屋・マイカリー食堂　宝塚安倉店 665-0823 宝塚市安倉南2-2-21 797853118 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社松屋フーズ 代表取締役 瓦葺 一利 180-0006 東京都武蔵野市中町1-14-5 422381121 神北(宝健)第20-214 平成31年1月15日 令和7年2月28日 平成24年12月19日
000028 2000138363 肉の松島 665-0823 宝塚市安倉南1-20-33　サンディ内 797841929 食肉販売業 一般 株式会社　恒星 代表取締役 松島 裕子 617-0833 京都府長岡京市神足木寺町3-1 759567444 神北(宝健)第5-52 平成31年1月11日 令和7年2月28日 平成25年1月23日
000028 2000138415 ビストロ　Ｌａ　Ｋｕｎｉ（ﾋﾞｽﾄﾛ　ﾗ・ｸﾆ） 665-0845 宝塚市栄町1-6-2花のみちセルカ２番館204号 797869292 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡田 邦子 神北(宝健)第20-218 平成31年1月17日 令和7年2月28日 平成25年1月25日
000028 2000138462 株式会社　Ｇｒｅｅｎ　Ｍｉｎｄ 669-1544 三田市武庫が丘3-4 795587124 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　Ｇｒｅｅｎ　Ｍｉｎｄ 代表取締役 髙寺 寿一 669-1544 兵庫県三田市武庫が丘3-4 795587124 神北(宝健)第20-225 平成31年1月23日 令和7年2月28日 平成25年1月30日
000028 2000138518 カラオケ本舗　まねきねこ三田店 669-1535 三田市南が丘1-4-6 795536377 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社コシダカ 代表取締役 腰髙 博 371-0847 群馬県前橋市大友町1-5-1 272803381 神北(宝健)第20-233 平成31年1月31日 令和7年2月28日 平成25年2月4日



000028 2000138531 ローソン宝塚山本南二丁目店 665-0882 宝塚市山本南2-7-16 797885047 飲食店営業(4)その他 一般 林田 充弘 神北(宝健)第20-215 平成31年1月15日 令和7年2月28日 平成25年2月5日
000028 2000138608 スシロー宝塚高司店 665-0051 宝塚市高司1-6-21 797782701 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社あきんどスシロー 代表取締役 新居 耕平 564-0063 大阪府吹田市江坂町1-22-2 663681001 神北(宝健)第20-209 平成31年1月11日 令和7年2月28日 平成25年2月8日
000028 2000138616 ありちゃん工房 669-1333 三田市下内神39-2 795672057 みそ製造業 一般 有鼻 恵子 神北(宝健)第36-1 平成31年2月8日 令和7年2月28日 平成25年2月13日
000028 2000138631 すき家宝塚中筋店 665-0874 宝塚市中筋6-13-22 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 357838850 神北(宝健)第2-388 令和2年2月19日 令和9年2月28日 平成25年2月13日
000028 2000138701 いちぜん 669-1203 宝塚市下佐曽利字山添5-2 797910224 飲食店営業(4)その他 一般 山添 貴代 神北(宝健)第20-221 平成31年1月17日 令和7年2月28日 平成25年2月20日
000028 2000138702 いちぜん 669-1203 宝塚市下佐曽利字山添5-2 797910224 菓子製造業 一般 山添 貴代 神北(宝健)第3-88 平成31年1月17日 令和7年2月28日 平成25年2月20日
000028 2000138709 有限会社ママノ店シバノ  スーパーマーケットＦＲＥＳＣＯ 669-1341 三田市西相野1014 795686199 魚介類販売業 一般 有限会社ママノ店シバノ 代表取締役 芝野 忠志 669-1345 兵庫県三田市下相野393-8 795686199 神北(宝健)第6-35 平成31年1月28日 令和7年2月28日 平成25年2月20日
000028 2000138710 有限会社ママノ店シバノ  スーパーマーケットＦＲＥＳＣＯ 669-1341 三田市西相野1014 795686199 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ママノ店シバノ 代表取締役 芝野 忠志 669-1345 兵庫県三田市下相野393-8 795686199 神北(宝健)第20-228 平成31年1月28日 令和7年2月28日 平成25年2月20日
000028 2000139057 喫茶ちどり 665-0877 宝塚市中山桜台1-7-1 797820201 飲食店営業(4)その他 一般 社会福祉法人　晋栄福祉会 理事長 濵田 和則 571-0026 大阪府門真市北島町12-20 728818201 神北(宝健)第2-57 令和2年4月27日 令和9年5月31日 平成25年3月14日
000028 2000139149 スチュデントハイム三田中央町 669-1529 三田市中央町13-19 795634556 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ジケイ・スペース株式会社 代表取締役 覚野 廣久 542-0082 大阪府大阪市中央区島之内1-11-30 662452551 神北(宝健)第2-50 平成31年4月24日 令和7年5月31日 平成25年3月22日
000028 2000139180 スナックＩ 669-1528 三田市駅前町5-4 795655934 飲食店営業(4)その他 一般 田中 イツ子 神北(宝健)第2-53 平成31年4月24日 令和7年5月31日 平成25年3月22日
000028 2000139283 Ｆａｎｔａｓｉｓｔａ藤 665-0011 宝塚市南口2-14-5サンビオラ5番館１Ｆ209 飲食店営業(4)その他 一般 遠藤 博子 神北(宝健)第2-84 令和1年5月20日 令和7年5月31日 平成25年3月27日
000028 2000139284 とんこつラーメン専門店　大かわ 665-0815 宝塚市山本丸橋1-3-15-101 797803399 飲食店営業(4)その他 一般 野田 政雄 神北(宝健)第2-66 令和1年5月7日 令和7年5月31日 平成25年3月27日
000028 2000139285 すみかキッズたからづか 665-0051 宝塚市高司2-20-6 797696772 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ポピンズエデュケア 代表取締役 小川 裕 150-0012 東京都渋谷区広尾五丁目6番6号 334472100 神北(宝健)第2-60 令和2年4月28日 令和9年5月31日 平成25年3月27日
000028 2000139318 IKKI 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 菓子製造業 露店 株式会社一輝 代表取締役 荒井 剛司 547-0002 大阪府大阪市平野区加美東2-2-3 06-6796-1469 神北(宝健)第3-5 平成30年4月12日 令和5年5月31日 平成25年3月28日
000028 2000139372 酵素バス＆カフェ　もでれぇしょん 669-1528 三田市駅前町7-32 795635568 飲食店営業(4)その他 一般 秋田 ひとみ 神北(宝健)第2-32 平成31年4月18日 令和7年5月31日 平成25年3月29日
000028 2000139374 マルヤス商店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 自動車 神北(宝健)第20-4 平成30年4月12日 令和5年5月31日 平成25年3月29日
000028 2000139489 株式会社イー・イン・グ 665-0823 宝塚市安倉南1-17-18-101 797816620 菓子製造業 一般 株式会社イー・イン・グ 代表取締役 中田 千鶴 665-0823 兵庫県宝塚市安倉南1-17-18 797816620 神北(宝健)第2-24 平成31年4月16日 令和7年5月31日 平成25年4月9日
000028 2000139528 宝塚市立養護老人ホーム福寿荘 665-0825 宝塚市安倉西3-1-5 797863096 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人晋栄福祉会 理事長 濵田 和則 571-0026 大阪府門真市北島町12-20 728818201 神北(宝健)第2-78 令和1年5月14日 令和7年5月31日 平成25年3月29日
000028 2000139608 カフェ狭間 669-1545 三田市狭間が丘5-4733-23狭間が丘コミュニティセンター内 795587783 飲食店営業(4)その他 一般 梶本 美智子 神北(宝健)第2-41 平成31年4月22日 令和7年5月31日 平成25年4月19日
000028 2000139632 有限会社アルバテック 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 有限会社アルバテック 代表取締役 野間 真一 487-0003 愛知県春日井市木附町994番地 568518938 神北(宝健)第1-19 令和5年4月21日 令和10年5月31日 令和5年4月21日
000028 2000139634 アイディア研究舎 665-0875 宝塚市中筋山手1-3-31　ハイツみずきB-105 797807840 飲食店営業(4)その他 一般 林 真理 神北(宝健)第2-57 平成31年4月25日 令和7年5月31日 平成25年4月22日
000028 2000139677 ＧＡＬＬＥＲＹ＋ＣＡＦＥ　ｍｕｇｕｅｔ 665-0035 宝塚市逆瀬川1-8-5 797807993 飲食店営業(4)その他 一般 吉野 友佳子 神北(宝健)第2-65 令和1年5月7日 令和7年5月31日 平成25年4月25日
000028 2000139689 たからづか牛乳　南口店 665-0011 宝塚市南口2-12-14 797808662 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　たからづか牛乳 代表取締役 山本 陽子 665-0051 兵庫県宝塚市高司5-2-9 797775530 神北(宝健)第2-2 平成31年4月5日 令和7年5月31日 平成25年4月25日
000028 2000139691 たからづか牛乳　南口店 665-0011 宝塚市南口2-12-14 797808662 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 有限会社　たからづか牛乳 代表取締役 山本 陽子 665-0051 兵庫県宝塚市高司5-2-9 797775530 神北(宝健)第7-2 平成30年5月8日 令和5年5月31日 平成25年4月25日
000028 2000139698 グロアール 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 野村 清美 神北(宝健)第3-11 平成30年4月26日 令和5年5月31日 平成25年4月25日
000028 2000139849 神戸三田物流センター 669-1317 三田市宮脇54-1 795536555 菓子製造業 一般 ＣＳＪ株式会社 代表取締役 山﨑 文裕 100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1　新国際ビル 352188839 神北(宝健)第2-52 令和2年4月27日 令和8年5月31日 平成25年5月8日
000028 2000139883 愛菜山本店3F集会室 665-0881 宝塚市山本東2-6-9 797899549 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社コープフーズ 代表取締役 友重 伸和 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-3-19 788113315 神北(宝健)第2-35 平成31年4月19日 令和7年5月31日 平成25年5月10日
000028 2000139916 魚民 665-0011 宝塚市南口2-14-2サンビオラ２番館　２階 797727088 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社モンテローザフーズ 代表取締役 大神 輝博 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1-21-1 422368888 神北(宝健)第2-28 令和2年4月20日 令和9年5月31日 平成25年5月13日
000028 2000140160 アルメリア 665-0021 宝塚市中州1-2-24-B101 797268555 飲食店営業(4)その他 一般 岩本 千鶴代 神北(宝健)第2-67 令和1年5月7日 令和7年5月31日 平成25年5月28日
000028 2000140204 ＴＡＮＯＫＡＮＳＡ（タノカンサ） 669-1412 三田市木器1496 795690545 菓子製造業 一般 光月 範明 神北(宝健)第2-28 平成31年4月18日 令和7年5月31日 平成25年5月29日
000028 2000140205 株式会社おゝみや　三田支店 669-1513 三田市三輪1-13-35 795622314 飲食店営業(4)その他 一般 ㈱おゝみや 代表取締役 大見 春樹 669-2335 兵庫県丹波篠山市乾新町40 795520352 神北(宝健)第2-33 平成31年4月18日 令和7年5月31日 平成25年5月29日
000028 2000140279 ポピー 665-0845 宝塚市栄町1-7-7 797810700 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　宝塚キムラヤ 代表取締役 木村 眞一 665-0844 兵庫県宝塚市武庫川町2-1 797862923 神北(宝健)第2-4 平成31年4月8日 令和7年5月31日 平成25年5月31日
000028 2000140285 マルチュウ山本店 665-0814 宝塚市山本野里1-50-5 797696853 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マルチュウ 代表取締役 湯本 正基 561-0864 兵庫県伊丹市昆陽南1-2-4 727837432 神北(宝健)第2-11 平成31年4月12日 令和7年5月31日 平成25年5月31日
000028 2000140287 マルチュウ山本店 665-0814 宝塚市山本野里1-50-5 797696853 食肉販売業 一般 株式会社マルチュウ 代表取締役 湯本 正基 561-0864 兵庫県伊丹市昆陽南1-2-4 727837432 神北(宝健)第2-13 平成31年4月12日 令和7年5月31日 平成25年5月31日
000028 2000140288 マルチュウ山本店 665-0814 宝塚市山本野里1-50-5 797696853 魚介類販売業 一般 株式会社マルチュウ 代表取締役 湯本 正基 561-0864 兵庫県伊丹市昆陽南1-2-4 727837432 神北(宝健)第2-14 平成31年4月12日 令和7年5月31日 平成25年5月31日
000028 2000140289 マルチュウ山本店 665-0814 宝塚市山本野里1-50-5 797696853 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マルチュウ 代表取締役 湯本 正基 561-0864 兵庫県伊丹市昆陽南1-2-4 727837432 神北(宝健)第2-15 平成31年4月12日 令和7年5月31日 平成25年5月31日
000028 2000140401 Ｂａｒ　Ｓｙｎｄｉｃａｔｅ 665-0011 宝塚市南口2-14-3　ザ宝塚タワー116号室 飲食店営業(4)その他 一般 阪本 敏啓 神北(宝健)第2-130 令和1年7月19日 令和7年8月31日 平成25年6月12日
000028 2000140407 嬉らく人 669-1526 三田市相生町1-40　相生スカイパーク1F 795622951 飲食店営業(4)その他 一般 Ｎ・Ｙ・フードサービス株式会社 代表取締役 山内 直也 669-1526 兵庫県三田市相生町1-40　相生スカイパーク1F 795622951 神北(宝健)第2-103 令和1年7月3日 令和7年8月31日 平成25年6月12日
000028 2000140416 Fleur de Nier 665-0865 宝塚市寿町8-16 797848612 飲食店営業(4)その他 一般 西田 裕章 神北(宝健)第2-139 令和1年7月25日 令和7年8月31日 平成25年6月14日
000028 2000140473 創咲和楽　つるぎ 665-0003 宝塚市湯本町2-4 1F 797986103 飲食店営業(4)その他 一般 小田 剣 神北(宝健)第2-111 令和1年7月17日 令和7年8月31日 平成25年6月20日
000028 2000140513 珈琲専門店ＭＵＣ 665-0035 宝塚市逆瀬川1-13-1アピア３ 724751 飲食店営業(4)その他 一般 中邑 京子 神北(宝健)第2-146 令和1年7月29日 令和7年8月31日 平成25年6月21日
000028 2000140521 すき家　宝塚小林店 665-0034 宝塚市小林5-9-100 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 357838850 神北(宝健)第2-269 令和2年8月21日 令和9年8月31日 平成25年6月20日
000028 2000140548 ローソン宝塚栄町1丁目店 665-0845 宝塚市栄町1-10-25 797865335 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ＳＴＡＣ 代表取締役 髙橋 陽 663-8003 兵庫県西宮市上大市2-9-26 798519307 神北(宝健)第2-252 令和2年8月17日 令和9年8月31日 平成25年6月27日
000028 2000140568 全国キャラバンフードトラック  （なにわ830ひ100） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社魚国総本社 代表取締役 田所 伸浩 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町1-6-19 664785700 神北(宝健)第20-140 平成30年8月31日 令和5年8月31日 平成25年6月25日
000028 2000140624 ㈱いかりスーパーマーケット　チーズセンター 665-0047 宝塚市亀井町12-40 797715821 乳製品製造業 一般 株式会社いかりスーパーマーケット 代表取締役 行光 博志 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町1-15-8 664216074 神北(宝健)第2-159 令和1年8月6日 令和7年8月31日 平成25年7月3日
000028 2000140648 嬉らく人　はなれ 669-1526 三田市相生町1-40　相生スカイパーク横 795622951 飲食店営業(4)その他 一般 Ｎ・Ｙ・フードサービス株式会社 代表取締役 山内 直也 669-1526 兵庫県三田市相生町1-40　相生スカイパーク1Ｆ 神北(宝健)第2-102 令和1年7月3日 令和7年8月31日 平成25年7月3日
000028 2000140815 麺屋じぇにー 669-1528 三田市駅前町4-27-Ａ 795599929 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｊｅｎｎｙ 代表取締役 山内 直也 669-1528 兵庫県三田市駅前町4-27-Ａ 795599929 神北(宝健)第2-106 令和1年7月10日 令和7年8月31日 平成25年7月17日
000028 2000140823 セブンーイレブン宝塚小林3丁目店 665-0034 宝塚市小林3-9-33 797770203 飲食店営業(4)その他 一般 中出 宏史 神北(宝健)第2-176 令和2年7月13日 令和9年8月31日 平成25年7月18日
000028 2000140824 セブンーイレブン宝塚小林3丁目店 665-0034 宝塚市小林3-9-33 797770203 菓子製造業 一般 中出 宏史 神北(宝健)第2-177 令和2年7月13日 令和9年8月31日 平成25年7月18日
000028 2000141011 株式会社なちゅらフーズ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社なちゅらフーズ 代表取締役 中村 元樹 544-0015 大阪府大阪市生野区巽南1-5-28 667324128 神北(宝健)第20-136 平成30年8月20日 令和5年8月31日 平成25年7月24日
000028 2000141059 福永商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 福永 敏一 神北(宝健)第20-120 平成30年7月26日 令和5年8月31日 平成25年7月24日
000028 2000141060 中島商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中島 靖弘 神北(宝健)第20-121 平成30年7月26日 令和5年8月31日 平成25年7月24日
000028 2000141061 中島商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 中島 靖弘 神北(宝健)第3-37 平成30年7月26日 令和5年8月31日 平成25年7月24日
000028 2000141093 ふくろう 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 鹿野 広昭 神北(宝健)第20-135 平成30年8月20日 令和5年8月31日 平成25年7月24日
000028 2000141100 ＩＬ 669-1535 三田市南が丘2-14-37　サンマルコ壱番館3F 795588234 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アイリード 代表取締役 柿添 拓 669-1324 兵庫県三田市ゆりのき台3-25-1-1-403号 789585456 神北(宝健)第2-168 令和1年8月8日 令和7年8月31日 平成25年7月26日
000028 2000141135 ㈱門脇商事 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社門脇商事 門脇 嘉子 660-0073 兵庫県尼崎市菜切山町３７番地の３ 664183335 神北(宝健)第20-116 平成30年7月25日 令和5年8月31日 平成25年7月26日
000028 2000141136 ㈱門脇商事 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社門脇商事 門脇 嘉子 660-0073 兵庫県尼崎市菜切山町３７番地の３ 664183335 神北(宝健)第20-117 平成30年7月25日 令和5年8月31日 平成25年7月26日
000028 2000141201 カフェパティスリ－　ブ－レ・ファリネ 665-0881 宝塚市山本東2-9-6 797755747 飲食店営業(4)その他 一般 田邊 規雄 神北(宝健)第2-109 令和1年7月16日 令和7年8月31日 平成25年7月26日
000028 2000141202 カフェパティスリ－　ブ－レ・ファリネ 665-0881 宝塚市山本東2-9-6 797755747 菓子製造業 一般 田邊 規雄 神北(宝健)第2-110 令和1年7月16日 令和7年8月31日 平成25年7月26日
000028 2000141237 尼崎信用金庫宝塚支店 665-0845 宝塚市栄町2-1-2 797866411 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 代表取締役 山田 智治 182-0021 東京都調布市調布ｹ丘3-6-3 366325026 神北(宝健)第2-134 令和1年7月23日 令和7年8月31日 平成25年7月31日
000028 2000141251 味の店　さんだ 669-1529 三田市中央町10-19 795650184 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 輝彦 神北(宝健)第2-126 令和1年7月19日 令和7年8月31日 平成25年7月31日
000028 2000141341 ファミリーマート　阪急中山駅前店 665-0861 宝塚市中山寺1-13-21 797855611 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社神戸海援隊 代表取締役 岸本 信一 657-0821 兵庫県神戸市灘区赤坂通6-4-14　ティオー赤坂401 788010778 神北(宝健)第2-113 令和1年7月18日 令和7年8月31日 平成25年8月6日
000028 2000141354 極太喰礼　ごんたくれ　総本店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 門田 政男 神北(宝健)第20-137 平成30年8月22日 令和5年8月31日 平成25年8月6日
000028 2000141600 漁火の郷　きらら 665-0033 宝塚市伊孑志3-6-3 743151 飲食店営業(4)その他 一般 和田 太一 神北(宝健)第2-118 令和1年7月18日 令和7年8月31日 平成25年8月23日
000028 2000141658 きねや菓舗 669-1533 三田市三田町17-18 795622233 菓子製造業 一般 藤本 英憲 神北(宝健)第2-98 令和1年7月3日 令和7年8月31日 平成25年8月27日
000028 2000141708 あぶりやき　ボス 665-0035 宝塚市逆瀬川1-7-16　逆瀬川壱番館102号 797778867 飲食店営業(4)その他 一般 岸野 展子 神北(宝健)第2-178 令和1年8月27日 令和7年8月31日 平成25年8月30日
000028 2000141751 つばめ軽食店 665-0816 宝塚市平井1-7-24 797201889 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社クリアマイン 代表取締役 門脇 竜一 665-0861 兵庫県宝塚市中山寺3-4-24 797628900 神北(宝健)第2-224 令和1年10月28日 令和7年11月30日 平成25年9月2日
000028 2000141752 つばめ軽食店 665-0816 宝塚市平井1-7-24 797201889 菓子製造業 一般 有限会社クリアマイン 代表取締役 門脇 竜一 665-0861 兵庫県宝塚市中山寺3-4-24 797628900 神北(宝健)第2-225 令和1年10月28日 令和7年11月30日 平成25年9月2日
000028 2000141776 セブン－イレブン三田けやき台店 669-1321 三田市けやき台3-75-4 795643315 飲食店営業(4)その他 一般 田中 義人 神北(宝健)第2-380 令和2年11月6日 令和9年11月30日 平成25年9月2日
000028 2000141777 セブン－イレブン三田けやき台店 669-1321 三田市けやき台3-75-4 795643315 菓子製造業 一般 田中 義人 神北(宝健)第2-381 令和2年11月6日 令和9年11月30日 平成25年9月2日
000028 2000141814 クリス・クロス 669-1537 三田市西山2-29-22 795587333 飲食店営業(4)その他 一般 田村 克明 神北(宝健)第2-180 令和1年8月29日 令和7年8月31日 平成25年8月30日
000028 2000141819 想作料理　翔 669-1533 三田市三田町6-1 795648620 飲食店営業(4)その他 一般 増田 翔吾 神北(宝健)第2-265 令和1年11月7日 令和7年11月30日 平成25年9月5日
000028 2000141824 由賀里 665-0035 宝塚市逆瀬川1-8-3万大ビル１階 797711072 飲食店営業(4)その他 一般 岸本 峰子 神北(宝健)第2-264 令和1年11月7日 令和7年11月30日 平成25年9月6日
000028 2000141849 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　Ｄａ　Ｍａｓａｎｉｅｌｌｏ 665-0033 宝塚市伊孑志1-8-20クレッセント逆瀬川１Ａ 715971 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　マサニエッロ 代表取締役 小松 正和 551-0003 大阪府大阪市大正区千島1-7-2 665510523 神北(宝健)第2-191 令和1年10月17日 令和7年11月30日 平成25年9月11日
000028 2000141863 若草保育園内魚国総本社 669-1321 三田市けやき台5-24 795635481 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社魚国総本社 代表取締役社長 田所 伸浩 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町1-6-19 664785736 神北(宝健)第2-222 令和1年10月25日 令和7年11月30日 平成25年9月11日
000028 2000141916 エームSJ4422 665-0022 宝塚市野上2-1-2　5Ｆ 797748845 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 エームサービス株式会社 代表取締役 小谷 周 107-0052 東京都港区赤坂二丁目23番1号 362347500 神北(宝健)第2-205 令和1年10月23日 令和7年11月30日 平成25年9月17日
000028 2000142087 Ｔｈｅ　Ｃｒｉｃｋｅｔｅｒｓ  （ｂｅｅｒ　ｃｌｕｂ） 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　ソリオB1 飲食店営業(4)その他 一般 Ｍatthew Ａnderson 神北(宝健)第2-229 令和1年10月29日 令和7年11月30日 平成25年9月26日
000028 2000142088 Ｋｏ－Ｋｕ 665-0003 宝塚市湯本町2-4サウス宝塚弐番館202号 0797-81-2320 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＯＮＥ　ＳＥＥＤ　ＥＬＥＶＥＮ 代表取締役 村上 耕平 669-1112 兵庫県西宮市宝生ケ丘1-1-11 神北(宝健)第2-282 令和1年11月12日 令和7年11月30日 平成25年9月26日
000028 2000142091 ほっともっと三田西山店 669-1537 三田市西山1-2-14 795536181 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社エスカルゴ 代表取締役 大西 茂樹 669-1531 兵庫県三田市天神2-2-1-301 795568008 神北(宝健)第2-203 令和1年10月21日 令和7年11月30日 平成25年9月30日
000028 2000142150 立呑み処　わだち 665-0021 宝塚市中州1-15-2　逆瀬川ビルB2 飲食店営業(4)その他 一般 籔 由利子 神北(宝健)第2-230 令和1年10月29日 令和7年11月30日 平成25年10月4日
000028 2000142182 ラウンジＦａｍｉｌｉａｒ 669-1528 三田市駅前町5-6 飲食店営業(4)その他 一般 山本 達也 神北(宝健)第2-184 令和1年10月11日 令和7年11月30日 平成25年10月8日
000028 2000142260 結いホーム宝塚事業所 665-0826 宝塚市弥生町2-1 797847878 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＬＥＯＣ 代表取締役 田島 利行 100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 352208550 神北(宝健)第2-313 令和2年10月15日 令和9年11月30日 平成25年10月15日
000028 2000142298 ローソン宝塚平井店 665-0816 宝塚市平井6-9-14 797896033 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社髙嶋 代表取締役 髙嶋 正勝 661-0003 兵庫県尼崎市富松町3-21-33 664230944 神北(宝健)第2-279 令和2年10月5日 令和9年11月30日 平成25年10月17日
000028 2000142385 アサヒフーズ株式会社神戸三田第３工場 669-1334 三田市中内神字蛇谷948-7 795539520 菓子製造業 一般 アサヒフーズ株式会社 代表取締役 長澤 彰 613-0035 京都府久世郡久御山町下津屋北野1 774441521 神北(宝健)第2-274 令和1年11月11日 令和7年11月30日 平成25年10月25日
000028 2000142387 有限会社　サント・アン 669-1535 三田市南が丘2-7-10 795645383 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 有限会社サント・アン 代表取締役 林 紗希 669-1535 兵庫県三田市南が丘二丁目7番10号 795645883 神北(宝健)第7-8 平成30年10月31日 令和5年11月30日 平成25年10月25日
000028 2000142391 桔梗屋本舗 669-1211 宝塚市大原野字井上36-1 911546 食肉処理業 一般 井上 孝男 神北(宝健)第2-279 令和1年11月12日 令和7年11月30日 平成25年10月17日
000028 2000142392 桔梗屋本舗 669-1211 宝塚市大原野字井上36-1 911546 食肉販売業 一般 井上 孝男 神北(宝健)第2-280 令和1年11月12日 令和7年11月30日 平成25年10月17日
000028 2000142404 ＴＡＫＯＹＡＫＩ－ＹＯＫＯ 665-0832 宝塚市向月町1-12 797862065 飲食店営業(4)その他 露店 田中 洋子 神北(宝健)第20-142 平成30年10月11日 令和5年11月30日 平成25年10月25日
000028 2000142467 アイディア研究舎 665-0875 宝塚市中筋山手1-3-31　ハイツみずきB-105 797800263 そうざい製造業 一般 林 真理 神北(宝健)第2-226 令和1年10月28日 令和7年11月30日 平成25年10月30日
000028 2000142468 アイディア研究舎 665-0875 宝塚市中筋山手1-3-31　ハイツみずきB-105 797800263 菓子製造業 一般 林 真理 神北(宝健)第2-227 令和1年10月28日 令和7年11月30日 平成25年10月30日
000028 2000142504 サンドス 665-0035 宝塚市逆瀬川1-11-1　ｱﾋﾟｱ2-B11 797268457 菓子製造業 一般 神北(宝健)第2-243 令和1年10月31日 令和7年11月30日 平成25年10月31日
000028 2000142545 デイリーヤマザキ宝塚安倉中店 665-0822 宝塚市安倉中3-12-35 843263 飲食店営業(4)その他 一般 山崎製パン株式会社 代表取締役 飯島 延浩 101-8585 東京都千代田区岩本町三丁目10番1号 473230001 神北(宝健)第2-233 令和1年10月29日 令和7年11月30日 平成25年11月1日
000028 2000142546 デイリーヤマザキ宝塚安倉中店 665-0822 宝塚市安倉中3-12-35 843263 菓子製造業 一般 山崎製パン株式会社 代表取締役 飯島 延浩 101-8585 東京都千代田区岩本町三丁目10番1号 473230001 神北(宝健)第2-234 令和1年10月29日 令和7年11月30日 平成25年11月1日
000028 2000142591 工房アーチ 669-1333 三田市下内神841 795670848 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 社会福祉法人光耀会 理事長 岡本 征 669-1335 兵庫県三田市沢谷字小田1297 795672030 神北(宝健)第2-267 令和1年11月7日 令和7年11月30日 平成25年11月8日
000028 2000142674 早瀬野菜研究所 669-1503 三田市乙原2395-54 795661210 そうざい製造業 一般 早瀬 真由美 神北(宝健)第2-292 令和1年11月25日 令和7年11月30日 平成25年11月15日
000028 2000142675 早瀬野菜研究所 669-1503 三田市乙原2395-54 795661210 かん詰又はびん詰食品製造業 一般 早瀬 真由美 神北(宝健)第2-293 令和1年11月25日 令和7年11月30日 平成25年11月15日
000028 2000142756 神戸ちぇりー亭　三田１７６号線店 669-1527 三田市中町18-1 795588258 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ちぇりー亭 代表取締役 武内 宏文 669-1535 兵庫県三田市南が丘2-8 795012312 神北(宝健)第2-303 令和1年11月27日 令和7年11月30日 平成25年11月19日
000028 2000142757 スーパーマルハチ　ウッディタウン店 669-1323 三田市あかしあ台5-31-1 795537030 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マルハチ 代表取締役 栗花 正雄 651-0064 兵庫県神戸市中央区大日通1丁目2番18号 782320839 神北(宝健)第2-275 令和1年11月11日 令和7年11月30日 平成25年11月19日
000028 2000142758 スーパーマルハチ　ウッディタウン店 669-1323 三田市あかしあ台5-31-1 795537030 食肉販売業 一般 株式会社マルハチ 代表取締役 栗花 正雄 651-0064 兵庫県神戸市中央区大日通1丁目2番18号 782320839 神北(宝健)第2-276 令和1年11月11日 令和7年11月30日 平成25年11月19日
000028 2000142759 スーパーマルハチ　ウッディタウン店 669-1323 三田市あかしあ台5-31-1 795537030 魚介類販売業 一般 株式会社マルハチ 代表取締役 栗花 正雄 651-0064 兵庫県神戸市中央区大日通1丁目2番18号 782320839 神北(宝健)第2-277 令和1年11月11日 令和7年11月30日 平成25年11月19日
000028 2000142761 ビストロ　ロカマドゥール 669-1512 三田市高次1-1-33　ヴィラオートリ102 795653555 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 永滝 大介 神北(宝健)第2-221 令和1年10月25日 令和7年11月30日 平成25年11月19日
000028 2000142776 ＭＡＩ　ＴＨＡＩ（マイ　タイ） 665-0011 宝塚市南口2-14-3　ザ・宝塚タワー117号 797762888 飲食店営業(4)その他 一般 鳥居 ﾌﾟﾘｰﾔﾎﾟﾝ 神北(宝健)第2-263 令和1年11月7日 令和7年11月30日 平成25年11月19日
000028 2000142779 サンディ宝塚小林店 665-0051 宝塚市高司1-1-24 魚介類販売業 一般 有限会社武洋 代表取締役 中村 義和 561-0862 大阪府豊中市西泉丘一丁目1番3号 668548677 神北(宝健)第2-288 令和1年11月19日 令和7年11月30日 平成25年11月19日
000028 2000142780 サンディ宝塚小林店 665-0051 宝塚市高司1-1-24 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社武洋 代表取締役 中村 義和 561-0862 大阪府豊中市西泉丘一丁目1番3号 668548677 神北(宝健)第2-289 令和1年11月19日 令和7年11月30日 平成25年11月19日
000028 2000142962 台所　翔 665-0021 宝塚市中州1-15-2　逆瀬川ﾋﾞﾙB4 飲食店営業(4)その他 一般 保田 翔 神北(宝健)第2-284 令和1年11月13日 令和7年11月30日 平成25年11月29日
000028 2000142995 パンジー 665-0877 宝塚市中山桜台2-2-1ファミリーセンター内 797895512 飲食店営業(4)その他 一般 増田 稔 神北(宝健)第2-216 令和1年10月25日 令和7年11月30日 平成25年11月29日
000028 2000143066 梵天 665-0861 宝塚市中山寺2-11 797830711 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社梵天 代表取締役 潘 朝宗 669-1161 兵庫県神戸市北区道場町生野1172-271 782197348 神北(宝健)第2-334 令和2年1月15日 令和8年2月28日 平成25年12月4日
000028 2000143153 ファミリーマート逆瀬台一丁目店 665-0024 宝塚市逆瀬台1-1-11 797765598 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社丸タ商店 代表取締役 上嶋 庄治 663-8114 兵庫県西宮市上甲子園5-5-17 798222502 神北(宝健)第2-326 令和2年1月15日 令和8年2月28日 平成25年12月12日
000028 2000143303 未来製作所 669-1324 三田市ゆりのき台5-31-5 795643192 菓子製造業 一般 株式会社パティシエエスコヤマ 代表取締役 小山 進 669-1324 兵庫県三田市ゆりのき台5-32-1 795643192 神北(宝健)第2-480 令和3年2月26日 令和10年2月29日 平成25年12月18日
000028 2000143398 ジェラートショップ　ボヌール 665-0845 宝塚市栄町1-1-57 797856264 飲食店営業(4)その他 一般 阪急電鉄株式会社 代表取締役 嶋田 泰夫 563-0056 大阪府池田市栄町1-1 663735374 神北(宝健)第2-363 令和2年1月27日 令和8年2月28日 平成25年12月27日
000028 2000143573 ホルモン・鉄板焼　あさかわ 669-1529 三田市中央町12-7 795511638 飲食店営業(4)その他 一般 浅川 則行 神北(宝健)第2-339 令和2年1月16日 令和8年2月28日 平成26年1月21日



000028 2000143603 天ぷら　悠 665-0003 宝塚市湯本町4-25　2F 797810743 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＯＧＡＷＡ　ＣＯＮＣＥＲＴＯ 代表取締役 小川 忍 665-0003 兵庫県宝塚市湯本町4-25 797573500 神北(宝健)第2-329 令和2年1月15日 令和8年2月28日 平成26年1月22日
000028 2000143620 全農宝塚寮 665-0816 宝塚市平井3-1-25 797893452 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日産建物管理株式会社 代表取締役 小西 講平 530-0015 大阪府大阪市北区中崎西4-3-32　タカ大阪梅田ビル4階 663741681 神北(宝健)第2-358 令和2年1月23日 令和8年2月28日 平成26年1月24日
000028 2000143715 あぶり　この味 665-0034 宝塚市小林2-12-25　プレジデント宝塚110 797751017 飲食店営業(4)その他 一般 比嘉 栄子 神北(宝健)第2-378 令和2年1月31日 令和8年2月28日 平成26年1月31日
000028 2000143839 湖翠荘 669-1303 三田市末1330 795672225 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社湖翠荘 代表取締役 東前 秀一 669-1303 兵庫県三田市末1330 795672225 神北(宝健)第2-362 令和2年1月24日 令和8年2月28日 平成26年2月7日
000028 2000143871 有限会社マルヤスミート 665-0043 宝塚市高松町13-15 797711729 そうざい製造業 一般 有限会社マルヤスミート 代表取締役 安次嶺 剛 665-0043 兵庫県宝塚市高松町13-15 797711729 神北(宝健)第2-359 令和2年1月23日 令和8年2月28日 平成26年2月6日
000028 2000144056 宝塚すみれ栄光園事業所 665-0826 宝塚市弥生町2-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＬＥＯＣ 代表取締役 田島 利行 100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 352208550 神北(宝健)第2-446 令和3年1月27日 令和10年2月29日 平成26年2月21日
000028 2000144256 フルーツＪ 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　宝塚阪急2Ｆ 797811233 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-7 663611381 神北(宝健)第2-345 令和2年1月17日 令和8年2月28日 平成26年2月28日
000028 2000144257 フルーツＪ 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　宝塚阪急2Ｆ 797811233 菓子製造業 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-7 663611381 神北(宝健)第2-346 令和2年1月17日 令和8年2月28日 平成26年2月28日
000028 2000144258 フルーツＪ 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　宝塚阪急2Ｆ 797811233 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-7 663611381 神北(宝健)第7-12 平成31年2月7日 令和6年2月29日 平成26年2月28日
000028 2000144259 サロン・チェサピーク 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　宝塚阪急2Ｆ 797811233 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-7 663611381 神北(宝健)第2-343 令和2年1月17日 令和8年2月28日 平成26年2月28日
000028 2000144260 サロン・チェサピーク 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　宝塚阪急2Ｆ 797811233 菓子製造業 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-7 663611381 神北(宝健)第2-344 令和2年1月17日 令和8年2月28日 平成26年2月28日
000028 2000144305 カフェ　Ｆｕｆｌａ 665-0875 宝塚市中筋山手1-1-3　エクセレント宝塚東1F 797696019 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社レスタート 代表取締役 中西 昭彦 665-0813 兵庫県宝塚市口谷西3-50-18 797896671 神北(宝健)第2-89 令和2年5月11日 令和8年5月31日 平成26年3月7日
000028 2000144324 にしむら屋 665-0881 宝塚市山本東2-9-3 797883621 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西村 徳一 神北(宝健)第2-356 令和2年1月22日 令和8年2月28日 平成26年2月20日
000028 2000144325 にしむら屋 665-0881 宝塚市山本東2-9-3 797883621 菓子製造業 一般 西村 徳一 神北(宝健)第2-357 令和2年1月22日 令和8年2月28日 平成26年2月20日
000028 2000144374 揚げもん専門店　和  （お食事処　和　） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 田村 公亮 神北(宝健)第2-25 平成31年4月17日 令和6年5月31日 平成26年3月10日
000028 2000144428 ｍｉｓｏ工房　喜楽 669-1357 三田市東本庄1595 795681518 みそ製造業 一般 福井 正代 神北(宝健)第2-100 令和2年5月14日 令和8年5月31日 平成26年3月7日
000028 2000144456 フードイベントプラザ 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　宝塚阪急2Ｆ 797811233 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-7 663611381 神北(宝健)第2-113 令和2年5月19日 令和8年5月31日 平成26年3月14日
000028 2000144457 フードイベントプラザ 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　宝塚阪急2Ｆ 797811233 菓子製造業 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-7 663611381 神北(宝健)第2-114 令和2年5月19日 令和8年5月31日 平成26年3月14日
000028 2000144458 まい泉 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　宝塚阪急2Ｆ 797811233 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-7 663611381 神北(宝健)第2-115 令和2年5月19日 令和8年5月31日 平成26年3月14日
000028 2000144460 古市庵 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　宝塚阪急2Ｆ 797811233 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-7 663611381 神北(宝健)第2-116 令和2年5月19日 令和8年5月31日 平成26年3月14日
000028 2000144462 ＲＦ1 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　宝塚阪急2Ｆ 797811233 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-7 663611381 神北(宝健)第2-117 令和2年5月19日 令和8年5月31日 平成26年3月14日
000028 2000144463 デリカ共同厨房Ⅱ 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　宝塚阪急2Ｆ 797811233 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-7 663611381 神北(宝健)第2-118 令和2年5月19日 令和8年5月31日 平成26年3月14日
000028 2000144464 熱源厨房 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　宝塚阪急2Ｆ 797811233 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-7 663611381 神北(宝健)第2-119 令和2年5月19日 令和8年5月31日 平成26年3月14日
000028 2000144467 つの田 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　宝塚阪急2Ｆ 797811233 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-7 663611381 神北(宝健)第2-121 令和2年5月19日 令和8年5月31日 平成26年3月14日
000028 2000144469 イル　グラッチェ 665-0874 宝塚市中筋5-15-1 0797-88-3305 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ダイニングホリック 代表取締役 坂口 正二 664-0886 兵庫県伊丹市昆陽東5-1-1-703 072-767-6477 神北(宝健)第2-1 令和2年4月7日 令和8年5月31日 平成26年3月13日
000028 2000144482 はんしん自立の家 665-0042 宝塚市美幸町11-16 797737213 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ラフト 代表取締役 濱嶋 一陽 654-0041 兵庫県神戸市須磨区古川町1-3-16 787397313 神北(宝健)第2-68 令和2年4月30日 令和8年5月31日 平成26年3月17日
000028 2000144562 インド・ネパールレストラン　ダウラギリ 669-1531 三田市天神1-2-10 795657255 飲食店営業(4)その他 一般 SAPKOTA RAM PRASAD 神北(宝健)第2-84 令和2年5月8日 令和8年5月31日 平成26年3月10日
000028 2000144631 デリカ共同厨房Ⅰ 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　宝塚阪急2Ｆ 797811233 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-7 663611381 神北(宝健)第2-122 令和2年5月19日 令和8年5月31日 平成26年3月24日
000028 2000144649 ローソンウッディタウン中央店 669-1321 三田市けやき台1-10-1 795654197 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社尚和商事 代表取締役 岡田 尚也 665-0062 兵庫県宝塚市仁川高台2-5-27 798521097 神北(宝健)第11-46 令和3年5月13日 令和10年5月31日 平成26年3月25日
000028 2000144670 魚国総本社・宝塚２７９７８ 665-0823 宝塚市安倉南1-2-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社魚国総本社 代表取締役 田所 伸浩 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町1丁目6番19号 664785700 神北(宝健)第11-41 令和3年5月10日 令和10年5月31日 平成26年3月25日
000028 2000144673 魚国総本社・宝塚２７９７９ 665-0062 宝塚市仁川高台2-1-77 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社魚国総本社 代表取締役 田所 伸浩 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町1丁目6番19号 06-6478-5700 神北(宝健)第2-4 令和2年4月10日 令和8年5月31日 平成26年3月25日
000028 2000144680 魚国総本社・宝塚２７９７７ 665-0825 宝塚市安倉西2-1-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社魚国総本社 代表取締役 田所 伸浩 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町1丁目6番19号 664785700 神北(宝健)第2-6 令和2年4月10日 令和8年5月31日 平成26年3月25日
000028 2000144706 ドンク（パン厨房） 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　宝塚阪急2Ｆ 797811233 菓子製造業 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-7 663611381 神北(宝健)第2-123 令和2年5月19日 令和8年5月31日 平成26年3月20日
000028 2000144707 ブーランジェリーアン(店頭） 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　宝塚阪急2Ｆ 797811233 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-7 663611381 神北(宝健)第2-124 令和2年5月19日 令和8年5月31日 平成26年3月20日
000028 2000144709 宝塚カフェ 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　宝塚阪急2Ｆ 797811233 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-7 663611381 神北(宝健)第2-125 令和2年5月19日 令和8年5月31日 平成26年3月20日
000028 2000144710 ガッツうまい米橋本 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　宝塚阪急2Ｆ 797811233 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-7 663611381 神北(宝健)第2-126 令和2年5月19日 令和8年5月31日 平成26年3月20日
000028 2000144711 ごはん歳時記 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　宝塚阪急2Ｆ 797811233 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-7 663611381 神北(宝健)第2-127 令和2年5月19日 令和8年5月31日 平成26年3月20日
000028 2000144715 安井酒造㈲ 669-1357 三田市東本庄167 795681003 かん詰又はびん詰食品製造業 一般 安井酒造　有限会社 代表取締役 安井 幹雄 669-1357 兵庫県三田市東本庄167 795681003 神北(宝健)第2-156 令和2年5月29日 令和8年5月31日 平成26年3月10日
000028 2000144716 安井酒造㈲ 669-1357 三田市東本庄167 795681003 清涼飲料水製造業 一般 安井酒造　有限会社 代表取締役 安井 幹雄 669-1357 兵庫県三田市東本庄167 795681003 神北(宝健)第2-157 令和2年5月29日 令和8年5月31日 平成26年3月10日
000028 2000144742 あずき房 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　宝塚阪急2Ｆ 797811233 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-7 663611381 神北(宝健)第2-128 令和2年5月19日 令和8年5月31日 平成26年3月26日
000028 2000144771 農産物加工所　にしたに村 669-1211 宝塚市大原野字炭屋1-1 飲食店営業(4)その他 一般 福永 正夫 神北(宝健)第2-38 令和2年4月23日 令和8年5月31日 平成26年3月27日
000028 2000144773 農産物加工所　にしたに村 669-1211 宝塚市大原野字炭屋1-1 そうざい製造業 一般 福永 正夫 神北(宝健)第2-39 令和2年4月23日 令和8年5月31日 平成26年3月27日
000028 2000144799 アイリスオーヤマ三田工場 669-1339 三田市テクノパーク5-14 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 シダックスコントラクトフードサービス株式会社 代表取締役 佐藤 好男 182-0021 東京都調布市調布ケ丘3-6-3 424898914 神北(宝健)第2-155 令和2年5月29日 令和9年5月31日 平成26年3月28日
000028 2000144811 Ｂａｒ　Ｊｕｎｉｐｅｒ　Ｂｅｒｒｙ 665-0844 宝塚市武庫川町3-14メゾン宝塚南口102 797616959 飲食店営業(4)その他 一般 阪田 健一 神北(宝健)第2-45 令和2年4月24日 令和8年5月31日 平成26年3月28日
000028 2000144813 南州農場 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　宝塚阪急2Ｆ 797811233 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-7 663611381 神北(宝健)第2-130 令和2年5月19日 令和8年5月31日 平成26年3月28日
000028 2000144830 やさしい手　宝塚 665-0864 宝塚市泉町1-22 797816176 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小野マルタマフーズ株式会社 代表取締役 畑 昭身 675-1367 兵庫県小野市敷地町1412-1 794631110 神北(宝健)第11-53 令和3年5月19日 令和9年5月31日 平成26年3月31日
000028 2000144855 スタミナ祭ラーメン 669-1514 三田市川除22-2 795596669 飲食店営業(4)その他 一般 野口 初音 神北(宝健)第2-152 令和2年5月29日 令和8年5月31日 平成26年4月2日
000028 2000144948 スナック　こりん 665-0034 宝塚市小林5-4-24-106ジャルダン宝塚 飲食店営業(4)その他 一般 宝野 高子 神北(宝健)第2-80 令和2年5月8日 令和8年5月31日 平成26年4月7日
000028 2000145056 阪神競馬場　グルメイベント売店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 798537819 飲食店営業(4)その他 露店 一般財団法人競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1-1東京競馬場内 423038355 神北(宝健)第2-1 平成31年4月5日 令和6年5月31日 平成26年4月11日
000028 2000145070 絆 665-0825 宝塚市安倉西4-3-24 797807773 飲食店営業(4)その他 一般 德田 真智子 神北(宝健)第2-74 令和2年5月1日 令和8年5月31日 平成26年4月16日
000028 2000145171 門脇商事 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 株式会社　門脇商事 代表取締役 門脇 嘉子 660-0073 兵庫県尼崎市菜切山町37-3 664183335 神北(宝健)第2-38 平成31年4月22日 令和6年5月31日 平成26年4月18日
000028 2000145172 門脇商事 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 株式会社　門脇商事 代表取締役 門脇 嘉子 660-0073 兵庫県尼崎市菜切山町37-3 664183335 神北(宝健)第2-39 平成31年4月22日 令和6年5月31日 平成26年4月18日
000028 2000145189 泰弘水産　三田店 669-1322 三田市すずかけ台3-2 795634133 魚介類販売業 一般 泰弘水産株式会社 代表取締役 奥林 弘 567-0864 大阪府茨木市沢良宜浜3-3-23-8 726385805 神北(宝健)第2-151 令和2年5月29日 令和8年5月31日 平成26年4月15日
000028 2000145278 鳥居小林 665-0034 宝塚市小林2-11-16 797736016 飲食店営業(4)その他 一般 Ｎ・Ｎ株式会社 代表取締役 西口 敏昭 665-0034 兵庫県宝塚市小林2-11-16 797736016 神北(宝健)第2-67 令和2年4月30日 令和8年5月31日 平成26年4月22日
000028 2000145316 ㈱モリタテクノス社員食堂 669-1339 三田市テクノパーク32 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 マインフーズサービス株式会社 代表取締役 峯 林太郎 661-0024 兵庫県尼崎市三反田町2-20-9 664274633 神北(宝健)第11-6 令和3年4月19日 令和10年5月31日 平成26年4月22日
000028 2000145317 星乃珈琲店　宝塚安倉店 665-0822 宝塚市安倉中5-7-18 797626721 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日本レストランシステム株式会社 代表取締役 大林 豁史 150-0033 東京都渋谷区猿楽町10-11 367437010 神北(宝健)第2-63 令和2年4月30日 令和8年5月31日 平成26年4月25日
000028 2000145318 星乃珈琲店　宝塚安倉店 665-0822 宝塚市安倉中5-7-18 797626721 菓子製造業 一般 日本レストランシステム株式会社 代表取締役 大林 豁史 150-0033 東京都渋谷区猿楽町10-11 367437010 神北(宝健)第2-64 令和2年4月30日 令和8年5月31日 平成26年4月25日
000028 2000145430 讃岐DINING and Horse BAR Frankel 665-0061 宝塚市仁川北2-5-1さらら仁川北館105号 飲食店営業(4)その他 一般 原田 圭祐 神北(宝健)第2-29 令和2年4月21日 令和8年5月31日 平成26年5月2日
000028 2000145450 ＳＨＩＺＵＫＵ　ＣＯＦＦＥＥ　ＲＯＡＳＴＥＲ 665-0843 宝塚市宮の町7-6ポルテ宝塚１F 797868118 飲食店営業(4)その他 一般 浅野 裕亮 神北(宝健)第2-61 令和2年4月30日 令和8年5月31日 平成26年4月28日
000028 2000145510 日清医療食品　沢谷荘事業所 669-1335 三田市沢谷1297 795605115 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 332873611 神北(宝健)第11-27 令和3年4月26日 令和10年5月31日 平成26年5月8日
000028 2000145511 三田サミットホテル 669-1544 三田市武庫が丘7-2-1 795625200 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社エンデバー 代表取締役 669-1544 兵庫県三田市武庫が丘7-2 795625200 神北(宝健)第2-55 令和2年4月27日 令和8年5月31日 平成26年5月9日
000028 2000145653 カトレア 669-1546 三田市弥生が丘1-1-1　フローラ88内 795625151 飲食店営業(4)その他 一般 山口 あさよ 神北(宝健)第2-41 令和2年4月23日 令和8年5月31日 平成26年5月22日
000028 2000145678 阪急ベーカリー＆カフェ　三田フラワータウン店 669-1546 三田市弥生が丘1-1-1フローラ８８　１F 795633557 菓子製造業 一般 株式会社阪急ベーカリー 代表取締役 中村 英紀 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 726627110 神北(宝健)第2-110 令和2年5月19日 令和8年5月31日 平成26年5月13日
000028 2000145679 阪急ベーカリー＆カフェ　三田フラワータウン店 669-1546 三田市弥生が丘1-1-1フローラ８８　１F 795633557 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急ベーカリー 代表取締役 中村 英紀 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 726627110 神北(宝健)第2-111 令和2年5月19日 令和8年5月31日 平成26年5月13日
000028 2000145772 Ｓｏｍｅｔｈｉｎｇ　Ｓｗｅｅｔ 665-0816 宝塚市平井3-5-3 797204711 菓子製造業 一般 新谷 千恵美 神北(宝健)第2-99 令和2年5月14日 令和8年5月31日 平成26年5月28日
000028 2000145914 ＭＹ　キッチン 665-0034 宝塚市小林2-12-19 飲食店営業(4)その他 一般 尊鉢 優子 神北(宝健)第2-245 令和2年8月5日 令和8年8月31日 平成26年6月6日
000028 2000145915 ひろや 665-0044 宝塚市末成町38-9 776031 飲食店営業(4)その他 一般 松下 健治 神北(宝健)第2-212 令和2年7月21日 令和8年8月31日 平成26年6月6日
000028 2000145935 井川屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 井川 弘一 神北(宝健)第2-97 令和1年7月3日 令和6年8月31日 平成26年6月6日
000028 2000145993 阪急オアシス宝塚中筋店 665-0874 宝塚市中筋7-15-1 797820133 魚介類販売業 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第2-56 令和3年8月6日 令和10年8月31日 令和3年8月6日
000028 2000145994 阪急オアシス宝塚中筋店（水産寿司） 665-0874 宝塚市中筋7-15-1 797820133 飲食店営業(4)その他 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第1-98 令和3年8月6日 令和10年8月31日 令和3年8月6日
000028 2000145996 阪急オアシス宝塚中筋店 665-0874 宝塚市中筋7-15-1 797820133 食肉販売業 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第2-57 令和3年8月6日 令和10年8月31日 令和3年8月6日
000028 2000145997 阪急オアシス宝塚中筋店（ミートデリ） 665-0874 宝塚市中筋7-15-1 797820133 飲食店営業(4)その他 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第1-99 令和3年8月6日 令和10年8月31日 令和3年8月6日
000028 2000145999 阪急オアシス宝塚中筋店（デリカ） 665-0874 宝塚市中筋7-15-1 797820133 飲食店営業(4)その他 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第1-100 令和3年8月6日 令和10年8月31日 令和3年8月6日
000028 2000146000 阪急オアシス宝塚中筋店 665-0874 宝塚市中筋7-15-1 797820133 菓子製造業 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第2-55 令和3年8月6日 令和10年8月31日 令和3年8月6日
000028 2000146003 阪急オアシス宝塚中筋店  （カウンターコーヒー） 665-0874 宝塚市中筋7-15-1 758633580 喫茶店営業 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第2-163 令和2年7月9日 令和8年8月31日 平成26年6月13日
000028 2000146006 川新水産 665-0035 宝塚市逆瀬川1-13-27トヨタビル101 797771135 魚介類販売業 一般 山村 武士 神北(宝健)第2-184 令和2年7月14日 令和8年8月31日 平成26年6月12日
000028 2000146007 川新水産 665-0035 宝塚市逆瀬川1-13-27トヨタビル101 797771135 飲食店営業(4)その他 一般 山村 武士 神北(宝健)第2-185 令和2年7月14日 令和8年8月31日 平成26年6月12日
000028 2000146055 河童ラーメン本舗　宝塚店 665-0823 宝塚市安倉南2-10-39 797877788 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社河童ヌードル 代表取締役 米岡 潤 562-0014 大阪府箕面市菅野5-12-1 665639549 神北(宝健)第2-250 令和2年8月13日 令和8年8月31日 平成26年6月13日
000028 2000146097 とりまさ 665-0034 宝塚市小林2-10-17 797722878 飲食店営業(4)その他 一般 久戸瀬 敦 神北(宝健)第2-249 令和2年8月12日 令和8年8月31日 平成26年6月13日
000028 2000146108 あーし 665-0043 宝塚市高松町9-10 飲食店営業(4)その他 一般 大村 睦美 神北(宝健)第2-219 令和2年7月28日 令和8年8月31日 平成26年6月13日
000028 2000146204 ケーキハウス　ショウタニ 665-0033 宝塚市伊孑志1-5-10　グートピア逆瀬川1F 797696217 菓子製造業 一般 有限会社ショウタニ 代表取締役 庄谷 卓爾 661-0003 兵庫県尼崎市富松町1-37-20 664341680 神北(宝健)第2-246 令和2年8月6日 令和8年8月31日 平成26年6月26日
000028 2000146205 社会福祉法人　西谷会　西谷憩いの家 669-1211 宝塚市大原野字波坂2-7 797911234 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｕnity Ｃolor 代表取締役 大西 良二 530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-1-3　大阪駅前第3ビル25F 663443363 神北(宝健)第2-248 令和2年8月7日 令和8年8月31日 平成26年6月26日
000028 2000146283 おととや 665-0021 宝塚市中州1-1-1 797733600 魚介類販売業 一般 永屋 裕司 神北(宝健)第2-260 令和2年8月19日 令和8年8月31日 平成26年6月30日
000028 2000146285 ファミリーマート宝塚安倉中店 665-0822 宝塚市安倉中5-2-22 797855815 飲食店営業(4)その他 一般 鷲見 浩作 神北(宝健)第2-209 令和2年7月21日 令和8年8月31日 平成26年6月30日
000028 2000146346 あい唄 669-1526 三田市相生町18-34 795625190 飲食店営業(4)その他 一般 篠田 テツミ 神北(宝健)第2-169 令和2年7月13日 令和8年8月31日 平成26年7月1日
000028 2000146442 魚民 669-1544 三田市武庫が丘7-2-1三田サミットホテル2階 795652488 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社モンテローザ 代表取締役 大神 輝博 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1丁目21番1号 422368888 神北(宝健)第1-123 令和3年8月19日 令和10年8月31日 令和3年8月19日
000028 2000146474 NEW STYLE BAR  ｅｃｌａｌｅ 665-0861 宝塚市中山寺1-14-22 797878789 飲食店営業(4)その他 一般 長谷川 勝也 神北(宝健)第2-196 令和2年7月16日 令和8年8月31日 平成26年7月9日
000028 2000146635 スーパーマーケット　コーヨー逆瀬川店 665-0035 宝塚市逆瀬川1-2-1アピア１　Ｂ１ 797715400 菓子製造業 一般 株式会社光洋 代表取締役 平田 炎 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋二丁目3番16号 726051754 神北(宝健)第2-183 令和2年7月14日 令和8年8月31日 平成26年7月15日
000028 2000146663 夢エプロン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 前中 正幸 神北(宝健)第2-108 令和1年7月16日 令和6年8月31日 平成26年7月11日
000028 2000146672 トレントゥーノ 669-1537 三田市西山2-1-13　レトワールＳ　１Ｆ３号 795621662 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤本 雅仁 神北(宝健)第2-259 令和2年8月18日 令和8年8月31日 平成26年7月16日
000028 2000146691 お好み　くるり 665-0045 宝塚市光明町29-9コスモハイツ102 797262992 飲食店営業(4)その他 一般 吉田 充孝 神北(宝健)第2-255 令和2年8月18日 令和8年8月31日 平成26年7月18日
000028 2000146791 ダイニングＢＡＲ　ｓｕｓｕｍｕ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 795643090 飲食店営業(4)その他 露店 岡田 進 神北(宝健)第2-124 令和1年7月19日 令和6年8月31日 平成26年7月18日
000028 2000146792 ダイニングＢＡＲ　ｓｕｓｕｍｕ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 795643090 菓子製造業 露店 岡田 進 神北(宝健)第2-125 令和1年7月19日 令和6年8月31日 平成26年7月18日
000028 2000146800 中原商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 中原 銀二 神北(宝健)第2-166 令和1年8月8日 令和6年8月31日 平成26年7月23日
000028 2000146879 マリヤン 665-0024 宝塚市逆瀬台6-12-7 797719416 飲食店営業(4)その他 一般 森下 和之 神北(宝健)第2-256 令和2年8月18日 令和8年8月31日 平成26年7月25日
000028 2000146880 マリヤン 665-0024 宝塚市逆瀬台6-12-7 797719416 菓子製造業 一般 森下 和之 神北(宝健)第2-257 令和2年8月18日 令和8年8月31日 平成26年7月25日
000028 2000146978 株式会社森田商店 669-1533 三田市三田町13-12 079-564-4039 食肉処理業 一般 株式会社森田商店 代表取締役 森田 幸博 669-1533 兵庫県三田市三田町13-12 0797-564-4039 神北(宝健)第2-173 令和2年7月13日 令和8年8月31日 平成26年7月24日
000028 2000146979 株式会社森田商店 669-1533 三田市三田町13-12 079-564-4039 食肉販売業 一般 株式会社森田商店 代表取締役 森田 幸博 669-1533 兵庫県三田市三田町13-12 0797-564-4039 神北(宝健)第2-174 令和2年7月13日 令和8年8月31日 平成26年7月24日
000028 2000146980 株式会社森田商店 669-1533 三田市三田町13-12 079-564-4039 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社森田商店 代表取締役 森田 幸博 669-1533 兵庫県三田市三田町13-12 0797-564-4039 神北(宝健)第2-175 令和2年7月13日 令和8年8月31日 平成26年7月24日
000028 2000147061 ファミリーマート　三田カルチャータウン 669-1337 三田市学園4-1 795531128 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社テック 代表取締役 今西 龍介 669-2202 兵庫県丹波篠山市東吹330-3 795900919 神北(宝健)第2-233 令和2年7月30日 令和8年8月31日 平成26年8月7日
000028 2000147274 タリーズコーヒー宝塚店 665-0832 宝塚市向月町3-1 797851122 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 伊丹産業ビバレッジ株式会社 代表取締役 北嶋 太郎 664-0851 兵庫県伊丹市中央五丁目5番10号 727830001 神北(宝健)第1-117 令和3年8月16日 令和10年8月31日 令和3年8月16日
000028 2000147292 お好み焼き　偶　三田ウッディタウン店 669-1321 三田市けやき台1-7 795652277 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＧＥＮダイニング 代表取締役 渡川 英樹 651-1351 兵庫県神戸市北区八多町中870 789501414 神北(宝健)第2-213 令和2年7月21日 令和8年8月31日 平成26年8月21日
000028 2000147311 コトリエ 665-0816 宝塚市平井2-2-16 797757336 飲食店営業(4)その他 一般 矢島 薫 神北(宝健)第2-189 令和2年7月15日 令和8年8月31日 平成26年8月22日
000028 2000147317 ホルモン　あさかわ商店 669-1529 三田市中央町12-7 795511638 食肉販売業 一般 浅川 則行 神北(宝健)第2-258 令和2年8月18日 令和8年8月31日 平成26年8月20日
000028 2000147330 イズミヤ小林店 665-0034 宝塚市小林5-5-47 797730101 飲食店営業(4)その他 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第2-158 令和2年7月3日 令和8年8月31日 平成26年8月22日
000028 2000147332 イズミヤ小林店 665-0034 宝塚市小林5-5-47 797730101 菓子製造業 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第2-159 令和2年7月3日 令和8年8月31日 平成26年8月22日
000028 2000147390 愛宕原ゴルフ俱楽部クラブハウスレストラン 665-0808 宝塚市切畑字長尾山5-3 727568003 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 代表社員 株式会社ゴルフ・アライアンス 職務執行者　大澤道雄 140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 366881500 神北(宝健)第2-242 令和2年8月3日 令和8年8月31日 平成26年8月25日
000028 2000147591 中華　Ｍｏｋｕ　Ｍｏｋｕ 665-0056 宝塚市中野町4-22 797716939 飲食店営業(4)その他 一般 杢 教充 神北(宝健)第2-373 令和2年11月5日 令和8年11月30日 平成26年9月5日
000028 2000147606 たこやき　千 665-0034 宝塚市小林5-5-38 飲食店営業(4)その他 一般 佐藤 千佳子 神北(宝健)第2-375 令和2年11月5日 令和8年11月30日 平成26年9月5日
000028 2000147708 パン工房　のら 669-1502 三田市永沢寺16 795064951 飲食店営業(4)その他 一般 櫻井 直樹 神北(宝健)第2-352 令和2年10月28日 令和8年11月30日 平成26年9月17日
000028 2000147709 パン工房　のら 669-1502 三田市永沢寺16 795064951 菓子製造業 一般 櫻井 直樹 神北(宝健)第2-353 令和2年10月28日 令和8年11月30日 平成26年9月17日
000028 2000147759 Ｌｏｕｎｇｅ　Ｃｈａｒｉｓ 669-1528 三田市駅前町5-4 795647055 飲食店営業(4)その他 一般 西尾 和枝 神北(宝健)第2-331 令和2年10月21日 令和8年11月30日 平成26年9月19日



000028 2000147817 にしむら屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 西村 徳一 神北(宝健)第2-302 令和1年11月26日 令和6年11月30日 平成26年9月24日
000028 2000147828 めぐみの里 665-0034 宝塚市小林4-7-37-1 797764556 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社バイタルハウス 代表取締役 豊永 恵子 663-8006 兵庫県宝塚市川面4-1-38-2 797617801 神北(宝健)第2-319 令和2年10月16日 令和8年11月30日 平成26年9月25日
000028 2000147923 セブン－イレブン三田下井沢店 669-1315 三田市下井沢570-5 795674077 菓子製造業 一般 有限会社 トッチーカンパニー 代表取締役 西ヶ開 徹 669-1412 兵庫県三田市木器1484-2 795690281 神北(宝健)第2-294 令和2年10月13日 令和8年11月30日 平成26年10月3日
000028 2000147997 カフェ　やよい 669-1546 三田市弥生が丘2-21　弥生が丘コミュニティセンター内 795620434 飲食店営業(4)その他 一般 森山 哲郎 神北(宝健)第2-297 令和2年10月13日 令和8年11月30日 平成26年10月10日
000028 2000147998 七穀ベーカリー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 山本 洋代 神北(宝健)第2-291 令和1年11月21日 令和6年11月30日 平成26年10月7日
000028 2000148014 パントリーＪＲ宝塚駅店（そうざい） 665-0845 宝塚市栄町2-7-13 797860951 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社大近 代表取締役 中津 裕彦 553-0003 大阪府大阪市福島区福島6丁目10番11号 664585261 神北(宝健)第1-227 令和3年11月10日 令和10年11月30日 令和3年11月10日
000028 2000148015 パントリーＪＲ宝塚駅店（寿司） 665-0845 宝塚市栄町2-7-13 797860951 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社大近 代表取締役 中津 裕彦 553-0003 大阪府大阪市福島区福島6丁目10番11号 664585261 神北(宝健)第1-228 令和3年11月10日 令和10年11月30日 令和3年11月10日
000028 2000148036 篠山観光ホテル 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 篠山観光ホテル株式会社 代表取締役 田村 政子 669-2331 兵庫県丹波篠山市二階町58-8 795525200 神北(宝健)第2-318 令和1年11月29日 令和6年11月30日 平成26年10月2日
000028 2000148058 ヒイラギ製菓 665-0882 宝塚市山本南2-11-16-102 菓子製造業 一般 小栗 睦子 神北(宝健)第2-372 令和2年11月5日 令和8年11月30日 平成26年10月8日
000028 2000148063 サイゼリヤ三田フラワータウン駅前店 669-1546 三田市弥生が丘1-1-1　フローラ88　1F 795536505 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社サイゼリヤ 代表取締役 正垣 泰彦 342-0008 埼玉県吉川市旭2番地5 489919611 神北(宝健)第1-187 令和3年10月14日 令和10年11月30日 令和3年10月14日
000028 2000148065 キビトパン 669-1512 三田市高次1-4-21 菓子製造業 一般 清原 達也 神北(宝健)第2-335 令和2年10月21日 令和8年11月30日 平成26年10月15日
000028 2000148087 贈りもの菓子食堂　Ｍｏｕｅｔｔｅ 669-1506 三田市志手原545-3 795645659 菓子製造業 一般 田畑 珠美 神北(宝健)第2-336 令和2年10月21日 令和8年11月30日 平成26年10月17日
000028 2000148154 成城・城田工房 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 334898611 飲食店営業(4)その他 露店 城田 豊仁 神北(宝健)第2-313 令和1年11月29日 令和6年11月30日 平成26年10月17日
000028 2000148156 クッチーナ　ベジターレ　マルヨシ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 286674338 飲食店営業(4)その他 露店 笠原 慎也 神北(宝健)第2-316 令和1年11月29日 令和6年11月30日 平成26年10月17日
000028 2000148159 日光珈琲 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 有限会社　風間総合サービス 取締役 風間 教司 322-0065 栃木県鹿沼市上材木町1739 289623863 神北(宝健)第2-315 令和1年11月29日 令和6年11月30日 平成26年10月17日
000028 2000148168 山食音 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 東 こふみ 神北(宝健)第2-312 令和1年11月29日 令和6年11月30日 平成26年10月17日
000028 2000148177 シチニア食堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 板野 茂樹 神北(宝健)第2-317 令和1年11月29日 令和6年11月30日 平成26年10月17日
000028 2000148178 手紙舎　２ｎｄ　ＳＴＯＲＹ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社　手紙社 代表取締役 北島 勲 182-0006 東京都調布市西つつじケ丘4-23-35 424445367 神北(宝健)第2-314 令和1年11月29日 令和6年11月30日 平成26年10月17日
000028 2000148238 神戸三田物流センター 669-1317 三田市宮脇54-1 795066555 アイスクリーム類製造業 一般 ＣＳＪ株式会社 代表取締役 山﨑 文裕 100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1　新国際ﾋﾞﾙ 352188839 神北(宝健)第2-303 令和2年10月13日 令和8年11月30日 平成26年10月24日
000028 2000148299 うりぼう　キッチンカー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 六甲山観光株式会社 代表取締役 宮西 幸治 657-0101 兵庫県神戸市灘区六甲山町一ケ谷1-32 788942210 神北(宝健)第2-311 令和1年11月29日 令和6年11月30日 平成26年10月29日
000028 2000148424 伽倻廊（かやらん） 669-1525 三田市対中町9-17 795630204 飲食店営業(4)その他 一般 神北(宝健)第2-388 令和2年11月10日 令和8年11月30日 平成26年11月7日
000028 2000148431 ＧＷＥＮＮ　ＨＡ　ＤＵ 665-0072 宝塚市千種1-12-11 797735511 飲食店営業(4)その他 一般 オリビエ 眞理 神北(宝健)第2-356 令和2年10月28日 令和8年11月30日 平成26年11月7日
000028 2000148432 ＧＷＥＮＮ　ＨＡ　ＤＵ 665-0072 宝塚市千種1-12-11 797735511 菓子製造業 一般 オリビエ 眞理 神北(宝健)第2-357 令和2年10月28日 令和8年11月30日 平成26年11月7日
000028 2000148552 Ｂａｒ　Ｃｈｅｒ　Ｂａｃｃｈｕｓ 669-1528 三田市駅前町11-1 飲食店営業(4)その他 一般 吉岡 雅紀 神北(宝健)第2-299 令和2年10月13日 令和8年11月30日 平成26年11月7日
000028 2000148613 サムギョプサル専門店　竜馬 669-1526 三田市相生町26-21　シャルダン三田１Ｆ 079-506-0493 飲食店営業(4)その他 一般 橋間 淳子 神北(宝健)第2-278 令和2年10月5日 令和8年11月30日 平成26年11月20日
000028 2000148625 ＬＩＦＥＳＴＹＬＥ　ＳＨＯＰ　ＵＮＤＯＲＡ 665-0874 宝塚市中筋8-12-25(リバレゴルフヴィレッジ内) 797897783 飲食店営業(4)その他 一般 米谷 沙江子 神北(宝健)第2-320 令和2年10月16日 令和8年11月30日 平成26年11月21日
000028 2000148668 ホルモン鍋　康元 665-0836 宝塚市清荒神1-11-1　清荒神市場内 797842717 飲食店営業(4)その他 一般 重光 冨士子 神北(宝健)第2-367 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成26年11月21日
000028 2000148690 鳥貴族　三田ウッディタウン店 669-1322 三田市すずかけ台2-3-1えるむプラザ１階119 795588444 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社鳥貴族 代表取締役 江野澤 暢男 556-0020 大阪府大阪市浪速区立葉一丁目2番12号 665625333 神北(宝健)第1-214 令和3年10月29日 令和10年11月30日 令和3年10月29日
000028 2000148703 トラストガーデン宝塚レストラン 665-0803 宝塚市花屋敷つつじガ丘4-11 727577221 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 リゾートトラスト株式会社 代表取締役 伏見 有貴 460-0005 愛知県名古屋市中区東桜二丁目18番31号 529336000 神北(宝健)第1-238 令和3年11月16日 令和10年11月30日 令和3年11月16日
000028 2000148719 Herb　cafe　荒神'sガーデン 665-0836 宝塚市清荒神5-104-2 797626311 飲食店営業(4)その他 一般 新納 雅文 神北(宝健)第2-304 令和2年10月14日 令和8年11月30日 平成26年11月21日
000028 2000148797 石窯ＰＩＺＺＡ　ＡＮＴＨＯＮＹ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 薮下 利広 神北(宝健)第2-389 令和2年2月20日 令和7年2月28日 平成26年12月1日
000028 2000148849 ほたるの里　宝塚南口 665-0011 宝塚市南口1-2-19 797728313 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ほたるの里 代表取締役 池田 年男 665-0011 兵庫県宝塚市南口1丁目2番19号 797728313 神北(宝健)第2-472 令和3年2月10日 令和9年2月28日 平成26年12月5日
000028 2000148917 御料理　かわばた 669-1537 三田市西山2-1-13　レトワールＳ　1Ｆ 795588737 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川端 誠 神北(宝健)第2-437 令和3年1月25日 令和9年2月28日 平成26年12月9日
000028 2000149113 subako 665-0835 宝塚市旭町2-3-3宝旭ハイツ105 797756229 飲食店営業(4)その他 一般 髙岸 佳子 神北(宝健)第2-411 令和3年1月7日 令和9年2月28日 平成26年12月26日
000028 2000149114 subako 665-0835 宝塚市旭町2-3-3宝旭ハイツ105 797756229 菓子製造業 一般 髙岸 佳子 神北(宝健)第2-412 令和3年1月7日 令和9年2月28日 平成26年12月26日
000028 2000149296 Ｂａｒ＆Ｄｉｎｅｒ　Ｔｒｅｓ 669-1529 三田市中央町10-13-3F 795648039 飲食店営業(4)その他 一般 秋山 祐希 神北(宝健)第2-461 令和3年2月2日 令和9年2月28日 平成27年1月20日
000028 2000149307 認定こども園　自然幼稚園 665-0842 宝塚市川面5-15-9 797862281 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社富喜屋 代表取締役 宮崎 裕生 569-0854 大阪府高槻市西町3-1 726937356 神北(宝健)第2-464 令和3年2月3日 令和9年2月28日 平成27年1月15日
000028 2000149358 居酒屋　えん 665-0056 宝塚市中野町8-1 797788595 飲食店営業(4)その他 一般 岡本 優美 神北(宝健)第2-434 令和3年1月25日 令和9年2月28日 平成27年1月28日
000028 2000149393 バー　こむらさき 669-1529 三田市中央町11-1 795631212 飲食店営業(4)その他 一般 堀江 光子 神北(宝健)第2-442 令和3年1月26日 令和9年2月28日 平成27年1月28日
000028 2000149490 宅配クック1・2・3　宝塚店 665-0046 宝塚市福井町14-22 797765110 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社ザッツイット 取締役 廣島 昌則 665-0001 兵庫県宝塚市長寿ガ丘1-23 797816739 神北(宝健)第2-447 令和3年1月27日 令和9年2月28日 平成27年2月3日
000028 2000149491 ＮＡＭＡＳＴＥ　ＣＵＲＲＹ　ＨＯＵＳＥ 665-0033 宝塚市伊孑志2-17-8 797732553 飲食店営業(4)その他 一般 ＳＨＡＲＭＡ ＤＩＬＩＰ 神北(宝健)第2-460 令和3年2月2日 令和9年2月28日 平成27年2月3日
000028 2000149492 アロマ＆ハーブカフェ　いのちの木 665-0034 宝塚市小林2-12-26　マンションキシダ101号 飲食店営業(4)その他 一般 佐藤 優子 神北(宝健)第2-473 令和3年2月12日 令和9年2月28日 平成27年2月2日
000028 2000149511 スポーツクラブＮＡＳ　ウッディタウン 669-1322 三田市すずかけ台2-3-1　えるむプラザ３Ｆ 795655700 喫茶店営業 自動販売機 スポーツクラブＮＡＳ株式会社 代表取締役 柴山 良成 100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目8番1号 368587500 神北(宝健)第2-369 令和2年1月29日 令和7年2月28日 平成27年2月2日
000028 2000149546 梅の花　宝塚店 665-0886 宝塚市山手台西3-3-2 797821800 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社梅の花サービス西日本 代表取締役 村山 芳勝 830-0033 福岡県久留米市天神町146 942383440 神北(宝健)第1-353 令和4年2月18日 令和11年2月28日 令和4年2月18日
000028 2000149551 茶寮ふふ 665-0071 宝塚市社町3-29 797778848 飲食店営業(4)その他 一般 佐々田 冨美子 神北(宝健)第2-465 令和3年2月4日 令和9年2月28日 平成27年2月6日
000028 2000149606 文左亭　新三田店 669-1322 三田市すずかけ台3-1ホームセンターコーナン内 飲食店営業(4)その他 一般 小林 豊 神北(宝健)第2-424 令和3年1月18日 令和9年2月28日 平成27年2月10日
000028 2000149607 文左亭　新三田店 669-1322 三田市すずかけ台3-1ホームセンターコーナン内 菓子製造業 一般 小林 豊 神北(宝健)第2-425 令和3年1月18日 令和9年2月28日 平成27年2月10日
000028 2000149620 カレーハウス 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 福井 保樹 神北(宝健)第2-333 令和2年1月15日 令和7年2月28日 平成27年2月10日
000028 2000149798 ＬＩＦＥＤＥＬＩ三田 669-1535 三田市南が丘2-14-23 795630306 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社ビオネスト 代表取締役 石野 政道 651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通2-1-6 782618787 神北(宝健)第2-440 令和3年1月26日 令和9年2月28日 平成27年2月20日
000028 2000150087 Ｔami  cafe 665-0852 宝塚市売布3-14-14　ドエルイニシオ107号 飲食店営業(4)その他 一般 中村 民江 神北(宝健)第11-56 令和3年5月27日 令和9年5月31日 平成27年3月9日
000028 2000150302 ホリーズカフェ　イオン三田ウッディタウン店 669-1321 三田市けやき台1-6-2 795623133 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ホリーズ 代表取締役 堀尾 隆 601-8322 京都府京都市南区吉祥院定成町4-2 756820011 神北(宝健)第11-13 令和3年4月20日 令和9年5月31日 平成27年3月19日
000028 2000150303 ホリーズカフェ　イオン三田ウッディタウン店 669-1321 三田市けやき台1-6-2 795623133 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社ホリーズ 代表取締役 堀尾 隆 601-8322 京都府京都市南区吉祥院定成町4-2 756820011 神北(宝健)第2-70 令和2年5月1日 令和7年5月31日 平成27年3月19日
000028 2000150330 キビトパン 669-1512 三田市高次1-4-21 795590788 飲食店営業(4)その他 一般 清原 達也 神北(宝健)第11-25 令和3年4月23日 令和9年5月31日 平成27年3月19日
000028 2000150332 27513事業所 669-1339 三田市テクノパーク19-2 795682026 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目3番20号 664588801 神北(宝健)第1-38 令和4年4月27日 令和11年5月31日 令和4年4月27日
000028 2000150374 神戸三田キャンパス事業部　パンショップ 669-1330 三田市学園上ケ原1 795657676 菓子製造業 一般 関西学院大学生活協同組合 代表理事 池上 正寿 662-0891 兵庫県西宮市上ケ原一番町1番155号関西学院内 798537001 神北(宝健)第12-28 令和3年5月24日 令和9年5月31日 平成27年3月24日
000028 2000150386 セブンーイレブン宝塚安倉南４丁目店 665-0823 宝塚市安倉南4-37-18 797811107 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 藤村 操 神北(宝健)第1-9 令和4年4月12日 令和11年5月31日 令和4年4月12日
000028 2000150392 フードスポット 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　宝塚阪急2Ｆ 797811233 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-7 663611381 神北(宝健)第2-131 令和2年5月19日 令和7年5月31日 平成27年3月26日
000028 2000150420 アジュールアジーレ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 池田 正人 神北(宝健)第2-146 令和2年5月27日 令和7年5月31日 平成27年3月26日
000028 2000150535 合同会社きねや 665-0845 宝塚市栄町2-1-1 797872453 菓子製造業 一般 合同会社きねや 代表社員 岡田 裕 665-0845 兵庫県宝塚市栄町二丁目1番1号 797872453 神北(宝健)第12-29 令和3年5月31日 令和9年5月31日 平成27年3月30日
000028 2000150536 チボリゴルフセンター 665-0826 宝塚市弥生町358 797811121 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＫＭＧ 代表取締役 水野 照美 530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町6番23号 662927666 神北(宝健)第11-21 令和3年4月23日 令和9年5月31日 平成27年3月27日
000028 2000150689 株式会社めん麺亭 665-0051 宝塚市高司5-1-52 797763239 そうざい製造業 一般 株式会社めん麺亭 代表取締役 今里 有利 665-0051 兵庫県宝塚市高司五丁目1番52号 797763239 神北(宝健)第2-22 令和4年5月17日 令和11年5月31日 令和4年5月17日
000028 2000150718 やきとり竜鳳27 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社全国チェーン竜鳳 代表取締役 鈴木 明治 321-2118 栃木県宇都宮市新里町甲445 283053133 神北(宝健)第2-149 令和2年5月28日 令和7年5月31日 平成27年4月10日
000028 2000150767 大阪べっぴん屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 中原 満 神北(宝健)第2-31 令和2年4月21日 令和7年5月31日 平成27年4月15日
000028 2000150992 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋宝塚国道１７６号店 665-0835 宝塚市旭町1-1-20 797859551 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社壱番屋 代表取締役 葛原 守 491-0826 愛知県一宮市三ツ井六丁目12番23号 586767545 神北(宝健)第1-27 令和4年4月21日 令和11年5月31日 令和4年4月21日
000028 2000151024 ＴＨＥ　ＣＬＵＢ　ＨＯＵＳＥ 665-0033 宝塚市伊孑志3-6-3　辻本ビル 飲食店営業(4)その他 一般 ＮＢコンサルティング株式会社 代表取締役 矢木 眞也 665-0886 兵庫県宝塚市山手台西2-25-7 797893400 神北(宝健)第11-1 令和3年4月8日 令和9年5月31日 平成27年4月28日
000028 2000151040 カラオケBanBan宝塚店 665-0003 宝塚市湯本町5-21宝塚銀馬車ビル４F 797860333 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社シン・コーポレーション 代表取締役 加藤 伸司 162-0801 東京都新宿区山吹町346-6 352251410 神北(宝健)第11-57 令和3年5月31日 令和9年5月31日 平成27年4月30日
000028 2000151094 ファミリーマート宝塚市立病院店 665-0827 宝塚市小浜4丁目5-1 797853334 飲食店営業(4)その他 一般 エア・ウォーター・メディエイチ株式会社 代表取締役 石川 直由 141-0031 東京都品川区西五反田二丁目12番3号 354375951 神北(宝健)第11-43 令和3年5月11日 令和9年5月31日 平成27年5月11日
000028 2000151116 サービス付き高齢者向け住宅コミュニティ宝塚 665-0834 宝塚市美座2-14-12 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社バイタルハウス 代表取締役 豊永 恵子 665-0842 兵庫県宝塚市川面四丁目1番38-2号 797617801 神北(宝健)第1-100 令和4年5月26日 令和11年5月31日 令和4年5月26日
000028 2000151153 みさご珈琲 665-0815 宝塚市山本丸橋1-5-31ソレイユ山本104 飲食店営業(4)その他 一般 向井 務 神北(宝健)第11-50 令和3年5月18日 令和9年5月31日 平成27年5月13日
000028 2000151154 みさご珈琲 665-0815 宝塚市山本丸橋1-5-31ソレイユ山本104 菓子製造業 一般 向井 務 神北(宝健)第12-25 令和3年5月18日 令和9年5月31日 平成27年5月13日
000028 2000151157 （株)加納フーズ宝塚山本店 665-0883 宝塚市山本中2-2-20 797882939 食肉販売業 一般 株式会社加納フーズ 代表取締役 加納 幸徳 580-0023 大阪府松原市南新町4丁目74番地の4 723300222 神北(宝健)第12-22 令和3年5月14日 令和9年5月31日 平成27年4月30日
000028 2000151198 宝塚　にくや 665-0046 宝塚市福井町32-31 797771429 食肉販売業 一般 山田 真吾 神北(宝健)第12-26 令和3年5月19日 令和9年5月31日 平成27年5月13日
000028 2000151199 宝塚　にくや 665-0046 宝塚市福井町32-31 797771429 飲食店営業(4)その他 一般 山田 真吾 神北(宝健)第11-51 令和3年5月19日 令和9年5月31日 平成27年5月13日
000028 2000151330 菊の季節に桜が満開 669-1537 三田市西山2-28-14 795641095 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有田 徹 神北(宝健)第11-10 令和3年4月20日 令和9年5月31日 平成27年5月15日
000028 2000151406 農家レストラン　ベジばぁば 669-1303 三田市末1133 795671412 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 明 神北(宝健)第11-28 令和3年4月27日 令和9年5月31日 平成27年5月22日
000028 2000151460 まるさん　松本 665-0004 宝塚市梅野町1-29 飲食店営業(4)その他 一般 松本 章太郎 神北(宝健)第11-16 令和3年4月22日 令和9年5月31日 平成27年5月28日
000028 2000151461 ファミリーマート宝塚山本野里店 665-0814 宝塚市山本野里3-27-4 797893011 飲食店営業(4)その他 一般 Ｍ株式会社 代表取締役 奥田 浩信 652-0812 兵庫県神戸市兵庫区湊町3-1-20 783060707 神北(宝健)第1-17 令和4年4月14日 令和10年5月31日 令和4年4月14日
000028 2000151504 ザ･宝塚タワー３Ｆ　コンシュルジュカウンター 665-0011 宝塚市南口2-14-3 797748675 喫茶店営業 一般 ヤマト運輸株式会社 代表取締役 長尾 裕 104-0061 東京都中央区銀座二丁目16番10号 335413411 神北(宝健)第12-27 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成27年5月28日
000028 2000151674 肉男 669-1528 三田市駅前町8-39-202 795590559 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｓ＆Ｙフード 代表取締役 篠倉 康宏 669-1526 兵庫県三田市相生町1-40相生スカイパーク１Ｆ 795622951 神北(宝健)第1-128 令和3年8月20日 令和9年8月31日 令和3年8月20日
000028 2000151711 43号　Two days 665-0053 宝塚市駒の町1-1 798537819 飲食店営業(4)その他 一般 一般財団法人競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1-1 423038355 神北(宝健)第1-91 令和3年7月30日 令和10年8月31日 令和3年7月30日
000028 2000151734 もつ吉 669-1537 三田市西山2-8-19 795596229 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 桒畑 亮 神北(宝健)第1-127 令和3年8月20日 令和9年8月31日 令和3年8月20日
000028 2000151847 ＲＡＫＵ　ＣＡＦＥ 669-1541 三田市貴志2024 795656233 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社トリコエステート 代表取締役 三和 啓太 107-0052 東京都港区赤坂七丁目6番7－101号 355752417 神北(宝健)第1-82 令和3年7月28日 令和9年8月31日 令和3年7月28日
000028 2000151911 ローソン宝塚安倉南二丁目店 665-0823 宝塚市安倉南2-10-34 797845777 飲食店営業(4)その他 一般 林田 充弘 神北(宝健)第1-198 令和4年8月19日 令和11年8月31日 令和4年8月19日
000028 2000152008 川面ちどり保育園内厨房 665-0842 宝塚市川面3-24-13 797841775 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 富士産業株式会社 代表取締役 中村 勝彦 105-0004 東京都港区新橋5-32-7 354006111 神北(宝健)第1-219 令和4年8月29日 令和11年8月31日 令和4年8月29日
000028 2000152046 宝塚市立温泉利用施設 665-0003 宝塚市湯本町9-33 797847993 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 株式会社linkworks 代表取締役 廣瀬 琢也 650-0001 兵庫県神戸市中央区加納町三丁目10番12号 783276033 神北(宝健)第1-154 令和3年8月31日 令和9年8月31日 令和3年8月31日
000028 2000152054 大阪新阪急ホテル 665-0053 宝塚市駒の町1-1 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社阪急阪神ホテルズ 代表取締役 山中 直義 530-0012 大阪府大阪市北区芝田一丁目16番1号 663725231 神北(宝健)第2-202 令和2年7月17日 令和7年8月31日 平成27年6月26日
000028 2000152055 大阪新阪急ホテル 665-0053 宝塚市駒の町1-1 菓子製造業 露店 株式会社阪急阪神ホテルズ 代表取締役 山中 直義 530-0012 大阪府大阪市北区芝田一丁目16番1号 663725231 神北(宝健)第2-201 令和2年7月17日 令和7年8月31日 平成27年6月26日
000028 2000152101 ワイン＆フード　ＹＯＳＨＩＤＡ 665-0035 宝塚市逆瀬川2-6-4 797719516 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉田 孝文 神北(宝健)第1-134 令和3年8月24日 令和9年8月31日 令和3年8月24日
000028 2000152102 Ｃａｆｅ ＆ ｂａｒ　Ｋａｍａｎｅｋｏ 665-0842 宝塚市川面3-23-5村上ビル１Ｆ 797811123 飲食店営業(4)その他 一般 奥田 惠子 神北(宝健)第1-133 令和3年8月23日 令和9年8月31日 令和3年8月23日
000028 2000152160 コーヒーワゴン「憩い」 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 公益財団法人　宝塚市スポーツ振興公社 理事長 砂田 耕二郎 665-0827 兵庫県宝塚市小浜1-1-11 0797-87-5911 神北(宝健)第2-188 令和2年7月15日 令和7年8月31日 平成27年7月8日
000028 2000152213 ちーふのお店　ローストビーフ 669-1533 三田市三田町28-3 795066130 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤林 剛 神北(宝健)第1-145 令和3年8月27日 令和9年8月31日 令和3年8月27日
000028 2000152214 Trattoria ＡＣＣＡＤＩ 669-1528 三田市駅前町8-39-201 795625578 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福永 知彦 神北(宝健)第1-84 令和3年7月28日 令和9年8月31日 令和3年7月28日
000028 2000152268 カンテボーレ 669-1321 三田市けやき台1-6-2 795648800 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432126500 神北(宝健)第1-146 令和3年8月27日 令和9年8月31日 令和3年8月27日
000028 2000152290 ２Ｆ　ワゴン 665-0053 宝塚市駒の町1-1 798537819 飲食店営業(4)その他 露店 一般財団法人　競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1-1 423038355 神北(宝健)第2-206 令和2年7月17日 令和7年8月31日 平成27年7月17日
000028 2000152292 ５Ｆ　ワゴン 665-0053 宝塚市駒の町1-1 798537819 飲食店営業(4)その他 露店 一般財団法人　競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1-1 423038355 神北(宝健)第2-205 令和2年7月17日 令和7年8月31日 平成27年7月17日
000028 2000152316 喫茶やまぼうし 669-1505 三田市尼寺1173-4 795642129 飲食店営業(4)その他 一般 北 多津子 神北(宝健)第1-103 令和3年8月16日 令和9年8月31日 令和3年8月16日
000028 2000152320 なかの鮨 669-1529 三田市中央町12-4 795651251 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中野 孝 神北(宝健)第1-125 令和3年8月19日 令和9年8月31日 令和3年8月19日
000028 2000152398 ローソン三田大原店 669-1515 三田市大原643-1 795653963 飲食店営業(4)その他 一般 ディアーサークル株式会社 代表取締役 鹿丸 秀也 669-1337 兵庫県三田市学園七丁目3番6号 795587722 神北(宝健)第1-166 令和4年8月2日 令和11年8月31日 令和4年8月2日
000028 2000152404 ローソン三田市相生町店 669-1526 三田市相生町25-19 795592602 飲食店営業(4)その他 一般 ディアーサークル株式会社 代表取締役 鹿丸 秀也 669-1337 兵庫県三田市学園七丁目3番6号 795587722 神北(宝健)第1-168 令和4年8月2日 令和11年8月31日 令和4年8月2日
000028 2000152409 ローソンＪＲ三田駅北店 669-1512 三田市高次1-2-29 795590688 飲食店営業(4)その他 一般 ディアーサークル株式会社 代表取締役 鹿丸 秀也 669-1337 兵庫県三田市学園七丁目3番6号 795587722 神北(宝健)第1-167 令和4年8月2日 令和11年8月31日 令和4年8月2日
000028 2000152431 サブロク　セントラルキッチン 669-1523 三田市寺村町4440 795641666 そうざい製造業 一般 株式会社Ｓａｂｕｒｏｋｕ 代表取締役 福西 文彦 669-1352 兵庫県三田市須磨田794-36 795602525 神北(宝健)第2-71 令和3年8月26日 令和9年8月31日 令和3年8月26日
000028 2000152437 こめっこ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 野村 幸世 神北(宝健)第2-208 令和2年7月20日 令和7年8月31日 平成27年7月28日
000028 2000152554 鉄板焼厨房　海華 665-0822 宝塚市安倉中2-5-37 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平田 久子 神北(宝健)第1-136 令和3年8月25日 令和9年8月31日 令和3年8月25日
000028 2000152572 新明和工業株式会社　本社食堂 665-0052 宝塚市新明和町1-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社東テスティパル 代表取締役 藤井 俊成 571-0045 大阪府門真市殿島町6番1号 669098181 神北(宝健)第1-197 令和4年8月18日 令和11年8月31日 令和4年8月18日
000028 2000152643 エル　ペレレ 669-1529 三田市中央町10-13中央第2ビル5F 飲食店営業(4)その他 一般 西垣内 寿喜 神北(宝健)第1-106 令和3年8月6日 令和9年8月31日 令和3年8月6日
000028 2000152647 らーめん　もんつき　かかか 665-0874 宝塚市中筋3-2-10　Ｑ176　1Ｆ 797759360 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 門脇 史卓 神北(宝健)第1-122 令和3年8月19日 令和9年8月31日 令和3年8月19日
000028 2000152693 珈琲焙煎工房　Ｈｕｇ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 一般社団法人　高次脳機能障害者サポートネット 代表理事 中山 猛 665-0881 兵庫県宝塚市山本東1-3-6　メゾン山本 797788901 神北(宝健)第2-160 令和2年7月7日 令和7年8月31日 平成27年8月14日
000028 2000152751 フレスコ小林店 665-0034 宝塚市小林2-9-27 797764131 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ハートフレンド 代表取締役 井上 壮一 600-8311 京都府京都市下京区若宮通五条下ル毘沙門町33番地1 754689171 神北(宝健)第1-142 令和3年8月26日 令和10年8月31日 令和3年8月26日
000028 2000152824 ファミリーバル　たまねぎあたま 669-1537 三田市西山2-28-2ロイヤルスクエア　Ｂ101 795511220 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森山 悠太 神北(宝健)第1-124 令和3年8月19日 令和9年8月31日 令和3年8月19日
000028 2000152834 シャローム　ファンシーフーズストアー 665-0884 宝塚市山本西2-7-3ＭＵＣＣＳ珍樹園102号 797896585 そうざい製造業 一般 髙橋 光輝 神北(宝健)第2-73 令和3年8月26日 令和10年8月31日 令和3年8月26日
000028 2000153017 子育て家庭応援食センター 665-0845 宝塚市栄町1-6-2 797710888 そうざい製造業 一般 株式会社ポレ・ポレ 代表取締役 土居 絢果 665-0071 兵庫県宝塚市社町1番6号 797710888 神北(宝健)第2-74 令和3年8月27日 令和9年8月31日 令和3年8月27日
000028 2000153018 アイディア研究舎 665-0875 宝塚市中筋山手1-3-31　ハイツみずきB-105 清涼飲料水製造業 一般 林 真理 神北(宝健)第2-72 令和3年8月26日 令和9年8月31日 令和3年8月26日



000028 2000153138 ko.no.mi 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 798701183 飲食店営業(4)その他 露店 後藤 宏一郎 神北(宝健)第2-376 令和2年11月6日 令和7年11月30日 平成27年9月10日
000028 2000153156 肉のマルセ本店 669-1345 三田市下相野306-3 795680298 そうざい製造業 一般 株式会社勢戸 代表取締役 勢戸 章示 669-1345 兵庫県三田市下相野306番地の3 795680298 神北(宝健)第2-105 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 2000153172 12号　Two days 665-0053 宝塚市駒の町1-1 798537819 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 一般財団法人　競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1-1 423038355 神北(宝健)第2-330 令和2年10月21日 令和7年11月30日 平成27年9月11日
000028 2000153174 ココロ焦ガレ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 ココロパーク株式会社 代表取締役 常 良太郎 611-0041 京都府宇治市槇島町三十五56番地の14 774216260 神北(宝健)第2-344 令和2年10月27日 令和7年11月30日 平成27年9月11日
000028 2000153211 あいあい傘 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 有限会社太田食品 代表取締役 太田 満 571-0058 大阪府門真市小路町1-12 669918730 神北(宝健)第2-403 令和2年11月26日 令和7年11月30日 平成27年9月15日
000028 2000153212 あいあい傘 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 有限会社太田食品 代表取締役 太田 満 571-0058 大阪府門真市小路町1-12 669918730 神北(宝健)第2-404 令和2年11月26日 令和7年11月30日 平成27年9月15日
000028 2000153220 ＢＡＲ ＢＡＲ ＳＨＯＰ　８ 669-1529 三田市中央町12-7 795629950 飲食店営業(4)その他 一般 岡田 武士 神北(宝健)第1-193 令和3年10月19日 令和9年11月30日 令和3年10月19日
000028 2000153238 ごはんや 665-0821 宝塚市安倉北3-4-3 797862526 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 工藤 真由美 神北(宝健)第1-236 令和3年11月16日 令和9年11月30日 令和3年11月16日
000028 2000153294 百合珈琲 665-0051 宝塚市高司1-8-11 797720656 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 百合 千佳 神北(宝健)第1-252 令和3年11月22日 令和9年11月30日 令和3年11月22日
000028 2000153295 百合珈琲 665-0051 宝塚市高司1-8-11 797720656 菓子製造業 一般 百合 千佳 神北(宝健)第2-108 令和3年11月22日 令和9年11月30日 令和3年11月22日
000028 2000153297 肉のマルセ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社勢戸 代表取締役 勢戸 章示 669-1345 兵庫県三田市下相野306-3 795680298 神北(宝健)第2-317 令和2年10月15日 令和7年11月30日 平成27年9月28日
000028 2000153300 ５丁目酒場 665-0034 宝塚市小林5-5-36 797697233 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 野村 毅 神北(宝健)第1-259 令和3年11月25日 令和9年11月30日 令和3年11月25日
000028 2000153307 タノカンサ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 光月 範明 神北(宝健)第2-397 令和2年11月19日 令和7年11月30日 平成27年9月28日
000028 2000153449 日乃本食産株式会社 669-1506 三田市志手原882 795642222 複合型そうざい製造業 一般 日乃本食産株式会社 代表取締役 見野 裕重 669-1506 兵庫県三田市志手原882 795642222 神北(宝健)第2-99 令和4年11月17日 令和11年11月30日 令和4年11月17日
000028 2000153613 Ｓｈａｒｅ　Ｃａｆｅ 665-0845 宝塚市栄町1-1-19西村ビル102号 797857766 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人宝塚ＮＰＯセンター 理事 中山 光子 665-0845 兵庫県宝塚市栄町2丁目1番1号 797857766 神北(宝健)第1-241 令和3年11月17日 令和9年11月30日 令和3年11月17日
000028 2000153621 みちみち屋こぐまパン 665-0002 宝塚市月見山2-21-3 797579612 菓子製造業 一般 川道 貴美子 神北(宝健)第2-86 令和3年10月12日 令和9年11月30日 令和3年10月12日
000028 2000153622 みちみち屋こぐまパン 665-0002 宝塚市月見山2-21-3 797579612 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川道 貴美子 神北(宝健)第1-180 令和3年10月12日 令和9年11月30日 令和3年10月12日
000028 2000153626 中庭商店 665-0845 宝塚市栄町1-18-5 797862910 魚介類販売業 一般 中庭 伸一 神北(宝健)第2-89 令和3年10月21日 令和9年11月30日 令和3年10月21日
000028 2000153627 中庭商店 665-0845 宝塚市栄町1-18-5 797862910 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中庭 伸一 神北(宝健)第1-198 令和3年10月21日 令和9年11月30日 令和3年10月21日
000028 2000153651 ＵＮＯ 669-1529 三田市中央町11-12 795511436 飲食店営業(4)その他 一般 河中 翔 神北(宝健)第1-178 令和3年10月8日 令和9年11月30日 令和3年10月8日
000028 2000153654 ㈱いかりスーパーマーケット  水産センター 665-0043 宝塚市高松町2-12 797727073 そうざい製造業 一般 株式会社いかりスーパーマーケット 代表取締役 行光 恒夫 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町1-15-8 664216074 神北(宝健)第2-100 令和3年11月9日 令和9年11月30日 令和3年11月9日
000028 2000153698 うさぎ 665-0845 宝塚市栄町2-11-9　中号室 797867252 飲食店営業(4)その他 一般 横井 伸忠 神北(宝健)第1-263 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 2000153716 京もつ鍋ホルモン朱々仁川店 665-0061 宝塚市仁川北2-9-43カールス仁川101 798531155 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 河合 一宏 神北(宝健)第1-230 令和3年11月10日 令和9年11月30日 令和3年11月10日
000028 2000153755 ナナツボ 669-1528 三田市駅前町8-18 795556811 飲食店営業(4)その他 一般 宮宅 宏明 神北(宝健)第1-186 令和3年10月14日 令和9年11月30日 令和3年10月14日
000028 2000153978 猿　一匹 669-1537 三田市西山2-28-2　B102 795597033 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松村 敏江 神北(宝健)第1-257 令和3年11月22日 令和9年11月30日 令和3年11月22日
000028 2000153997 Ｓｎａｃｋ　Ｂａｒ　Ａｍｒｉｔａ  （アムリタ） 669-1529 三田市中央町12-3 795556969 飲食店営業(4)その他 一般 岡本 康子 神北(宝健)第1-225 令和3年11月9日 令和9年11月30日 令和3年11月9日
000028 2000154005 LA BOTTEGA NUOVA NAPOLI 665-0035 宝塚市逆瀬川1-8-22 飲食店営業(4)その他 一般 SCOTTO DI VETTIMO ANTONIO 神北(宝健)第1-199 令和3年10月25日 令和9年11月30日 令和3年10月25日
000028 2000154136 松濤軒 665-0861 宝塚市中山寺3-3-8 797862702 飲食店営業(4)その他 一般 山下 泰延 神北(宝健)第1-242 令和3年11月17日 令和9年11月30日 令和3年11月17日
000028 2000154138 丸亀製麺宝塚店 665-0034 宝塚市小林5-9-78 797725559 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社丸亀製麺 代表取締役 山口 寛 150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号 342218900 神北(宝健)第1-311 令和4年11月4日 令和10年11月30日 令和4年11月4日
000028 2000154139 サーティワンアイスクリーム　宝塚中筋店 665-0874 宝塚市中筋8-21-31 797823731 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マックアースフーズ 代表取締役 一ノ本 三千代 667-1124 兵庫県養父市丹戸896番地の2 796673320 神北(宝健)第1-233 令和3年11月12日 令和9年11月30日 令和3年11月12日
000028 2000154175 愉楽日本料理かぐらざか 665-0034 宝塚市小林5-9-82メモリアルホール宝塚飛翔殿内 797770042 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社カグラザカ 代表取締役 福井 昌勝 666-0121 兵庫県川西市平野二丁目2番16号 727932511 神北(宝健)第1-313 令和4年11月8日 令和11年11月30日 令和4年11月8日
000028 2000154186 ㈱ダイエー宝塚中山店 665-0867 宝塚市売布東の町21-22 797864711 菓子製造業 一般 株式会社ダイエー 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町四丁目1番1 783025001 神北(宝健)第2-111 令和3年11月26日 令和10年11月30日 令和3年11月26日
000028 2000154210 ローソン　三田福島店 669-1313 三田市福島字宮野前501-13 795633910 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社尚和商事 代表取締役 岡田 尚也 665-0062 兵庫県宝塚市仁川高台2丁目5番27号 798521097 神北(宝健)第1-275 令和4年10月18日 令和11年11月30日 令和4年10月18日
000028 2000154247 すてーき食堂　Ａ-chi-chi 665-0836 宝塚市清荒神1-11-1 797861777 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長岡 俊広 神北(宝健)第1-215 令和3年11月1日 令和9年11月30日 令和3年11月1日
000028 2000154260 串かつ酒場　串まる 669-1529 三田市中央町12-8 795596233 飲食店営業(4)その他 一般 松尾 幸広 神北(宝健)第1-171 令和3年10月6日 令和9年11月30日 令和3年10月6日
000028 2000154264 呑み処.歌い処　ふさちゃん 665-0034 宝塚市小林2-9-25 797722108 飲食店営業(4)その他 一般 大田 房子 神北(宝健)第1-182 令和3年10月12日 令和9年11月30日 令和3年10月12日
000028 2000154272 来来亭　三田店 669-1513 三田市三輪4-5-22 795626662 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社喜び 代表取締役 廣田 喜義 612-0876 京都府京都市伏見区深草西伊達町88番地37 神北(宝健)第1-205 令和3年10月26日 令和9年11月30日 令和3年10月26日
000028 2000154289 シャンティ　ランカ 665-0816 宝塚市平井2-7-11 797891215 飲食店営業(4)その他 一般 塚町 ニシャンティ 神北(宝健)第1-269 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 2000154346 ㈱ハイレックスコーポレーション  自販機コーナーカップ 665-0845 宝塚市栄町1-12-28 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 神北(宝健)第2-384 令和2年11月9日 令和7年11月30日 平成27年11月30日
000028 2000154356 サービス付高齢者向け住宅　和 669-1531 三田市天神1-2-15 795645510 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社塩梅 代表取締役 今井 清秀 567-0834 大阪府茨木市学園南町7-5 726571122 神北(宝健)第1-316 令和4年1月24日 令和10年2月29日 令和4年1月24日
000028 2000154403 ＴＡＫＩ　ＢＡＫＥ 665-0021 宝塚市中州1-15-33 797912227 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 滝川 由希 神北(宝健)第1-308 令和4年1月19日 令和10年2月29日 令和4年1月19日
000028 2000154404 ＴＡＫＩ　ＢＡＫＥ 665-0021 宝塚市中州1-15-33 797912227 菓子製造業 一般 滝川 由希 神北(宝健)第2-125 令和4年1月19日 令和10年2月29日 令和4年1月19日
000028 2000154420 かつアンドかつ宝塚中山店 665-0874 宝塚市中筋8-5-30 797820600 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社かつアンドかつ 代表取締役 森元 芳樹 564-0051 大阪府吹田市豊津町1番33号 668215416 神北(宝健)第1-364 令和4年2月25日 令和10年2月29日 令和4年2月25日
000028 2000154520 とみ神 665-0836 宝塚市清荒神1-11-5 797870774 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 神山 恭子 神北(宝健)第1-355 令和4年2月24日 令和10年2月29日 令和4年2月24日
000028 2000154583 セブン-イレブンハートインＪＲ新三田駅前店 669-1313 三田市福島字道野上440 795611067 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット 代表取締役 中西 豊 661-0976 兵庫県尼崎市潮江1丁目2番12号 649609819 神北(宝健)第1-298 令和4年1月17日 令和10年2月29日 令和4年1月17日
000028 2000154612 居酒屋パリピ 665-0055 宝塚市大成町9-10メゾンヒロ104号 797765107 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 坂下 真二 神北(宝健)第1-329 令和4年1月27日 令和10年2月29日 令和4年1月27日
000028 2000154614 Lino la cafe 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 宮川 香織 神北(宝健)第2-421 令和3年1月14日 令和8年2月28日 平成28年1月5日
000028 2000154645 Cafe&gallery うわのそら 669-1303 三田市末1891-27 795673556 菓子製造業 一般 勝田 敏治 神北(宝健)第2-120 令和4年1月14日 令和10年2月29日 令和4年1月14日
000028 2000154698 お食事処　福亭 669-1513 三田市三輪2-1-23 795632910 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西 秀晴 神北(宝健)第1-313 令和4年1月21日 令和10年2月29日 令和4年1月21日
000028 2000154722 とみ屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 冨島 好夫 神北(宝健)第2-477 令和3年2月25日 令和8年2月28日 平成28年1月18日
000028 2000154843 チャイナ　ダイニング　リウ 669-1529 三田市中央町12-1 795698366 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西川 秀祐 神北(宝健)第1-311 令和4年1月21日 令和10年2月29日 令和4年1月21日
000028 2000154845 早瀬野菜研究所 669-1503 三田市乙原2395-54 795661210 菓子製造業 一般 早瀬 真由美 神北(宝健)第2-131 令和4年2月3日 令和10年2月29日 令和4年2月3日
000028 2000154846 株式会社小笠原 669-1313 三田市福島宮野前501-46シティホール新三田4F 795644949 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社小笠原 代表取締役 澤田 秀一 674-0068 兵庫県明石市大久保町ゆりのき通一丁目4番地の2.1-803号 789343222 神北(宝健)第1-411 令和5年2月10日 令和11年2月28日 令和5年2月10日
000028 2000154862 矢落 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　ソリオ1　ＧＦ 797861068 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 村井 直美 神北(宝健)第1-365 令和4年2月25日 令和11年2月28日 令和4年2月25日
000028 2000154883 セブン-イレブンハートインＪＲ三田駅南口店 669-1528 三田市駅前町1-32 795697381 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット 代表取締役 中西 豊 661-0976 兵庫県尼崎市潮江1丁目2番12号 649609819 神北(宝健)第1-348 令和4年2月9日 令和10年2月29日 令和4年2月9日
000028 2000154920 ミラヴェイユ 665-0033 宝塚市伊孑志3-12-23 797627222 菓子製造業 一般 株式会社Ｙ．Ｍ．Ｋ． 代表取締役 妻鹿 祐介 665-0033 兵庫県宝塚市伊孑志三丁目12-23 797627222 神北(宝健)第2-129 令和4年1月28日 令和10年2月29日 令和4年1月28日
000028 2000154952 ほっかほっか亭宝塚安倉店 665-0823 宝塚市安倉南1-20-23 797854601 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 甲斐 照幸 神北(宝健)第1-331 令和4年1月28日 令和10年2月29日 令和4年1月28日
000028 2000154960 株式会社ハイレックスコーポレーション  三田工場 669-1513 三田市三輪4-3-9 795633001 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社はやし 代表取締役 林 芳之 669-1357 兵庫県三田市東本庄578-2 795681011 神北(宝健)第1-319 令和4年1月25日 令和10年2月29日 令和4年1月25日
000028 2000154961 株式会社ハイレックスコーポレーション  三田西工場 669-1339 三田市テクノパーク14-4 795682480 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社はやし 代表取締役 林 芳之 669-1357 兵庫県三田市東本庄578番地の2 795681011 神北(宝健)第1-336 令和4年2月1日 令和10年2月29日 令和4年2月1日
000028 2000154962 Liberte、la nuit　　自由、夜 669-1512 三田市高次1-12-1 795645552 飲食店営業(4)その他 一般 後呂 陽介 神北(宝健)第1-342 令和4年2月7日 令和10年2月29日 令和4年2月7日
000028 2000155168 珈琲みわ 669-1513 三田市三輪1-7-38 795624505 飲食店営業(4)その他 一般 大西 純二 神北(宝健)第1-295 令和4年1月14日 令和10年2月29日 令和4年1月14日
000028 2000155389 Ｒｏｃｃｏ　ｃａｆｅ 669-1342 三田市四ツ辻字前中189-1 795600605 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田窪 朗子 神北(宝健)第1-307 令和4年1月19日 令和10年2月29日 令和4年1月19日
000028 2000155390 ＥＰＯＣＨ 665-0034 宝塚市小林5-8-40 797246158 菓子製造業 一般 井福 勝幸 神北(宝健)第2-133 令和4年2月8日 令和10年2月29日 令和4年2月8日
000028 2000155528 七福堂 665-0867 宝塚市売布東の町21-22　ダイエー内 797992777 飲食店営業(4)その他 一般 浅野 晃久 神北(宝健)第1-59 令和4年5月13日 令和10年5月31日 令和4年5月13日
000028 2000155678 医療法人社団晃成会 665-0045 宝塚市光明町1-5　宝塚コウメイハイツ１F 797763773 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 医療法人社団晃成会 理事長 佐竹 晃 665-0045 兵庫県宝塚市光明町1-9 797737591 神北(宝健)第1-109 令和4年5月30日 令和10年5月31日 令和4年5月30日
000028 2000155700 中山ちどり事業所 665-0877 宝塚市中山桜台1-7-5 797820201 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藏ウェルフェアサービス株式会社 代表取締役 藤岡 和子 541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町三丁目1番5号 662444488 神北(宝健)第1-82 令和4年5月19日 令和10年5月31日 令和4年5月19日
000028 2000155733 業務スーパー　三田中央店 669-1529 三田市中央町19-23 795530039 魚介類販売業 一般 株式会社北神食品 代表取締役 野間 剛 669-1512 兵庫県三田市高次1-14-12 795651221 神北(宝健)第2-12 令和4年4月26日 令和11年5月31日 令和4年4月26日
000028 2000155734 業務スーパー　三田中央店 669-1529 三田市中央町19-23 795530039 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社北神食品 代表取締役 野間 剛 669-1512 兵庫県三田市高次1-14-12 795651221 神北(宝健)第1-32 令和4年4月26日 令和11年5月31日 令和4年4月26日
000028 2000155743 株式会社Ｂ・Ｆミート 669-1529 三田市中央町19-23業務スーパー三田中央店内 795638558 食肉販売業 一般 株式会社Ｂ・Ｆミート 代表取締役 大橋 啓一郎 541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町二丁目1番12号 664847828 神北(宝健)第2-13 令和4年4月26日 令和11年5月31日 令和4年4月26日
000028 2000155759 イオンシネマ三田ウッディタウン 669-1321 三田市けやき台1-6-4イオン三田ウッディタウン2番街2Ｆ 795638786 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー イオンエンターテイメント株式会社 代表取締役 藤原 信幸 135-0091 東京都港区台場2-3-1 364572820 神北(宝健)第12-5 令和3年4月21日 令和8年5月31日 平成28年3月18日
000028 2000155817 医療法人社団中村産婦人科 665-0874 宝塚市中筋6-15-7 797881103 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ジェー・エム・シー 代表取締役 那須 宏志 546-0041 大阪府大阪市東住吉区桑津1-31-30松井ビル 667105230 神北(宝健)第1-28 令和4年4月21日 令和10年5月31日 令和4年4月21日
000028 2000155827 漁連の魚屋 669-1514 三田市川除677-1ＪＡ兵庫六甲　パスカルさんだ一番館内 795637744 飲食店営業(4)その他 一般 兵庫県漁業協同組合連合会 代表理事 田沼 政男 673-0883 兵庫県明石市中崎一丁目2番3号 789408011 神北(宝健)第1-105 令和4年5月27日 令和10年5月31日 令和4年5月27日
000028 2000155828 漁連の魚屋 669-1514 三田市川除677-1ＪＡ兵庫六甲　パスカルさんだ一番館内 795637744 魚介類販売業 一般 兵庫県漁業協同組合連合会 代表理事 田沼 政男 673-0883 兵庫県明石市中崎一丁目2番3号 789408011 神北(宝健)第2-32 令和4年5月27日 令和10年5月31日 令和4年5月27日
000028 2000155832 スナックＫ 665-0034 宝塚市小林2-12-25プレジデント宝塚１Ｆ 797733383 飲食店営業(4)その他 一般 杖谷 亜実 神北(宝健)第1-33 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 2000155846 あさひ若草ナースリー内魚国総本社 669-1323 三田市あかしあ台4-14-4 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社魚国総本社 代表取締役 田所 伸浩 539-0000 大阪府大阪市中央区道修町一丁目6番19号 664785723 神北(宝健)第1-18 令和5年4月20日 令和12年5月31日 令和5年4月20日
000028 2000155946 ニューヤマザキデイリーストア  三田市民病院店 669-1321 三田市けやき台3-1-1三田市民病院内1階 795653910 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 株式会社フードテックジャパン 代表取締役 山下 展誉 655-0003 兵庫県神戸市垂水区小束山本町2-2-1 787836135 神北(宝健)第1-108 令和4年5月27日 令和10年5月31日 令和4年5月27日
000028 2000155956 焼肉　宝船 665-0003 宝塚市湯本町9-10ヌーベルヴァーグ宝塚101号 797870123 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社七福神 代表取締役 宮﨑 力 665-0003 兵庫県宝塚市湯本町6-9 神北(宝健)第1-90 令和4年5月23日 令和10年5月31日 令和4年5月23日
000028 2000155963 ほっともっと宝塚高司店 665-0051 宝塚市高司2-20-10 797766680 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社ｎａｖｅｌ 代表取締役 伊藤 健太郎 662-0017 兵庫県西宮市甲陽園西山町4番38号 798706189 神北(宝健)第1-71 令和4年5月18日 令和10年5月31日 令和4年5月18日
000028 2000155994 宝療食堂 666-0162 宝塚市花屋敷緑ガ丘1 727555515 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 心幸クリエイト株式会社 代表取締役 三尾 悦子 661-0976 兵庫県尼崎市潮江一丁目2番6号JRE尼崎フロントビル2階 664985555 神北(宝健)第1-271 平成28年3月30日 令和5年5月31日 平成28年3月30日
000028 2000156000 継ぐ味 665-0836 宝塚市清荒神3-2-16 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 伊藤 望 神北(宝健)第1-63 令和4年5月13日 令和10年5月31日 令和4年5月13日
000028 2000156211 ラ・ブラーチェ 665-0842 宝塚市川面5-6-1ベルボワビル101 797847666 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松井 隆史 神北(宝健)第1-6 令和4年4月11日 令和10年5月31日 令和4年4月11日
000028 2000156345 お菓子のお店　ＫＡＺＵ 665-0874 宝塚市中筋9-11-33リシュパルテール１Ｆ１０１号 802727 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 有限会社カズ 代表取締役 山本 一人 665-0874 兵庫県宝塚市中筋9-11-33リシュパルテール１Ｆ１０２号 797802727 神北(宝健)第12-20 令和3年5月10日 令和8年5月31日 平成28年4月15日
000028 2000156360 展望レストランヘルシーキッチン＆カフェ  ～然～ＺＥＮ 669-1321 三田市けやき台3-1-1三田市民病院内7階 795642311 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社フードテックジャパン 代表取締役 山下 展誉 655-0003 兵庫県神戸市垂水区小束山本町2-2-1 787836135 神北(宝健)第1-79 令和4年5月18日 令和10年5月31日 令和4年5月18日
000028 2000156364 フードイベントプラザⅡ 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　宝塚阪急2Ｆ 797811233 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-7 663611381 神北(宝健)第1-116 令和4年5月31日 令和10年5月31日 令和4年5月31日
000028 2000156420 双樹 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　宝塚阪急2Ｆ 797811233 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-7 663611381 神北(宝健)第1-17 平成28年4月22日 令和5年5月31日 平成28年4月22日
000028 2000156421 エストローヤル 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　宝塚阪急2Ｆ 797811233 菓子製造業 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-7 663611381 神北(宝健)第2-30 令和4年5月26日 令和10年5月31日 令和4年5月26日
000028 2000156483 Ｅｎｏｔｅｃａ　Ｂａｃｃｏ(ｴﾉﾃｶ ﾊﾞｯｺ) 665-0003 宝塚市湯本町10-43 797841125 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社アール・ティ・シー 代表取締役 冨永 亮 665-0845 兵庫県宝塚市栄町一丁目1番9号 797853185 神北(宝健)第1-55 令和4年5月12日 令和10年5月31日 令和4年5月12日
000028 2000156552 東宝塚さとう病院 665-0873 宝塚市長尾町2-1 797882737 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 シップヘルスケアフード株式会社 代表取締役 山下 雅史 565-0853 大阪府吹田市春日四丁目13番15号 663690095 神北(宝健)第1-21 平成28年4月27日 令和5年5月31日 平成28年4月27日
000028 2000156698 善光 669-1503 三田市乙原801 795660015 飲食店営業(4)その他 一般 吉田 真弓 神北(宝健)第1-65 令和4年5月16日 令和10年5月31日 令和4年5月16日
000028 2000156898 三輪珈琲店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。） 飲食店営業(4)その他 露店 有限会社オーディーエーワークス 代表取締役 小田 隆浩 657-0031 兵庫県神戸市灘区大和町3丁目2番12-909号 787786361 神北(宝健)第11-54 令和3年5月24日 令和8年5月31日 平成28年5月26日
000028 2000156943 ＭＥＥＫ 665-0033 宝塚市伊孑志2-17-10 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大野 宗達 神北(宝健)第1-84 令和4年5月19日 令和10年5月31日 令和4年5月19日
000028 2000157032 三田市ガラス工芸館 669-1507 三田市香下1832 795645111 飲食店営業(4)その他 一般 元廣 幸雄 神北(宝健)第1-160 令和4年7月28日 令和10年8月31日 令和4年7月28日
000028 2000157065 うりぼうキッチン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 六甲山観光株式会社 代表取締役 宮西 幸治 657-0101 兵庫県神戸市灘区六甲山町一ケ谷1番32号 788942210 神北(宝健)第1-72 令和3年7月19日 令和8年8月31日 令和3年7月19日
000028 2000157142 三菱電機ﾗｲﾌｻｰﾋﾞｽ株式会社三田支店  ﾆｭｰﾔﾏｻﾞｷﾃﾞｲﾘｰｽﾄｱ｢メルショップ三田店｣ 669-1513 三田市三輪2-3-33(三菱電機内) 795593960 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 三菱電機ライフサービス株式会社 代表取締役 舩尾 英司 105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 364026020 神北(宝健)第1-164 令和4年8月2日 令和10年8月31日 令和4年8月2日
000028 2000157196 しい茸ランドかさや 669-1346 三田市上相野373 795681301 菓子製造業 一般 株式会社かさや 代表取締役 中西 孝之 669-1346 兵庫県三田市上相野373 795681301 神北(宝健)第2-53 令和4年8月1日 令和10年8月31日 令和4年8月1日
000028 2000157309 鹿野商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 長永 奈々子 神北(宝健)第1-88 令和3年7月30日 令和8年8月31日 令和3年7月30日
000028 2000157310 鹿野商事 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 鹿野 美佐代 神北(宝健)第1-89 令和3年7月30日 令和8年8月31日 令和3年7月30日
000028 2000157406 池下商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 池下 一郎 神北(宝健)第1-85 令和3年7月29日 令和8年8月31日 令和3年7月29日
000028 2000157421 懸樋商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 懸樋 拓司 神北(宝健)第1-77 令和3年7月27日 令和8年8月31日 令和3年7月27日
000028 2000157423 門脇商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 門脇 嘉子 神北(宝健)第1-78 令和3年7月27日 令和8年8月31日 令和3年7月27日
000028 2000157427 門脇商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 門脇 積 神北(宝健)第1-76 令和3年7月27日 令和8年8月31日 令和3年7月27日
000028 2000157429 池下商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 池下 泰子 神北(宝健)第1-86 令和3年7月29日 令和8年8月31日 令和3年7月29日
000028 2000157512 マウントフーズ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 山内 誠一 神北(宝健)第1-75 令和3年7月26日 令和8年8月31日 令和3年7月26日
000028 2000157551 ラウンジ　グレース 665-0003 宝塚市湯本町5-21銀馬車ビル303 797853227 飲食店営業(4)その他 一般 石田 智子 神北(宝健)第1-189 令和4年8月12日 令和10年8月31日 令和4年8月12日
000028 2000157558 イオン三田店　イオンドリップ 669-1546 三田市弥生が丘1-1-1 795624711 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 イオンリテールストア株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432126500 神北(宝健)第1-151 令和4年7月25日 令和10年8月31日 令和4年7月25日
000028 2000157623 ラウンジマスカレード 665-0003 宝塚市湯本町5-21銀馬車ビル304号 797841155 飲食店営業(4)その他 一般 麻田 千代子 神北(宝健)第1-188 令和4年8月12日 令和10年8月31日 令和4年8月12日
000028 2000157700 株式会社万代宝塚東洋町店(惣菜) 665-0032 宝塚市東洋町5-3 797765401 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東3丁目10番13号 667203305 神北(宝健)第1-72 平成28年7月19日 令和5年8月31日 平成28年7月19日
000028 2000157701 株式会社万代宝塚東洋町店 665-0032 宝塚市東洋町5-3 797765401 菓子製造業 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東3丁目10番13号 667203305 神北(宝健)第3-28 平成28年7月19日 令和5年8月31日 平成28年7月19日
000028 2000157702 株式会社万代宝塚東洋町店  (ベーカリー) 665-0032 宝塚市東洋町5-3 797765401 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東3丁目10番13号 667203305 神北(宝健)第1-73 平成28年7月19日 令和5年8月31日 平成28年7月19日
000028 2000157704 株式会社万代宝塚東洋町店 665-0032 宝塚市東洋町5-3 797765401 食肉販売業 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東3丁目10番13号 667203305 神北(宝健)第5-10 平成28年7月19日 令和5年8月31日 平成28年7月19日
000028 2000157705 株式会社万代宝塚東洋町店 665-0032 宝塚市東洋町5-3 797765401 魚介類販売業 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東3丁目10番13号 667203305 神北(宝健)第6-2 平成28年7月19日 令和5年8月31日 平成28年7月19日
000028 2000157707 鉄板バル　ラグー 665-0033 宝塚市伊孑志3-12-37逆瀬川ロイヤルハイツ104 797697498 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 清水 翔 神北(宝健)第1-218 令和4年8月29日 令和10年8月31日 令和4年8月29日



000028 2000157751 カフェ　ドルチェ 665-0042 宝塚市美幸町10-66 797742480 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 羽柴食品株式会社 代表取締役 中村 俊根 670-0992 兵庫県姫路市福沢町148 792937066 神北(宝健)第1-162 令和4年8月1日 令和10年8月31日 令和4年8月1日
000028 2000157806 セブン-イレブン宝塚売布東の町店 665-0867 宝塚市売布東の町8-19 797867378 飲食店営業(4)その他 一般 藤岡 信哉 神北(宝健)第1-77 平成28年7月25日 令和5年8月31日 平成28年7月25日
000028 2000157810 セブン-イレブン宝塚売布東の町店 665-0867 宝塚市売布東の町8-19 797867378 菓子製造業 一般 藤岡 信哉 神北(宝健)第3-31 平成28年7月25日 令和5年8月31日 平成28年7月25日
000028 2000157849 フォーユー宝塚事業所 665-0823 宝塚市安倉南2-10-22 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小野マルタマフーズ株式会社 代表取締役 畑 昭身 675-1367 兵庫県小野市敷地町1412-1 794631110 神北(宝健)第1-79 平成28年7月26日 令和5年8月31日 平成28年7月26日
000028 2000157974 農協市場館パスカルさんだ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 兵庫六甲農業協同組合 代表理事 平尾 勝春 651-1313 兵庫県神戸市北区有野中町2-12-13 789816550 神北(宝健)第1-83 令和3年7月28日 令和8年8月31日 令和3年7月28日
000028 2000158005 ＣＡＦＦＥ　ＳＴＥＬＬＡ 669-1531 三田市天神1-3-1 795625595 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 下良 昌史 神北(宝健)第1-150 令和4年7月25日 令和10年8月31日 令和4年7月25日
000028 2000158018 ＰＩＳＯＬＡ宝塚東洋店 665-0032 宝塚市東洋町1-24スーパーマンダイ敷地内 797788797 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ウィン 代表取締役 山本 崇 556-0015 大阪府大阪市浪速区敷津西2-2-8メゾン加藤2階 798312725 神北(宝健)第1-185 令和4年8月10日 令和10年8月31日 令和4年8月10日
000028 2000158074 蕎麦いち 669-1533 三田市三田町26-3 795631470 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社小谷屋 代表取締役 小谷 英一郎 669-1533 兵庫県三田市三田町28番21号 795643124 神北(宝健)第1-175 令和4年8月5日 令和10年8月31日 令和4年8月5日
000028 2000158181 日乃本食産株式会社 669-1506 三田市志手原882 079-564-2222 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 日乃本食産株式会社 代表取締役 見野 裕重 669-1506 兵庫県三田市志手原882 795642222 神北(宝健)第10-5 平成28年8月17日 令和5年8月31日 平成28年8月17日
000028 2000158218 アサヒフーズ株式会社　神戸三田工場 669-1339 三田市テクノパーク13-7 795686622 添加物製造業 一般 アサヒフーズ株式会社 代表取締役 長澤 彰 613-0035 京都府久世郡久御山町大字下津屋小字北野1 774441521 神北(宝健)第2-60 令和4年8月25日 令和11年8月31日 令和4年8月25日
000028 2000158327 セブン－イレブン阪急雲雀丘花屋敷駅前店 665-0805 宝塚市雲雀丘1-1-6 727580529 飲食店営業(4)その他 一般 西村 憲幸 神北(宝健)第1-90 平成28年8月26日 令和5年8月31日 平成28年8月26日
000028 2000158328 セブン－イレブン阪急雲雀丘花屋敷駅前店 665-0805 宝塚市雲雀丘1-1-6 727580529 菓子製造業 一般 西村 憲幸 神北(宝健)第3-41 平成28年8月26日 令和5年8月31日 平成28年8月26日
000028 2000158366 生活彩家　宝塚第一病院店 665-0832 宝塚市向月町19-5 797852721 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社メディプロモート 代表取締役 大室 㒞 665-0832 兵庫県宝塚市向月町20-1 797811141 神北(宝健)第1-174 令和4年8月5日 令和11年8月31日 令和4年8月5日
000028 2000158368 株式会社　万代　逆瀬川店 665-0033 宝塚市伊孑志3-15 797776221 喫茶店営業 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東3丁目10番13号 667203305 神北(宝健)第2-36 平成28年8月29日 令和5年8月31日 平成28年8月29日
000028 2000158376 湊川短期大学附属　北摂学園幼稚園 669-1337 三田市学園7-1-3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 シダックスフードサービス株式会社 代表取締役 佐藤 好男 182-0021 東京都調布市調布ケ丘三丁目6番地3 424898914 神北(宝健)第1-177 令和4年8月5日 令和10年8月31日 令和4年8月5日
000028 2000158379 セブンーイレブン宝塚山本東３丁目店 665-0881 宝塚市山本東3-5-7 797889560 飲食店営業(4)その他 一般 小西 恭義 神北(宝健)第1-161 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日
000028 2000158385 湊川短期大学附属　北摂第一幼稚園 669-1544 三田市武庫が丘4-10 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 シダックスフードサービス株式会社 代表取締役 佐藤 好男 182-0021 東京都調布市調布ケ丘三丁目6番地3 424898914 神北(宝健)第1-194 令和4年8月17日 令和10年8月31日 令和4年8月17日
000028 2000158388 湊川短期大学附属　北摂中央幼稚園 669-1322 三田市すずかけ台2-16 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 シダックスフードサービス株式会社 代表取締役 佐藤 好男 182-0021 東京都調布市調布ケ丘三丁目6番地3 424898914 神北(宝健)第1-195 令和4年8月17日 令和10年8月31日 令和4年8月17日
000028 2000158389 株式会社エール 665-0861 宝塚市中山寺1-6-6-104 797814381 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社エール 代表取締役 荻原 裕子 665-0861 兵庫県宝塚市中山寺1-6-6-104 797814381 神北(宝健)第1-170 令和4年8月3日 令和10年8月31日 令和4年8月3日
000028 2000158390 カリオクトロ 665-0034 宝塚市小林2-12-19 797267637 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平川 輝行 神北(宝健)第1-190 令和4年8月16日 令和10年8月31日 令和4年8月16日
000028 2000158419 ＧＡＬＬＥＲＹ＋ＣＡＦＥ　ｍｕｇｕｅｔ 665-0035 宝塚市逆瀬川1-8-5 797807993 菓子製造業 一般 吉野 友佳子 神北(宝健)第2-103 令和4年11月24日 令和10年11月30日 令和4年11月24日
000028 2000158457 マスターズレストラン中楽坊 665-0873 宝塚市長尾町15-1 797887744 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 マスターズライフサポート株式会社 代表取締役 緒方 一彦 541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町4-2-14 662230110 神北(宝健)第1-99 平成28年9月6日 令和5年11月30日 平成28年9月6日
000028 2000158458 スナック　集い 665-0022 宝塚市野上1-5-3クリエイト逆瀬川　Ｗ-1 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 崔 淑美 神北(宝健)第1-340 令和4年11月18日 令和10年11月30日 令和4年11月18日
000028 2000158475 自家焙煎　北風珈琲 665-0002 宝塚市月見山2-13-9 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北風 文象 神北(宝健)第1-290 令和4年10月26日 令和10年11月30日 令和4年10月26日
000028 2000158508 パティーナ 665-0861 宝塚市中山寺2-6-11 797845955 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社中山不動産 代表取締役 長濵 幸治 665-0874 兵庫県宝塚市中筋一丁目1番6号 797880321 神北(宝健)第1-285 令和4年10月25日 令和10年11月30日 令和4年10月25日
000028 2000158531 Greenberry's　COFFEE　宝塚劇場前店 665-0844 宝塚市武庫川町7-14 797627817 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ㈱D.K　International 代表取締役 岩谷 栄達 530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜1-1-8 661318477 神北(宝健)第1-106 平成28年9月13日 令和5年11月30日 平成28年9月13日
000028 2000158532 Greenberry's　COFFEE　宝塚劇場前店 665-0844 宝塚市武庫川町7-14 797627817 菓子製造業 一般 ㈱D.K　International 代表取締役 岩谷 栄達 530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜1-1-8 661318477 神北(宝健)第3-43 平成28年9月13日 令和5年11月30日 平成28年9月13日
000028 2000158537 宝塚マリー・アンジュ 665-0861 宝塚市中山寺1-7-5西部ビル1F 797860777 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 黒川 桃子 神北(宝健)第1-318 令和4年11月10日 令和10年11月30日 令和4年11月10日
000028 2000158616 まい華 665-0035 宝塚市逆瀬川1-11-1　アピア2　1Ｆ 797727137 菓子製造業 一般 仲井 まゆ子 神北(宝健)第2-106 令和4年11月25日 令和10年11月30日 令和4年11月25日
000028 2000158691 愛菜キッチン　宝塚店 665-0021 宝塚市中州1-1-1 797745984 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社コープフーズ 代表取締役 友重 伸和 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-3-19 794956001 神北(宝健)第1-310 令和4年11月4日 令和11年11月30日 令和4年11月4日
000028 2000158698 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 797859551 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社壱番屋 代表取締役 葛原 守 491-0826 愛知県一宮市三ツ井六丁目12番23号 586767545 神北(宝健)第1-251 令和3年11月22日 令和8年11月30日 令和3年11月22日
000028 2000158701 琉球料理　寿司　おもと　２Ｆ 669-1535 三田市南が丘2-4-21 795642171 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 芳之内 治孝 神北(宝健)第1-305 令和4年11月1日 令和10年11月30日 令和4年11月1日
000028 2000158739 佳味苑 669-1342 三田市四ツ辻939 795683246 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上間 操 神北(宝健)第1-319 令和4年11月11日 令和10年11月30日 令和4年11月11日
000028 2000158790 イズミヤ　小林店 665-0034 宝塚市小林5-5-47 797730101 飲食店営業(4)その他 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第1-308 令和4年11月2日 令和11年11月30日 令和4年11月2日
000028 2000158792 イズミヤ　小林店 665-0034 宝塚市小林5-5-47 797730101 魚介類販売業 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第2-88 令和4年11月2日 令和11年11月30日 令和4年11月2日
000028 2000158793 イズミヤ　小林店 665-0034 宝塚市小林5-5-47 797730101 菓子製造業 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第2-89 令和4年11月2日 令和11年11月30日 令和4年11月2日
000028 2000159013 𠮷野家　宝塚高松町店 665-0051 宝塚市高司5-1-10 797618363 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社関西𠮷野家 代表取締役 渡邉 喜広 103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36-2 356518601 神北(宝健)第1-332 令和4年11月16日 令和10年11月30日 令和4年11月16日
000028 2000159047 パンの店　ブルーベル 669-1513 三田市三輪4-5-16 795067753 菓子製造業 一般 有限会社エーワンクラフト 取締役 真下 豊隆 669-1161 兵庫県神戸市北区道場町生野1172番地の429 5053722666 神北(宝健)第2-107 令和4年11月30日 令和10年11月30日 令和4年11月30日
000028 2000159114 宝塚ホテル 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社阪急阪神ホテルズ 代表取締役 山中 直義 530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-16-1 663725231 神北(宝健)第1-229 令和3年11月10日 令和8年11月30日 令和3年11月10日
000028 2000159125 セブン-イレブンハートインＪＲ宝塚駅改札口店 665-0845 宝塚市栄町2-7-13JR宝塚駅構内 797853941 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット 代表取締役 中西 豊 661-0976 兵庫県尼崎市潮江1丁目2番12号 649609863 神北(宝健)第1-127 平成28年10月24日 令和5年11月30日 平成28年10月24日
000028 2000159173 Cucina　Italiana　e　Gastronamia　CICCIO 665-0033 宝塚市伊孑志3-15-49　田中ビル1階右 797753311 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷口 勝彦 神北(宝健)第1-343 令和4年11月24日 令和10年11月30日 令和4年11月24日
000028 2000159175 山ぼうし 665-0034 宝塚市小林5-8-40 797986026 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井上 弘子 神北(宝健)第1-329 令和4年11月16日 令和10年11月30日 令和4年11月16日
000028 2000159320 小麦の森仁川店 665-0061 宝塚市仁川北2-7-1さらら仁川南館 798543175 菓子製造業 一般 株式会社コープベーカリー 代表取締役 緑 淳史 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西二丁目1 788573904 神北(宝健)第2-87 令和4年11月2日 令和11年11月30日 令和4年11月2日
000028 2000159449 台所アル 665-0046 宝塚市福井町32-38 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長尾 日佐恵 神北(宝健)第1-349 令和4年11月25日 令和10年11月30日 令和4年11月25日
000028 2000159456 愛菜ｷｯﾁﾝ　仁川店 665-0061 宝塚市仁川北2-7-1さらら仁川南館 798544092 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　コープフーズ 代表取締役 友重 伸和 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-3-19 794956001 神北(宝健)第1-137 平成28年11月10日 令和5年11月30日 平成28年11月10日
000028 2000159458 コープ仁川 665-0061 宝塚市仁川北2-7-1 798520124 魚介類販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目3番19号 788561003 神北(宝健)第2-96 令和4年11月16日 令和10年11月30日 令和4年11月16日
000028 2000159459 コープ仁川 665-0061 宝塚市仁川北2-7-1 798520124 食肉販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目3番19号 788561003 神北(宝健)第2-97 令和4年11月16日 令和10年11月30日 令和4年11月16日
000028 2000159462 コープ仁川 665-0061 宝塚市仁川北2-7-1 798520124 飲食店営業(4)その他 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目3番19号 788561003 神北(宝健)第1-331 令和4年11月16日 令和10年11月30日 令和4年11月16日
000028 2000159484 プティフールきらら 665-0035 宝塚市逆瀬川1-14-17 ジャルダン宝塚参番館1F 797575300 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人きらら 理事長 森田 啓子 665-0021 兵庫県宝塚市中州1-5-22 797770300 神北(宝健)第2-101 令和4年11月18日 令和10年11月30日 令和4年11月18日
000028 2000159520 セブン－イレブン三田加茂店 669-1311 三田市加茂山花240-4 795675955 飲食店営業(4)その他 一般 前田 幸治 神北(宝健)第1-287 令和4年10月25日 令和10年11月30日 令和4年10月25日
000028 2000159560 カフェ　チャイム 665-0034 宝塚市小林2-8-11千種ヶ丘グランドハイツ102 797711091 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 徳井 友子 神北(宝健)第1-271 令和4年10月14日 令和10年11月30日 令和4年10月14日
000028 2000159646 株式会社勢戸　加工場 669-1345 三田市下相野1721-3 795600207 食肉処理業 一般 株式会社勢戸 代表取締役 勢戸 章示 669-1345 兵庫県三田市下相野306番地の3 795680298 神北(宝健)第2-98 令和4年11月17日 令和10年11月30日 令和4年11月17日
000028 2000159713 スターバックスコーヒー　中山寺店 665-0874 宝塚市中筋8-11-58 797820311 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 スターバックスコーヒージャパン株式会社 代表取締役 水口 貴文 141-0021 東京都品川区上大崎二丁目25番2号 357455510 神北(宝健)第1-297 令和4年10月28日 令和11年11月30日 令和4年10月28日
000028 2000159795 宝塚牛乳　ソリオ宝塚店 665-0845 宝塚市栄町2-1-1グランドフロア(ＧＦ)　Ｂ118 797840590 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社たからづか牛乳 代表取締役 山本 陽子 665-0051 兵庫県宝塚市高司五丁目2番9号 797775530 神北(宝健)第1-357 令和4年2月24日 令和10年2月29日 令和4年2月24日
000028 2000159908 焼肉だるま食堂 665-0051 宝塚市高司1-11-3 797774129 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ＪＢＬＩＮＥ有限会社 代表取締役 鶴田 和也 701-4253 岡山県瀬戸内市邑久町箕輪655-1 869242002 神北(宝健)第1-382 令和5年1月23日 令和11年2月28日 令和5年1月23日
000028 2000159941 ＮＯＭＩＹＡ　こりむ 665-0845 宝塚市栄町1-14-9 797871196 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橋本 美加 神北(宝健)第1-405 令和5年2月9日 令和11年2月28日 令和5年2月9日
000028 2000159976 居酒屋くろまる家 665-0056 宝塚市中野町4-25 797722615 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北山 薫 神北(宝健)第1-429 令和5年2月27日 令和11年2月28日 令和5年2月27日
000028 2000160050 ＳＨＩＺＵＫＵ　ＣＯＦＦＥＥ　ＲＯＡＳＴＥＲ 665-0843 宝塚市宮の町7-6ポルテ宝塚１F 797868118 菓子製造業 一般 浅野 裕亮 神北(宝健)第2-127 令和5年2月20日 令和11年2月28日 令和5年2月20日
000028 2000160083 ＡＺＵＭＡＹＡＨ　立ち呑みばぁ～Ｒｏｃｋ 669-1528 三田市駅前町8-10 795697767 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 佐藤 淳子 神北(宝健)第1-400 令和5年2月3日 令和11年2月28日 令和5年2月3日
000028 2000160104 パティーナ 665-0861 宝塚市中山寺2-6-11 797845955 菓子製造業 一般 株式会社中山不動産 代表取締役 長濵 幸治 665-0874 兵庫県宝塚市中筋一丁目1番6号 797880321 神北(宝健)第2-129 令和5年2月24日 令和11年2月28日 令和5年2月24日
000028 2000160141 和心ダイニング　隆 665-0844 宝塚市武庫川町2-5ﾊﾟｽﾄﾗﾙ宝塚102号 797579300 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 利見 好隆 神北(宝健)第1-414 令和5年2月14日 令和11年2月28日 令和5年2月14日
000028 2000160192 株式会社宝塚富士ベーカリー 665-0843 宝塚市宮の町9-8 797870212 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社宝塚富士ベーカリー 代表取締役 藤井 浩充 665-0843 兵庫県宝塚市宮の町9番8号 797870212 神北(宝健)第1-410 令和5年2月10日 令和12年2月28日 令和5年2月10日
000028 2000160286 ＭＥＥＫ 665-0033 宝塚市伊孑志2-17-10 菓子製造業 一般 大野 宗達 神北(宝健)第2-122 令和5年2月1日 令和11年2月28日 令和5年2月1日
000028 2000160414 イズミヤ　小林店 665-0034 宝塚市小林5-5-47 797730101 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第1-403 令和5年2月8日 令和12年2月28日 令和5年2月8日
000028 2000160495 宝塚料理店 665-0032 宝塚市東洋町1-1 797770567 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＫＵＭＡＧＵＭＩ 代表取締役 熊谷 武人 665-0827 兵庫県宝塚市小浜3丁目5番19号エスポアール小浜301号 797872011 神北(宝健)第1-413 令和5年2月13日 令和11年2月28日 令和5年2月13日
000028 2000160620 リラクゼーション＆ケア　Ｒｅｖｅ 669-1535 三田市南が丘1-10-26 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 針谷 智安 神北(宝健)第1-389 令和5年1月24日 令和11年2月28日 令和5年1月24日
000028 2000160629 さくらもみじ宝塚 665-0843 宝塚市宮の町7-1宝塚第３ハイツ102号室 797980998 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山根 経一 神北(宝健)第1-419 令和5年2月20日 令和12年2月28日 令和5年2月20日
000028 2000160683 キウィハウス 665-0003 宝塚市湯本町7-3 797867657 食肉処理業 一般 松沼 大地 神北(宝健)第2-134 令和5年2月27日 令和11年2月28日 令和5年2月27日
000028 2000160704 串かつ　澪音 665-0061 宝塚市仁川北2-12-70スプリング企画ビル1階 798532080 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森田 泰治 神北(宝健)第1-406 令和5年2月9日 令和11年2月28日 令和5年2月9日
000028 2000160797 まさや　阪急小林店 665-0034 宝塚市小林5-9-109 797760706 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平山 恵介 神北(宝健)第1-412 令和5年2月13日 令和11年2月28日 令和5年2月13日
000028 2000160827 ファミリーマート仁川駅前店 665-0061 宝塚市仁川北3-7-6 798539151 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社タカダヤ 代表取締役 田高田 治 665-0061 兵庫県宝塚市仁川北三丁目7-6 798539151 神北(宝健)第1-396 令和5年2月1日 令和11年2月28日 令和5年2月1日
000028 2000160911 博多ラーメン　六寶（むほう） 669-1523 三田市寺村町4440 795641666 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｓａｂｕｒｏｋｕ 代表取締役 福西 文彦 669-1352 兵庫県三田市須磨田794-36 795602525 神北(宝健)第1-438 令和5年2月28日 令和11年2月28日 令和5年2月28日
000028 2000160913 鉄板ごぶりん 669-1527 三田市中町5-4 795643090 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡田 進 神北(宝健)第1-415 令和5年2月14日 令和11年2月28日 令和5年2月14日
000028 2000160951 マスターズレストラン三田 669-1528 三田市駅前町1004セーヌ三田駅前11階 795629901 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 マスターズライフサポート株式会社 代表取締役 緒方 一彦 541-0044 大阪府大阪市中央区伏見町4-2-14 662230110 神北(宝健)第1-179 平成29年3月1日 令和6年5月31日 平成29年3月1日
000028 2000161011 グッドタイムリビング宝塚逆瀬川 665-0033 宝塚市伊孑志1-4-52 797730063 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 コンパスグループ・ジャパン株式会社 代表取締役 石田 隆嗣 170-0013 東京都中央区築地五丁目5番12号 335440351 神北(宝健)第1-181 平成29年3月1日 令和6年5月31日 平成29年3月1日
000028 2000161021 ｃｏｔｏｔｏｋｏ　ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ 665-0836 宝塚市清荒神1-7-14 菓子製造業 一般 神北(宝健)第3-69 平成29年3月6日 令和5年5月31日 平成29年3月6日
000028 2000161109 ＣＡＦＥ　ＪＩＪＩＣＡ 669-1533 三田市三田町17-19 795588868 飲食店営業(4)その他 一般 髙山 由香里 神北(宝健)第1-184 平成29年3月10日 令和5年5月31日 平成29年3月10日
000028 2000161270 社会福祉法人愛和会  特別養護老人ホーム　宝塚あいわ苑 665-0874 宝塚市中筋2-10-18 797804165 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ニチダン 代表取締役 小笠原 力一 545-0021 大阪府大阪市阿倍野区阪南町5-3-5 666232551 神北(宝健)第1-190 平成29年3月22日 令和6年5月31日 平成29年3月22日
000028 2000161306 とも 665-0816 宝塚市平井2-1-2 797804421 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 髙橋 知子 神北(宝健)第1-39 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 2000161449 三田学園 669-1535 三田市南が丘2-13-65 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 シダックスコントラクトフードサービス株式会社 代表取締役 佐藤 好男 182-0021 東京都調布市調布ケ丘3-6-3 424898914 神北(宝健)第1-196 平成29年3月29日 令和5年5月31日 平成29年3月29日
000028 2000161451 特定非営利活動法人ミレニアム  地域活動支援センター　にじの家 669-1513 三田市三輪4-2-24 795590734 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人ミレニアム 理事 島津 智子 669-1513 兵庫県三田市三輪4-2-24 795590734 神北(宝健)第3-71 平成29年3月29日 令和5年5月31日 平成29年3月29日
000028 2000161454 峠の茶屋　一軒家 669-1502 三田市永沢寺208 795660818 飲食店営業(4)その他 一般 丹羽 典子 神北(宝健)第1-195 平成29年3月29日 令和5年5月31日 平成29年3月29日
000028 2000161511 Cucina　Italiana　e　Gastronomia  CICCIO 665-0033 宝塚市伊孑志3-15-49　田中ﾋﾞﾙ1階右 797753311 菓子製造業 一般 谷口 勝彦 神北(宝健)第3-1 平成29年4月3日 令和5年5月31日 平成29年4月3日
000028 2000161533 立ち飲み酒場　のんすけ 665-0842 宝塚市川面5-10-43西野ビル１F 飲食店営業(4)その他 一般 畠中 登 神北(宝健)第1-2 平成29年4月4日 令和5年5月31日 平成29年4月4日
000028 2000161564 さくらもみじ宝塚 665-0843 宝塚市宮の町7-1宝塚第３ハイツ102号室 797980998 菓子製造業 一般 山根 経一 神北(宝健)第3-2 平成29年4月5日 令和5年5月31日 平成29年4月5日
000028 2000161607 ｃａｆｅ　Ｔｕｂｕ 669-1346 三田市上相野355-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社ＤｅｎＤｅｎ 代表社員 岡田 幸恵 669-1324 兵庫県三田市ゆりのき台3-10-7 795651946 神北(宝健)第1-25 令和5年4月25日 令和11年5月31日 令和5年4月25日
000028 2000161644 神戸三田アウトドアビレッジＴＥＭＩＬ 669-1412 三田市木器1142 795690661 飲食店営業(3)旅館 一般 一般社団法人プラス・ネイチャー 代表理事 山﨑 清治 669-1412 兵庫県三田市木器字南下山1266番地の10 792300661 神北(宝健)第1-6 平成29年4月11日 令和5年5月31日 平成29年4月11日
000028 2000161676 味ぎん宝塚本店 665-0864 宝塚市泉町27-5泉町コーポ102号 797874622 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社クイーンズダイナー 代表取締役 田井 吉男 553-0004 大阪府大阪市福島区玉川2-6-13 664450660 神北(宝健)第1-4 平成29年4月10日 令和5年5月31日 平成29年4月10日
000028 2000161678 芋菓子Ｐａ－Ｔａ－Ｔａ 665-0021 宝塚市中州1-1-1アピアきた103 797733516 飲食店営業(4)その他 一般 海老 信行 神北(宝健)第1-5 平成29年4月10日 令和5年5月31日 平成29年4月10日
000028 2000161679 芋菓子Ｐａ－Ｔａ－Ｔａ 665-0021 宝塚市中州1-1-1アピアきた103 797733516 菓子製造業 一般 海老 信行 神北(宝健)第3-3 平成29年4月10日 令和5年5月31日 平成29年4月10日
000028 2000161754 鶏あえず 669-1529 三田市中央町11-11 795592639 飲食店営業(4)その他 一般 ㈱Sinホールディングス 代表取締役 杉原 健吾 669-1529 兵庫県三田市中央町11-17-101 795638168 神北(宝健)第1-10 平成29年4月18日 令和5年5月31日 平成29年4月18日
000028 2000161761 株式会社マルモコーポレーション 665-0043 宝塚市高松町14-19 797711150 食肉処理業 一般 株式会社マルモコーポレーション 代表取締役 嶺村 昌慶 665-0043 兵庫県宝塚市高松町14-19 797711150 神北(宝健)第11-1 平成29年4月19日 令和5年5月31日 平成29年4月19日
000028 2000161762 株式会社マルモコーポレーション 665-0043 宝塚市高松町14-19 797711150 食肉販売業 一般 株式会社マルモコーポレーション 代表取締役 嶺村 昌慶 665-0043 兵庫県宝塚市高松町14-19 797711150 神北(宝健)第5-1 平成29年4月19日 令和5年5月31日 平成29年4月19日
000028 2000161862 ミニストップ中山寺駅前店 665-0874 宝塚市中筋5-10-23 797822222 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ケイ・アイ・シー 代表取締役 今里 圭一 665-0874 兵庫県宝塚市中筋5-10-23 797880452 神北(宝健)第1-11 平成29年4月20日 令和5年5月31日 平成29年4月20日
000028 2000161866 ミニストップ中山寺駅前店 665-0874 宝塚市中筋5-10-23 797822222 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ケイ・アイ・シー 代表取締役 今里 圭一 665-0874 兵庫県宝塚市中筋五丁目10番23号 797880452 神北(宝健)第1-96 令和4年5月25日 令和11年5月31日 令和4年5月25日
000028 2000161886 ビストロ　Ｆｕｎ　Ｄ　Ｔａｂｌｅ 669-1513 三田市三輪2-1-19　関山ビル1F 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 矢野 真一 神北(宝健)第1-33 令和5年4月26日 令和11年5月31日 令和5年4月26日
000028 2000161901 エイジ・ガーデン宝塚旭町食堂 665-0835 宝塚市旭町2-12-21 797860800 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大豊食堂株式会社 代表取締役 西本 由美子 675-0011 兵庫県加古川市野口町北野920番地の17 661316545 神北(宝健)第1-20 平成29年4月26日 令和5年5月31日 平成29年4月26日
000028 2000161902 エクセレントガーデンヒルズ花屋敷 665-0802 宝塚市花屋敷荘園4-1 727581211 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 布施マルタマフーズ株式会社 代表取締役 荻田 正博 578-0943 大阪府東大阪市若江南町三丁目6番7号 667285538 神北(宝健)第1-19 平成29年4月26日 令和5年5月31日 平成29年4月26日
000028 2000161954 麺屋いっちょう中山寺 665-0874 宝塚市中筋8-12-43 797615550 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社コスモトップ 代表取締役 浦野 展一 663-8006 兵庫県西宮市段上町1-6-4　1F 798397223 神北(宝健)第1-14 平成29年4月24日 令和5年5月31日 平成29年4月24日
000028 2000162004 モリタホールディングス三田寮食堂 669-1528 三田市駅前町6-32　フォレストコート三田 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 マインフーズサービス株式会社 代表取締役 峯 林太郎 661-0024 兵庫県尼崎市三反田町2-20-9 664274633 神北(宝健)第1-21 平成29年4月26日 令和5年5月31日 平成29年4月26日
000028 2000162012 ブーランジェリ＆カフェ  サニーサイド宝塚中山寺店 665-0874 宝塚市中筋8-11-52 797626626 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社サニーサイド 代表取締役 和氣 学 565-0862 大阪府吹田市津雲台一丁目1番30号 661554789 神北(宝健)第1-42 令和5年4月28日 令和12年5月31日 令和5年4月28日
000028 2000162013 ブーランジェリ＆カフェ  サニーサイド宝塚中山寺店 665-0874 宝塚市中筋8-11-52 797626626 菓子製造業 一般 株式会社サニーサイド 代表取締役 和氣 学 565-0862 大阪府吹田市津雲台一丁目1番30号 661554789 神北(宝健)第2-9 令和5年4月28日 令和12年5月31日 令和5年4月28日
000028 2000162021 ＤＩＳＨｅｓ 669-1304 三田市北浦28-3 菓子製造業 一般 廣瀬 千尋 神北(宝健)第3-8 平成29年5月1日 令和5年5月31日 平成29年5月1日
000028 2000162091 こいっちゃ 665-0035 宝塚市逆瀬川1-7-16　1F 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤岡 和江 神北(宝健)第1-26 平成29年5月10日 令和5年5月31日 平成29年5月10日
000028 2000162256 lichette 665-0034 宝塚市小林3-1-19 菓子製造業 一般 荻野 志保 神北(宝健)第3-12 平成29年5月19日 令和5年5月31日 平成29年5月19日
000028 2000162324 御影新生堂フローラ88店 669-1546 三田市弥生が丘1-1-1フローラ88ショッピングセンター1F 795556676 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社新生堂 代表取締役 江田 善一 658-0047 兵庫県神戸市東灘区御影3-26-15 788421002 神北(宝健)第1-31 平成29年5月24日 令和5年5月31日 平成29年5月24日
000028 2000162352 ふぇるへん 665-0845 宝塚市栄町2-1-1ソリオ１.ＧＦ 797864600 菓子製造業 一般 有限会社河本本舗 代表取締役 河本 茂雄 665-0842 兵庫県宝塚市川面6-9-6 797860356 神北(宝健)第3-13 平成29年5月24日 令和5年5月31日 平成29年5月24日
000028 2000162353 ふぇるへん 665-0845 宝塚市栄町2-1-1ソリオ１.ＧＦ 797864600 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社河本本舗 代表取締役 河本 茂雄 665-0842 兵庫県宝塚市川面6-9-6 797860356 神北(宝健)第1-30 平成29年5月24日 令和5年5月31日 平成29年5月24日
000028 2000162431 ゆい 669-1511 三田市山田364-1 795624808 そうざい製造業 一般 岡田 律子 神北(宝健)第15-3 平成29年5月26日 令和5年5月31日 平成29年5月26日
000028 2000162473 株式会社万代　三田店 669-1321 三田市けやき台1-1 795633007 菓子製造業 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東三丁目10番13号 667203305 神北(宝健)第3-14 平成29年5月31日 令和6年5月31日 平成29年5月31日
000028 2000162474 株式会社万代　三田店 669-1321 三田市けやき台1-1 795633007 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東三丁目10番13号 667203305 神北(宝健)第1-39 平成29年5月31日 令和6年5月31日 平成29年5月31日
000028 2000162475 株式会社万代　三田店 669-1321 三田市けやき台1-1 795633007 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東三丁目10番13号 667203305 神北(宝健)第1-40 平成29年5月31日 令和6年5月31日 平成29年5月31日



000028 2000162476 株式会社万代　三田店 669-1321 三田市けやき台1-1 795633007 食肉販売業 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東三丁目10番13号 667203305 神北(宝健)第5-10 平成29年5月31日 令和6年5月31日 平成29年5月31日
000028 2000162477 株式会社万代　三田店 669-1321 三田市けやき台1-1 795633007 魚介類販売業 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東三丁目10番13号 667203305 神北(宝健)第6-7 平成29年5月31日 令和6年5月31日 平成29年5月31日
000028 2000162480 和や 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　ソリオ1ＧＦ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社翔栄 代表取締役 林野 勝志 665-0845 兵庫県宝塚市栄町二丁目1番1号ソリオＧＦ 神北(宝健)第1-38 平成29年5月31日 令和5年5月31日 平成29年5月31日
000028 2000162489 ブロンコビリー　宝塚店 665-0833 宝塚市鶴の荘1-1 797912915 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ブロンコビリー 代表取締役 竹市 克弘 465-0097 愛知県名古屋市名東区平和が丘1-75 528564129 神北(宝健)第1-41 平成29年6月1日 令和5年8月31日 平成29年6月1日
000028 2000162490 ゆんたく酒場　ひよこ 665-0034 宝塚市小林2-10-17-1F 797765181 飲食店営業(4)その他 一般 方城 恵里 神北(宝健)第1-42 平成29年6月1日 令和5年8月31日 平成29年6月1日
000028 2000162540 丹波立杭ＹＡＭＡＴＯ　ｃａｆｅ 669-1341 三田市西相野578-28 飲食店営業(4)その他 一般 増田 翔吾 神北(宝健)第1-44 平成29年6月5日 令和5年8月31日 平成29年6月5日
000028 2000162597 丼丸寿屋　小林中野店 665-0056 宝塚市中野町4-24 797765657 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社エム・ケイ・ジェイ・メディアサービス 代表取締役 中島 幹寿 665-0843 兵庫県宝塚市宮の町9-16 797871003 神北(宝健)第1-45 平成29年6月8日 令和5年8月31日 平成29年6月8日
000028 2000162598 地酒と和中華　大石　清 665-0034 宝塚市小林5-4-24　ジャルダン宝塚208号 797748687 飲食店営業(4)その他 一般 川邊 佳宏 神北(宝健)第1-46 平成29年6月8日 令和5年8月31日 平成29年6月8日
000028 2000162717 門脇商事 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 門脇 弘宜 神北(宝健)第1-159 令和4年7月28日 令和9年8月31日 令和4年7月28日
000028 2000162733 ＬＡ　ＳＡＮＴＥ　南口本店 665-0011 宝塚市南口2-5-33宝ビル1F２号室 797786125 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社健康マルシェ 代表取締役 田中 規貴 665-0051 兵庫県宝塚市高司1-1-16 797617130 神北(宝健)第1-59 平成29年6月19日 令和5年8月31日 平成29年6月19日
000028 2000162768 炭火串や　ＫＡＥＤＥ 669-1529 三田市中央町11-9ＲＳＫビル101 795651477 飲食店営業(4)その他 一般 吉田 薫 神北(宝健)第1-60 平成29年6月19日 令和5年8月31日 平成29年6月19日
000028 2000162771 こいのえん 665-0842 宝塚市川面5-4-5アルテ宝塚203 飲食店営業(4)その他 一般 山下 淳子 神北(宝健)第1-62 平成29年6月21日 令和5年8月31日 平成29年6月21日
000028 2000162832 珀 665-0823 宝塚市安倉南4-37-3 飲食店営業(4)その他 一般 古川 啓太 神北(宝健)第1-64 平成29年6月22日 令和5年8月31日 平成29年6月22日
000028 2000162878 炭焼ホルモン水産 669-1528 三田市駅前町3-10-108 795620025 飲食店営業(4)その他 一般 Ｋｔｗｏｆｉｖｅ株式会社 代表取締役 山本 健二 669-1528 兵庫県三田市駅前町3-10-108 795620025 神北(宝健)第1-68 平成29年6月26日 令和5年8月31日 平成29年6月26日
000028 2000162879 あま乃 669-1529 三田市中央町9-19　第一坊音ビル　3F 795629877 飲食店営業(4)その他 一般 宮本 江里 神北(宝健)第1-67 平成29年6月26日 令和5年8月31日 平成29年6月26日
000028 2000162945 煮こみや　りん。 669-1529 三田市中央町12-5 795698077 飲食店営業(4)その他 一般 髙野 房代 神北(宝健)第1-75 平成29年6月28日 令和5年8月31日 平成29年6月28日
000028 2000162960 土日カレーカムフォート 665-0836 宝塚市清荒神1-12-23 797865596 飲食店営業(4)その他 一般 鶴田 康聖 神北(宝健)第1-70 平成29年6月28日 令和5年8月31日 平成29年6月28日
000028 2000162988 割烹　未かん 669-1513 三田市三輪1-13-37　小中ビル102 795556226 飲食店営業(4)その他 一般 三﨑 康平 神北(宝健)第1-78 平成29年6月30日 令和5年8月31日 平成29年6月30日
000028 2000162990 手作りケーキの貴希 665-0823 宝塚市安倉南1-24-11 797912331 菓子製造業 一般 田中 佳典 神北(宝健)第3-19 平成29年6月30日 令和5年8月31日 平成29年6月30日
000028 2000162991 手作りケーキの貴希 665-0823 宝塚市安倉南1-24-11 797912331 飲食店営業(4)その他 一般 田中 佳典 神北(宝健)第1-79 平成29年6月30日 令和5年8月31日 平成29年6月30日
000028 2000163050 ピッコラクッチーナ　気ままなベニス 665-0845 宝塚市栄町1-6-2花の道セルカ２番館２階207号 797617577 飲食店営業(4)その他 一般 東 寿子 神北(宝健)第1-80 平成29年7月5日 令和5年8月31日 平成29年7月5日
000028 2000163074 ゲームカフェ＆バー３Ｄ 669-1529 三田市中央町4-33 795623001 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＮＥＸＵＳ 代表取締役 宮脇 雅代 669-1349 兵庫県三田市大川瀬886-2 795068294 神北(宝健)第1-82 平成29年7月6日 令和5年8月31日 平成29年7月6日
000028 2000163076 台湾風居酒屋　華吉 669-1529 三田市中央町11-10 飲食店営業(4)その他 一般 吉本 友作 神北(宝健)第1-81 平成29年7月6日 令和5年8月31日 平成29年7月6日
000028 2000163124 669-1351 三田市上本庄471 795681114 飲食店営業(4)その他 一般 森本 由美子 神北(宝健)第1-87 平成29年7月11日 令和5年8月31日 平成29年7月11日
000028 2000163125 Ｇｗｅｎｎ　Ｈａ　Ｄu（グウェン･ア･ドゥ） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L オリビエ 眞理 神北(宝健)第1-155 令和4年7月27日 令和9年8月31日 令和4年7月27日
000028 2000163128 本格インド料理　ＳＡＶＥＲＡ 669-1513 三田市三輪4-5-22 795652866 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｂ．Ｋ．ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 代表取締役 パワン チャンド 664-0871 兵庫県伊丹市堀池2-5-28 727671597 神北(宝健)第1-86 平成29年7月11日 令和5年8月31日 平成29年7月11日
000028 2000163153 喫茶まだん 665-0007 宝塚市伊孑志2-17-13 飲食店営業(4)その他 一般 龍山 秀子 神北(宝健)第1-90 平成29年7月13日 令和5年8月31日 平成29年7月13日
000028 2000163159 遊食三昧　花やしき 665-0881 宝塚市山本東3-11-6 797825058 そうざい製造業 一般 有限会社　カキウチ 代表取締役 新谷 田鶴子 665-0811 兵庫県宝塚市南ひばりガ丘1-17-18 882680 神北(宝健)第15-5 平成29年7月13日 令和5年8月31日 平成29年7月13日
000028 2000163213 たこやき百祥 669-1321 三田市けやき台3-73-3 795674128 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ヨシミツ 代表取締役 宮田 守 580-0012 大阪府松原市立部2-6-38 723350124 神北(宝健)第1-93 平成29年7月18日 令和5年8月31日 平成29年7月18日
000028 2000163234 株式会社モリタエコノス　三田工場  実験棟横休憩所 669-1339 三田市テクノパーク28 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359022 神北(宝健)第2-49 令和4年7月26日 令和10年8月31日 令和4年7月26日
000028 2000163258 ピザーラ宝塚 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社オッジ 代表取締役 與那覇 巧 664-0855 兵庫県伊丹市御願塚3-10-34 727856177 神北(宝健)第1-163 令和4年8月1日 令和9年8月31日 令和4年8月1日
000028 2000163282 三田やまびこ加工グループ 669-1311 三田市加茂290 795675130 豆腐製造業 一般 一般社団法人三田やまびこ加工グループ 代表理事 竹谷 洋子 669-1311 兵庫県三田市加茂290番地 795675130 神北(宝健)第8-2 平成29年7月21日 令和5年8月31日 平成29年7月21日
000028 2000163283 三田やまびこ加工グループ 669-1311 三田市加茂290 795675130 そうざい製造業 一般 一般社団法人三田やまびこ加工グループ 代表理事 竹谷 洋子 669-1311 兵庫県三田市加茂290番地 795675130 神北(宝健)第15-6 平成29年7月21日 令和5年8月31日 平成29年7月21日
000028 2000163284 三田やまびこ加工グループ 669-1311 三田市加茂290 795675130 みそ製造業 一般 一般社団法人三田やまびこ加工グループ 代表理事 竹谷 洋子 669-1311 兵庫県三田市加茂290番地 795675130 神北(宝健)第36-1 平成29年7月21日 令和5年8月31日 平成29年7月21日
000028 2000163334 鉄板ダイニング　まるみ 665-0041 宝塚市御所の前町15-24-102(ハイツリバーサイド) 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社中村建材 代表取締役 中村 稔 665-0051 兵庫県宝塚市高司5-1-82-102 797755072 神北(宝健)第1-103 平成29年7月27日 令和5年8月31日 平成29年7月27日
000028 2000163349 三田わくわく村 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 社会福祉法人風 理事長 西田 孝夫 669-1515 兵庫県三田市大原字梅ノ木1546番地5 795640909 神北(宝健)第1-165 令和4年8月2日 令和9年8月31日 令和4年8月2日
000028 2000163372 ＨＥＩＤＩ　ＢＲＯＴ 665-0051 宝塚市高司1-7-1 菓子製造業 一般 川西 香保里 神北(宝健)第3-27 平成29年7月26日 令和5年8月31日 平成29年7月26日
000028 2000163373 ＨＥＩＤＩ　ＢＲＯＴ 665-0051 宝塚市高司1-7-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川西 香保里 神北(宝健)第1-98 平成29年7月26日 令和5年8月31日 平成29年7月26日
000028 2000163426 エスパシオ 665-0035 宝塚市逆瀬川1-11-1アピア２　２F 797732262 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 戸﨑 誠 神北(宝健)第1-104 平成29年7月31日 令和5年8月31日 平成29年7月31日
000028 2000163486 ライフケア宝塚 665-0822 宝塚市安倉中3-10-1 797866002 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ミストラル 代表取締役 西村 眞琴 649-6428 和歌山県紀の川市東国分1-34 736770609 神北(宝健)第1-109 平成29年8月4日 令和5年8月31日 平成29年8月4日
000028 2000163577 地魚料理　にしか和 669-1528 三田市駅前町8-7　1F 795698080 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社食楽研究所 代表取締役 福西 文彦 669-1352 兵庫県三田市須磨田794-36 795602525 神北(宝健)第1-111 平成29年8月10日 令和5年8月31日 平成29年8月10日
000028 2000163578 カラオケ喫茶　まつかぜ 669-1504 三田市小野1737 飲食店営業(4)その他 一般 奥本 大加一 神北(宝健)第1-110 平成29年8月10日 令和5年8月31日 平成29年8月10日
000028 2000163579 菱電化成株式会社　本社工場事務所(CCBJI受託) 669-1513 三田市三輪2-6-1 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359022 神北(宝健)第2-50 令和4年7月26日 令和10年8月31日 令和4年7月26日
000028 2000163593 樹 665-0024 宝塚市逆瀬台3-3-740 797740330 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西谷 絵美子 神北(宝健)第1-112 平成29年8月14日 令和5年8月31日 平成29年8月14日
000028 2000163745 甲子園大学食堂 665-0006 宝塚市紅葉ガ丘10-1 797875111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社なんすい食品 代表取締役 前田 靖文 658-0014 兵庫県神戸市東灘区北青木2-7-8 784113007 神北(宝健)第1-115 平成29年8月23日 令和5年8月31日 平成29年8月23日
000028 2000163844 セブンイレブン　ハートイン  ジェイアール中山寺駅　北口店 665-0874 宝塚市中筋4-6-24 797825075 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット 代表取締役 中西 豊 661-0976 兵庫県尼崎市潮江1丁目2番12号 649609100 神北(宝健)第1-117 平成29年8月29日 令和6年8月31日 平成29年8月29日
000028 2000163854 たこ焼あほや中山寺店 665-0867 宝塚市売布東の町20-16 797786350 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社鈴屋 代表取締役 鈴 賢一 561-0882 大阪府豊中市南桜塚1-6-14 663805602 神北(宝健)第1-119 平成29年8月29日 令和5年8月31日 平成29年8月29日
000028 2000163910 株式会社ウエノフードテクノ　Ｒ＆Ｄセンター 669-1339 三田市テクノパーク4-1 795682232 添加物製造業 一般 株式会社ウエノフードテクノ 代表取締役 國持 浩太郎 102-0093 東京都千代田区平河町二丁目5番6号 366303830 神北(宝健)第16-1 平成29年9月4日 令和5年11月30日 平成29年9月4日
000028 2000163920 Ｍior 665-0003 宝塚市湯本町5-21宝塚銀馬車ビル3階307号 797616511 飲食店営業(4)その他 一般 西村 美和 神北(宝健)第1-124 平成29年9月5日 令和5年11月30日 平成29年9月5日
000028 2000163950 にんじん 665-0035 宝塚市逆瀬川1-11-1　アピア2　102 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石原 智子 神北(宝健)第1-125 平成29年9月7日 令和5年11月30日 平成29年9月7日
000028 2000163992 地鶏膳所花どり 669-1506 三田市志手原815-10 795500558 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社松風 代表取締役 岸本 行央 669-1506 兵庫県三田市志手原815-10 795500558 神北(宝健)第1-129 平成29年9月12日 令和5年11月30日 平成29年9月12日
000028 2000163998 松風地どり 669-1506 三田市志手原815-10 795500558 食肉販売業 一般 株式会社松風 代表取締役 岸本 行央 669-1506 兵庫県三田市志手原815-10 795500558 神北(宝健)第5-21 平成29年9月12日 令和5年11月30日 平成29年9月12日
000028 2000164002 ＴＡＲＯＣＨＡＮ酒場 665-0824 宝塚市金井町3-3 797615296 飲食店営業(4)その他 一般 大国 太郎 神北(宝健)第1-126 平成29年9月11日 令和5年11月30日 平成29年9月11日
000028 2000164018 株式会社パティシエエスコヤマ　ロジラ 669-1324 三田市ゆりのき台5-31-4 795643192 菓子製造業 一般 株式会社パティシエエスコヤマ 代表取締役 小山 進 669-1324 兵庫県三田市ゆりのき台5-32-1 795643192 神北(宝健)第3-34 平成29年9月14日 令和5年11月30日 平成29年9月14日
000028 2000164051 Ｋ－ＬＥＷｉＳ 665-0011 宝塚市南口1-16-5 797204760 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松上 清 神北(宝健)第1-132 平成29年9月20日 令和5年11月30日 平成29年9月20日
000028 2000164071 竹商 665-0034 宝塚市小林4-7-14 飲食店営業(4)その他 一般 竹中 栄二 神北(宝健)第1-133 平成29年9月20日 令和5年11月30日 平成29年9月20日
000028 2000164072 珈琲春秋kobe宝塚店 665-0032 宝塚市東洋町5-13ロイヤルホームセンター 797765933 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大坂 匡史 神北(宝健)第1-134 平成29年9月20日 令和5年11月30日 平成29年9月20日
000028 2000164076 立ち飲み処　おにおん 669-1544 三田市武庫が丘7-2-1 飲食店営業(4)その他 一般 森山 悠太 神北(宝健)第1-136 平成29年9月20日 令和5年11月30日 平成29年9月20日
000028 2000164108 ドミノ・ピザ　宝塚山本南店 665-0882 宝塚市山本南2-9-8 797822711 飲食店営業(4)その他 一般 作原 清太 神北(宝健)第1-138 平成29年9月22日 令和5年11月30日 平成29年9月22日
000028 2000164109 カカオ工房　Ｅｌ　ｍolino 669-1346 三田市上相野852-1 菓子製造業 一般 酒井 亜希 神北(宝健)第3-36 平成29年9月22日 令和5年11月30日 平成29年9月22日
000028 2000164110 カカオ工房　Ｅｌ　Ｍｏｌｉｎｏ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店40L 酒井 亜希 神北(宝健)第1-304 令和4年11月1日 令和9年11月30日 令和4年11月1日
000028 2000164217 かまたり 669-1323 三田市あかしあ台5-8-8 795060273 菓子製造業 一般 中田 美香 神北(宝健)第3-39 平成29年9月27日 令和5年11月30日 平成29年9月27日
000028 2000164218 酒井の酒店　陽（はる） 669-1513 三田市三輪2-3-20 795642560 飲食店営業(4)その他 一般 酒井 陽子 神北(宝健)第1-142 平成29年9月27日 令和5年11月30日 平成29年9月27日
000028 2000164223 ハッピースクウェア 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社ハッピースクウェア 代表取締役 阿部 成彦 651-1421 兵庫県西宮市山口町上山口3丁目7番8号 789036656 神北(宝健)第1-272 令和4年10月17日 令和9年11月30日 令和4年10月17日
000028 2000164304 魚問屋　うおまさ 665-0056 宝塚市中野町4-18 797755665 飲食店営業(4)その他 一般 神北(宝健)第1-144 平成29年10月4日 令和5年11月30日 平成29年10月4日
000028 2000164305 魚問屋　うおまさ 665-0056 宝塚市中野町4-18 797755665 魚介類販売業 一般 神北(宝健)第6-19 平成29年10月4日 令和5年11月30日 平成29年10月4日
000028 2000164324 マリーズローカーボフーズ 665-0022 宝塚市野上1-5-3クリエイト逆瀬川１階Ｅ－２ 797770026 菓子製造業 一般 有限会社ビューティーニーズ 代表取締役 秋澤 真澄 665-0022 兵庫県宝塚市野上1-5-3クリエイト逆瀬川１階 797770026 神北(宝健)第3-41 平成29年10月6日 令和5年11月30日 平成29年10月6日
000028 2000164325 マリーズローカーボフーズ 665-0022 宝塚市野上1-5-3クリエイト逆瀬川１階Ｅ－２ 797770026 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社ビューティーニーズ 代表取締役 秋澤 真澄 665-0022 兵庫県宝塚市野上1-5-3クリエイト逆瀬川１階 797770026 神北(宝健)第1-145 平成29年10月6日 令和5年11月30日 平成29年10月6日
000028 2000164470 スナック六本木 669-1529 三田市中央町12-3 795631811 飲食店営業(4)その他 一般 山本 千鶴 神北(宝健)第1-150 平成29年10月20日 令和5年11月30日 平成29年10月20日
000028 2000164480 焼肉壱番　太平樂　宝塚安倉店 665-0822 宝塚市安倉中5-10-1 797861129 飲食店営業(4)その他 一般 横川 伸介 神北(宝健)第1-151 平成29年10月20日 令和5年11月30日 平成29年10月20日
000028 2000164593 北川精肉店 665-0836 宝塚市清荒神1-11-1 797843628 食肉販売業 一般 株式会社マル喜 代表取締役 北川 喜之 554-0011 大阪府大阪市此花区朝日2-6-8 797843628 神北(宝健)第5-25 平成29年10月26日 令和5年11月30日 平成29年10月26日
000028 2000164594 北川精肉店 665-0836 宝塚市清荒神1-11-1 797843628 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マル喜 代表取締役 北川 喜之 554-0011 大阪府大阪市此花区朝日2-6-8 797843628 神北(宝健)第1-154 平成29年10月26日 令和5年11月30日 平成29年10月26日
000028 2000164621 酒楽スタンド　にこいち 669-1529 三田市中央町2-15 795567251 飲食店営業(4)その他 一般 佐藤 昌美 神北(宝健)第1-157 平成29年10月31日 令和5年11月30日 平成29年10月31日
000028 2000164641 韓Dining晴haru 665-0022 宝塚市野上1-5-3 飲食店営業(4)その他 一般 河上 知幸 神北(宝健)第1-156 平成29年10月31日 令和5年11月30日 平成29年10月31日
000028 2000164700 吹上の森 669-1513 三田市三輪1013 795556737 飲食店営業(4)その他 一般 池永鉄工株式会社 代表取締役 池永 一雄 537-0011 大阪府大阪市東成区東今里3-18-26 669810141 神北(宝健)第1-159 平成29年11月2日 令和5年11月30日 平成29年11月2日
000028 2000164702 Ｒｏｔｉ　Ｍａｎ 665-0045 宝塚市光明町8-38 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 Vevaygananthan Kolanda Veloo 神北(宝健)第1-158 平成29年11月2日 令和5年11月30日 平成29年11月2日
000028 2000164757 パティシエ　エスコヤマ  ファンタジーディレクター 669-1324 三田市ゆりのき台5-32-1 795643192 菓子製造業 一般 株式会社　パティシエエスコヤマ 代表取締役 小山 進 669-1324 兵庫県三田市ゆりのき台5-32-1 079-564-3192 神北(宝健)第3-52 平成29年11月9日 令和5年11月30日 平成29年11月9日
000028 2000164811 海鮮屋台おくまん宝塚店 665-0845 宝塚市栄町1-16-17　1階 797876001 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社こうむら 代表取締役 香村 達信 530-0015 大阪府大阪市北区中崎西1-4-22 648020787 神北(宝健)第1-165 平成29年11月10日 令和5年11月30日 平成29年11月10日
000028 2000164854 カラオケＣＬＵＢ　ＤＡＭ　三田駅前店 669-1528 三田市駅前町8-38スギオビル　2F 795642122 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社三田スタイル 代表取締役 福西 文彦 669-1535 兵庫県三田市南が丘1-51-2 795602525 神北(宝健)第1-167 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成29年11月15日
000028 2000164918 鳥貴族　三田駅前店 669-1528 三田市駅前町3-10　ルネ三田駅前ハートシティ1階 795556911 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社鳥貴族 代表取締役 江野澤 暢男 556-0020 大阪府大阪市浪速区立葉1-2-12 665625333 神北(宝健)第1-170 平成29年11月17日 令和6年11月30日 平成29年11月17日
000028 2000164947 ちょい吞み　もやって 665-0836 宝塚市清荒神1-11-1 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 恵子 神北(宝健)第1-169 平成29年11月17日 令和5年11月30日 平成29年11月17日
000028 2000164950 新明和工業㈱宝塚工場第２工場外（CCW単受） 665-0052 宝塚市新明和町1-1 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 神北(宝健)第2-93 令和4年11月10日 令和10年11月30日 令和4年11月10日
000028 2000164983 ファミリーマート宝塚警察署前店 665-0835 宝塚市旭町2-10-18 797836830 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社丸夕商店 代表取締役 上嶋 治右衛門 663-8114 兵庫県西宮市上甲子園5-5-17 798222502 神北(宝健)第1-171 平成29年11月20日 令和5年11月30日 平成29年11月20日
000028 2000165013 えんカフェ宝塚きづな談話室 665-0836 宝塚市清荒神1-11-1　清荒神市場内 797876565 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人宝塚サージェリーネットワーク 理事長 宮脇 英明 665-0861 兵庫県宝塚市中山寺3-3-12津乃国屋ﾏﾝｼｮﾝ202号室 797876565 神北(宝健)第1-176 平成29年11月24日 令和5年11月30日 平成29年11月24日
000028 2000165027 カラオケ喫茶アンリ 665-0033 宝塚市伊孑志3-12-37-101 797618310 飲食店営業(4)その他 一般 濱田 信二 神北(宝健)第1-175 平成29年11月22日 令和5年11月30日 平成29年11月22日
000028 2000165030 有限会社伊賀屋 665-0836 宝塚市清荒神1-11-18 797841694 菓子製造業 一般 有限会社伊賀屋 代表取締役 岡松 久 657-0844 兵庫県神戸市灘区都通2-4-19 788813715 神北(宝健)第3-54 平成29年11月22日 令和5年11月30日 平成29年11月22日
000028 2000165069 日本ピラー工業　すずかけ寮 669-1322 三田市すずかけ台1-38 795656788 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社リエイ 代表取締役 椛澤 一 279-0012 千葉県浦安市入船1-5-2 473057766 神北(宝健)第1-174 平成29年11月22日 令和5年11月30日 平成29年11月22日
000028 2000165080 セブン－イレブン三田西山２丁目店 669-1537 三田市西山2-29-2 795627111 飲食店営業(4)その他 一般 佐野 勤 神北(宝健)第1-177 平成29年11月27日 令和6年11月30日 平成29年11月27日
000028 2000165084 セブン－イレブン三田西山２丁目店 669-1537 三田市西山2-29-2 795627111 菓子製造業 一般 佐野 勤 神北(宝健)第3-57 平成29年11月27日 令和6年11月30日 平成29年11月27日
000028 2000165118 ３２５５事業所 665-0815 宝塚市山本丸橋2-22-1介護老人保健施設エスペランサ 797820255 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 イフスコヘルスケア株式会社 代表取締役 髙石 清彦 553-0003 大阪府大阪市福島区福島七丁目15番26号 664583916 神北(宝健)第1-180 平成29年11月28日 令和6年11月30日 平成29年11月28日
000028 2000165164 ケイアイフーズ 669-1513 三田市三輪1-13-37　小中ﾋﾞﾙ101 795633211 食肉販売業 一般 今中 功二 神北(宝健)第5-38 平成29年12月1日 令和6年2月29日 平成29年12月1日
000028 2000165168 宝光亭 665-0836 宝塚市清荒神3-15-16 797866456 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 深尾 由美子 神北(宝健)第1-181 平成29年11月30日 令和5年11月30日 平成29年11月30日
000028 2000165243 三田の酒場　わっしょい 669-1528 三田市駅前町8-37スギオビル1F 795623939 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社食楽研究所 代表取締役 福西 文彦 669-1352 兵庫県三田市須磨田794-36 795602525 神北(宝健)第1-190 平成29年12月7日 令和6年2月29日 平成29年12月7日
000028 2000165286 むさしの森珈琲　宝塚中筋店 665-0874 宝塚市中筋7-6-5 797823311 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保1-25-8 422376108 神北(宝健)第1-191 平成29年12月8日 令和7年2月28日 平成29年12月8日
000028 2000165287 かつや　宝塚店 665-0835 宝塚市旭町3-20-5 797859030 飲食店営業(4)その他 一般 サト・アークランドフードサービス株式会社 代表取締役 池田 訓 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13大阪国際ビルディング30階 672223108 神北(宝健)第1-192 平成29年12月8日 令和6年2月29日 平成29年12月8日
000028 2000165311 かもめベーカリー 669-1535 三田市南が丘2-1-14シャルム南が丘103 795556358 飲食店営業(4)その他 一般 安原 茂宏 神北(宝健)第1-198 平成29年12月13日 令和6年2月29日 平成29年12月13日
000028 2000165312 かもめベーカリー 669-1535 三田市南が丘2-1-14シャルム南が丘103 795556358 菓子製造業 一般 安原 茂宏 神北(宝健)第3-60 平成29年12月13日 令和6年2月29日 平成29年12月13日
000028 2000165316 菱電化成株式会社　本社工場現場(CCBJI受託) 669-1513 三田市三輪2-6-1 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359022 神北(宝健)第2-118 令和5年1月19日 令和11年2月28日 令和5年1月19日
000028 2000165322 三菱電機特機システム(株)三田事業所  1F事務所前(CCBJI受託） 669-1339 三田市テクノパーク4-11 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359022 神北(宝健)第2-119 令和5年1月19日 令和11年2月28日 令和5年1月19日
000028 2000165323 豚そば 武内製麺 669-1535 三田市南が丘2-8 795513059 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 武内製麺株式会社 代表取締役 武内 宏文 669-1535 兵庫県三田市南が丘2-8 795020095 神北(宝健)第1-197 平成29年12月12日 令和6年2月29日 平成29年12月12日
000028 2000165355 チャームスイート宝塚中山 665-0874 宝塚市中筋8-24-15 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＬＥＯＣ 代表取締役 田島 利行 100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 352208503 神北(宝健)第1-199 平成29年12月13日 令和6年2月29日 平成29年12月13日
000028 2000165374 宝塚総本店　パンネル一麦館 665-0034 宝塚市小林5-9-73 797762976 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社一麦 代表取締役 羽鹿 正紀 665-0013 兵庫県宝塚市宝梅1-12-7 797728787 神北(宝健)第1-202 平成29年12月18日 令和6年2月29日 平成29年12月18日
000028 2000165375 宝塚総本店　パンネル一麦館 665-0034 宝塚市小林5-9-73 797762976 菓子製造業 一般 株式会社一麦 代表取締役 羽鹿 正紀 665-0013 兵庫県宝塚市宝梅1-12-7 797728787 神北(宝健)第3-61 平成29年12月18日 令和6年2月29日 平成29年12月18日
000028 2000165403 ＰＥＳＣＥ　Ｄ′ＯＲＯ(ペッシェ ドーロ) 665-0842 宝塚市川面5-4-11 797853783 飲食店営業(4)その他 一般 飯田 英二 神北(宝健)第1-205 平成29年12月19日 令和6年2月29日 平成29年12月19日
000028 2000165405 ｆｒｅｅｅｌｙ 669-1513 三田市三輪4-9-2 795646015 飲食店営業(4)その他 一般 藤本 美絵 神北(宝健)第1-203 平成29年12月19日 令和6年2月29日 平成29年12月19日
000028 2000165408 清荒神清澄寺　無料休憩所 665-0837 宝塚市米谷清シ1 797866641 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 金井自動販売株式会社 代表取締役 金井 勝一 663-8033 兵庫県西宮市高木東町25番23号 798368844 神北(宝健)第2-133 令和5年2月27日 令和11年2月28日 令和5年2月27日
000028 2000165453 Ａｊｉｔｏ 665-0044 宝塚市末成町10-11 797615535 飲食店営業(4)その他 一般 松根 大輔 神北(宝健)第1-206 平成29年12月22日 令和6年2月29日 平成29年12月22日
000028 2000165457 お食事処　うさぎ 665-0836 宝塚市清荒神1-11-14 飲食店営業(4)その他 一般 山本 生夫 神北(宝健)第1-208 平成29年12月22日 令和6年2月29日 平成29年12月22日
000028 2000165468 松風地どり 669-1506 三田市志手原815-10 795500558 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社松風 代表取締役 岸本 行央 669-1506 兵庫県三田市志手原815-10 795500558 神北(宝健)第10-4 平成29年12月25日 令和6年2月29日 平成29年12月25日
000028 2000165487 ゆめびとカフェ 665-0836 宝塚市清荒神5-2-14 飲食店営業(4)その他 一般 金井 千紘 神北(宝健)第1-210 平成29年12月26日 令和6年2月29日 平成29年12月26日
000028 2000165488 ゆめびとカフェ 665-0836 宝塚市清荒神5-2-14 菓子製造業 一般 金井 千紘 神北(宝健)第3-62 平成29年12月26日 令和6年2月29日 平成29年12月26日
000028 2000165542 居酒屋　もっちん 665-0822 宝塚市安倉中5-10-12 797816191 飲食店営業(4)その他 一般 阪本 芳正 神北(宝健)第1-212 平成30年1月5日 令和6年2月29日 平成30年1月5日



000028 2000165568 カフェ　ド　ヴォアラ 665-0844 宝塚市武庫川町2-10ＮＴＴビル1階 797861111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ヴォイラ 代表取締役 井川 智子 665-0845 兵庫県宝塚市武庫川町2-10ＮＴＴビル１Ｆ 797696949 神北(宝健)第1-213 平成30年1月10日 令和6年2月29日 平成30年1月10日
000028 2000165579 665-0033 宝塚市伊孑志4-1-1北極ビル1Ｆ 797733121 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 まみえ 神北(宝健)第1-214 平成30年1月10日 令和6年2月29日 平成30年1月10日
000028 2000165645 魚どん然 665-0011 宝塚市南口2-14-3ザ宝塚タワー107号 797788333 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ナリゼン 代表取締役 柿本 博一 153-0061 東京都目黒区中目黒3-6-1千陽アポロンビル8･9階 798311182 神北(宝健)第1-215 平成30年1月15日 令和6年2月29日 平成30年1月15日
000028 2000165667 戸田鮮魚店 669-1527 三田市中町7-5 795622452 魚介類販売業 一般 戸田 啓子 神北(宝健)第6-31 平成30年1月16日 令和6年2月29日 平成30年1月16日
000028 2000165668 戸田鮮魚店 669-1527 三田市中町7-5 795622452 飲食店営業(4)その他 一般 戸田 啓子 神北(宝健)第1-217 平成30年1月16日 令和6年2月29日 平成30年1月16日
000028 2000165689 ＳＯＲＡ　ＣＡＦＥ 665-0032 宝塚市東洋町10-1 797248819 菓子製造業 一般 浦川 智美 神北(宝健)第3-64 平成30年1月16日 令和6年2月29日 平成30年1月16日
000028 2000165690 ＳＯＲＡ　ＣＡＦＥ 665-0032 宝塚市東洋町10-1 797248819 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 浦川 智美 神北(宝健)第1-216 平成30年1月16日 令和6年2月29日 平成30年1月16日
000028 2000165782 サンディ三田天神店内　(有)スリー・アロウ 669-1531 三田市天神1-9-8 795634129 食肉販売業 一般 有限会社スリー・アロウ 代表取締役 562-0001 大阪府箕面市箕面5-13-6 727255429 神北(宝健)第5-41 平成30年1月19日 令和6年2月29日 平成30年1月19日
000028 2000165851 雲雀丘学園中山台幼稚園 665-0877 宝塚市中山桜台1-1-1 797891151 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社京料理花萬 代表取締役 吉田 恵子 612-8435 京都府京都市伏見区深草泓ノ壺町25第二住田屋ビル102 756438719 神北(宝健)第1-218 平成30年1月24日 令和6年2月29日 平成30年1月24日
000028 2000165859 道 665-0051 宝塚市高司1-8-10 飲食店営業(4)その他 一般 井上 豊 神北(宝健)第1-219 平成30年1月24日 令和6年2月29日 平成30年1月24日
000028 2000165868 Lounge＆Snack　SHINE 665-0845 宝塚市栄町1-19-14ワールドタウンビル　４F 797866333 飲食店営業(4)その他 一般 FUTURO INNOVATION株式会社 代表取締役 三橋 裕 665-0883 兵庫県宝塚市山本中3-19-18 797895803 神北(宝健)第1-220 平成30年1月25日 令和6年2月29日 平成30年1月25日
000028 2000165902 菓子の実　ヤマオカ 669-1531 三田市天神3-8-24 795650050 菓子製造業 一般 株式会社ヤマオカ 代表取締役 山岡 宏士 669-1531 兵庫県三田市天神3-8-24 795650050 神北(宝健)第3-68 平成30年1月25日 令和6年2月29日 平成30年1月25日
000028 2000165903 菓子の実　ヤマオカ 669-1531 三田市天神3-8-24 795650050 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 株式会社ヤマオカ 代表取締役 山岡 宏士 669-1531 兵庫県三田市天神3-8-24 795650050 神北(宝健)第1-430 令和5年2月27日 令和11年2月28日 令和5年2月27日
000028 2000165955 ＫＡ５０６０６ 665-0852 宝塚市売布4-1-25チャームスイート宝塚売布 797807101 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 フジ産業株式会社 代表取締役 久田 和紀 105-0001 東京都港区虎ノ門3-22-1虎ノ門桜ビル 334348901 神北(宝健)第1-221 平成30年1月29日 令和6年2月29日 平成30年1月29日
000028 2000166030 新名神高速道路　宝塚北サービスエリア  フードコード仕込場 669-1231 宝塚市玉瀬字奧之焼1-125 飲食店営業(4)その他 一般 光明興業株式会社 代表取締役 段 正峰 542-0076 大阪府大阪市中央区難波4-2-1 666318055 神北(宝健)第1-226 平成30年2月2日 令和6年2月29日 平成30年2月2日
000028 2000166031 新名神高速道路　宝塚北サービスエリア  テイクアウト 669-1231 宝塚市玉瀬字奧之焼1-125 797835601 飲食店営業(4)その他 一般 光明興業株式会社 代表取締役 段 正峰 542-0076 大阪府大阪市中央区難波4-2-1 666318055 神北(宝健)第1-224 平成30年2月2日 令和6年2月29日 平成30年2月2日
000028 2000166032 新名神高速道路　宝塚北サービスエリア  テイクアウト 669-1231 宝塚市玉瀬字奧之焼1-125 797835601 菓子製造業 一般 光明興業株式会社 代表取締役 段 正峰 542-0076 大阪府大阪市中央区難波4-2-1 666318055 神北(宝健)第3-70 平成30年2月2日 令和6年2月29日 平成30年2月2日
000028 2000166037 新名神高速道路　宝塚北サービスエリア  フードコート 669-1231 宝塚市玉瀬字奧之焼1-125 飲食店営業(4)その他 一般 光明興業株式会社 代表取締役 段 正峰 542-0076 大阪府大阪市中央区難波4-2-1 666318055 神北(宝健)第1-225 平成30年2月2日 令和7年2月28日 平成30年2月2日
000028 2000166040 どうとんぼり神座　宝塚北SA店 669-1231 宝塚市玉瀬字奧之焼1-125 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社どうとんぼり神座 代表取締役 布施 真之介 635-0825 奈良県北葛城郡広陵町大字安部453番地7 745543790 神北(宝健)第1-230 平成30年2月2日 令和7年2月28日 平成30年2月2日
000028 2000166046 ローソン宝塚米谷二丁目店 665-0831 宝塚市米谷2-4-24 797616733 飲食店営業(4)その他 一般 森川 将樹 神北(宝健)第1-232 平成30年2月5日 令和7年2月28日 平成30年2月5日
000028 2000166058 新名神高速道路　宝塚北サービスエリア  テイクアウトスイーツ 669-1231 宝塚市玉瀬字奥之焼1-125 飲食店営業(4)その他 一般 光明興業株式会社 代表取締役 段 正峰 542-0076 大阪府大阪市中央区難波4-2-1 666318055 神北(宝健)第1-229 平成30年2月2日 令和6年2月29日 平成30年2月2日
000028 2000166059 新名神高速道路　宝塚北サービスエリア  テイクアウトスイーツ 669-1231 宝塚市玉瀬字奥之焼1-125 菓子製造業 一般 光明興業株式会社 代表取締役 段 正峰 542-0076 大阪府大阪市中央区難波4-2-1 666318055 神北(宝健)第3-72 平成30年2月2日 令和6年2月29日 平成30年2月2日
000028 2000166061 新名神高速道路　宝塚北サービスエリア  ベーカリー工房 669-1231 宝塚市玉瀬字奧之焼1-125 菓子製造業 一般 光明興業株式会社 代表取締役 段 正峰 542-0076 大阪府大阪市中央区難波4-2-1 666318055 神北(宝健)第3-71 平成30年2月2日 令和7年2月28日 平成30年2月2日
000028 2000166064 新名神高速道路　宝塚北サービスエリア  ベーカリー仕込場 669-1231 宝塚市玉瀬字奧之焼1-125 飲食店営業(4)その他 一般 光明興業株式会社 代表取締役 段 正峰 542-0076 大阪府大阪市中央区難波4-2-1 666318055 神北(宝健)第1-228 平成30年2月2日 令和6年2月29日 平成30年2月2日
000028 2000166066 タリーズコーヒー　宝塚北ＳＡ店 669-1231 宝塚市玉瀬字奧之焼1-125新名神道路宝塚北SA店舗棟 797249023 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 タリーズコーヒージャパン株式会社 代表取締役 小林 義雄 162-0833 東京都新宿区箪笥町22 332688282 神北(宝健)第1-227 平成30年2月2日 令和7年2月28日 平成30年2月2日
000028 2000166068 Ｍｒｉ　ｌｕｎｏ 669-1512 三田市高次2-13-5 飲食店営業(4)その他 一般 中村 政枝 神北(宝健)第1-233 平成30年2月5日 令和6年2月29日 平成30年2月5日
000028 2000166137 KING＆QUEEN　BAR　Eyes 669-1528 三田市駅前町11-1　レバンテ104 795638885 飲食店営業(4)その他 一般 廣岡 薫 神北(宝健)第1-236 平成30年2月9日 令和6年2月29日 平成30年2月9日
000028 2000166165 はなみずき 665-0004 宝塚市梅野町3-18 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松島 博美 神北(宝健)第1-243 平成30年2月14日 令和6年2月29日 平成30年2月14日
000028 2000166245 アピア宝塚　時計台下（CCW単受） 665-0035 宝塚市逆瀬川1-13-1 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 神北(宝健)第2-125 令和5年2月13日 令和10年2月29日 令和5年2月13日
000028 2000166256 Ｋａｒａｔ 669-1529 三田市中央町11-17サンシャイン5ビル5F501号 795622882 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社アレックス・ジャパン 取締役 廣岡 淳 669-1324 兵庫県三田市ゆりのき台5-42-14 神北(宝健)第1-246 平成30年2月20日 令和6年2月29日 平成30年2月20日
000028 2000166347 セブンイレブン宝塚泉町店 665-0864 宝塚市泉町17-13 797861130 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社小西家百貨店 代表取締役 小西 恭義 665-0883 兵庫県宝塚市山本中3-3-9 797889369 神北(宝健)第1-251 平成30年2月23日 令和6年2月29日 平成30年2月23日
000028 2000166348 セブンイレブン宝塚泉町店 665-0864 宝塚市泉町17-13 797861130 菓子製造業 一般 有限会社小西家百貨店 代表取締役 小西 恭義 665-0883 兵庫県宝塚市山本中3-3-9 797889369 神北(宝健)第3-81 平成30年2月23日 令和6年2月29日 平成30年2月23日
000028 2000166352 売店　UMAJO 665-0053 宝塚市駒の町1-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ダイナック 代表取締役 田中 政明 160-0022 東京都新宿区新宿1-8-1 333414216 神北(宝健)第1-250 平成30年2月23日 令和6年2月29日 平成30年2月23日
000028 2000166353 らんまる 669-1345 三田市下相野2295 795681375 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社丘嶺ジーピーセンター 代表取締役 岸本 あつ子 673-1101 兵庫県三木市吉川町新田588 7947721135 神北(宝健)第1-249 平成30年2月23日 令和6年2月29日 平成30年2月23日
000028 2000166401 株式会社健康マルシェ 665-0051 宝塚市高司1-1-16ホワイトプラザ1F 797617130 清涼飲料水製造業 一般 株式会社健康マルシェ 代表取締役 田中 規貴 665-0051 兵庫県宝塚市高司1-1-16 797617130 神北(宝健)第19-2 平成30年2月26日 令和6年2月29日 平成30年2月26日
000028 2000166415 エーム5305店(喫茶) 665-0845 宝塚市栄町1-1-57 飲食店営業(4)その他 一般 エームサービス株式会社 代表取締役 小谷 周 107-0052 東京都港区赤坂二丁目23番1号 362347500 神北(宝健)第1-256 平成30年2月27日 令和6年2月29日 平成30年2月27日
000028 2000166416 エーム5305店(食堂) 665-0845 宝塚市栄町1-1-57 797617450 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 エームサービス株式会社 代表取締役 小谷 周 107-0052 東京都港区赤坂二丁目23番1号 362347500 神北(宝健)第1-255 平成30年2月27日 令和6年2月29日 平成30年2月27日
000028 2000166437 セブン-イレブン宝塚伊孑志3丁目店 665-0033 宝塚市伊孑志3-7-11 797770771 飲食店営業(4)その他 一般 鈴 雅行 神北(宝健)第1-253 平成30年2月26日 令和7年2月28日 平成30年2月26日
000028 2000166438 セブン-イレブン宝塚伊孑志3丁目店 665-0033 宝塚市伊孑志3-7-11 797770771 菓子製造業 一般 鈴 雅行 神北(宝健)第3-82 平成30年2月26日 令和7年2月28日 平成30年2月26日
000028 2000166456 キッチンさくら 669-1535 三田市南が丘1-52-3 795642951 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 土本 毅 神北(宝健)第1-257 平成30年2月28日 令和6年2月29日 平成30年2月28日
000028 2000166479 医療法人社団　森迫脳神経外科　喫茶室 665-0816 宝塚市平井5-1-8 797821116 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 医療法人社団　森迫脳神経外科 理事長 森迫 敏貴 665-0816 兵庫県宝塚市平井5-1-8 797821116 神北(宝健)第1-258 平成30年3月1日 令和6年5月31日 平成30年3月1日
000028 2000166497 ＭＡＧＮＯLＩＡ 665-0011 宝塚市南口2-13-30-Ｄ 797207218 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大岩 弓子 神北(宝健)第1-259 平成30年3月2日 令和6年5月31日 平成30年3月2日
000028 2000166515 株式会社ＢＩＧＵＰ　ＪＡＰＡＮ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社ＢＩＧＵＰ　ＪＡＰＡＮ 代表取締役 山下 伶依香 598-0071 大阪府泉佐野市鶴原2806-103 神北(宝健)第1-261 平成30年3月5日 令和5年5月31日 平成30年3月5日
000028 2000166516 株式会社ＢＩＧＵＰ　ＪＡＰＡＮ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 株式会社ＢＩＧＵＰ　ＪＡＰＡＮ 代表取締役 山下 伶依香 598-0071 大阪府泉佐野市鶴原2806-103 神北(宝健)第3-83 平成30年3月5日 令和5年5月31日 平成30年3月5日
000028 2000166528 パティスリー　ベル　クルール 665-0011 宝塚市南口1-8-17サンボックス　ミナミグチ　102号 797616890 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田川 仁一 神北(宝健)第1-262 平成30年3月6日 令和6年5月31日 平成30年3月6日
000028 2000166529 パティスリー　ベル　クルール 665-0011 宝塚市南口1-8-17サンボックス　ミナミグチ　102号 797616890 菓子製造業 一般 田川 仁一 神北(宝健)第3-84 平成30年3月6日 令和6年5月31日 平成30年3月6日
000028 2000166554 パン食堂　ｃｏｔｏ　ｃｏｔｏ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 圖師 洋美 神北(宝健)第1-263 平成30年3月8日 令和5年5月31日 平成30年3月8日
000028 2000166555 パン食堂　ｃｏｔｏ　ｃｏｔｏ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 圖師 洋美 神北(宝健)第3-85 平成30年3月8日 令和5年5月31日 平成30年3月8日
000028 2000166576 新名神高速道路宝塚北サービスエリア  テイクアウト 669-1231 宝塚市玉瀬字奧之焼1-125 797835601 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 光明興業株式会社 代表取締役 段 正峰 542-0076 大阪府大阪市中央区難波4-2-1 666318055 神北(宝健)第7-8 平成30年3月9日 令和5年5月31日 平成30年3月9日
000028 2000166590 近江スエヒロ・新兵衛屋 669-1231 宝塚市玉瀬字奧之焼1-125 飲食店営業(4)その他 露店80L 有限会社新兵衛屋 代表取締役 濱地 誠治 519-4325 三重県熊野市有馬町690 597880171 神北(宝健)第1-10 令和5年4月12日 令和10年5月31日 令和5年4月12日
000028 2000166601 Ｂar＆Ｄiner　Ｔres 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 秋山 祐希 神北(宝健)第1-267 平成30年3月13日 令和5年5月31日 平成30年3月13日
000028 2000166611 ｋａｓｕｍｉ　ｍａｒｇａｒｅｔ 669-1321 三田市けやき台6-4-101 795062249 菓子製造業 一般 豊島 香寿美 神北(宝健)第3-86 平成30年3月13日 令和6年5月31日 平成30年3月13日
000028 2000166620 やまや 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 山本 史典 神北(宝健)第1-268 平成30年3月14日 令和5年5月31日 平成30年3月14日
000028 2000166630 まるふくｃaｆe 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 福井 恭司 神北(宝健)第3-87 平成30年3月14日 令和5年5月31日 平成30年3月14日
000028 2000166634 焼肉の牛太本陣　宝塚店 665-0874 宝塚市中筋6-13-20 797898829 飲食店営業(4)その他 一般 ファルコモンテコーポレーション有限会社 代表取締役 池畑 浩太朗 665-0874 兵庫県宝塚市中筋6-13-20 神北(宝健)第1-269 平成30年3月14日 令和6年5月31日 平成30年3月14日
000028 2000166638 新名神高速道路　宝塚北サービスエリア  テイクアウトスイーツ 669-1231 宝塚市玉瀬字奥之焼1-125 797835601 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 光明興業株式会社 代表取締役 段 正峰 542-0076 大阪府大阪市中央区難波4-2-1 666318055 神北(宝健)第7-9 平成30年3月14日 令和5年5月31日 平成30年3月14日
000028 2000166675 N'sワッフル　しゅうまい 669-1231 宝塚市玉瀬字奧之焼1-125 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社スプレマシーPP 代表取締役 猪子 顕 673-0845 兵庫県明石市太寺4-15-8ら・カーサ太寺1Ｆ 789455361 神北(宝健)第1-270 平成30年3月15日 令和5年5月31日 平成30年3月15日
000028 2000166676 N'sワッフル　しゅうまい 669-1231 宝塚市玉瀬字奧之焼1-125 菓子製造業 露店 株式会社スプレマシーPP 代表取締役 猪子 顕 673-0845 兵庫県明石市太寺4-15-8ら・カーサ太寺1Ｆ 789455361 神北(宝健)第3-88 平成30年3月15日 令和5年5月31日 平成30年3月15日
000028 2000166684 信輪 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 池内 晴秋 神北(宝健)第1-273 平成30年3月16日 令和5年5月31日 平成30年3月16日
000028 2000166685 OTTOMAN　KEBABU 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 ビルギ アイハン 神北(宝健)第1-274 平成30年3月16日 令和5年5月31日 平成30年3月16日
000028 2000166689 すぅぷからあげ東京 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 ライズ・プロジェクト株式会社 代表取締役 藤原 宏路 732-0828 広島県広島市南区京橋町9-13 3F 825688460 神北(宝健)第1-272 平成30年3月16日 令和5年5月31日 平成30年3月16日
000028 2000166721 ネスカフェスタンド清荒神店 665-0836 宝塚市清荒神1-9-3 797813886 飲食店営業(4)その他 一般 シーエヌシー株式会社 代表取締役 海保 学 100-0013 東京都千代田区霞が関3-6-15霞が関MHﾀﾜｰｽﾞ6階 362057545 神北(宝健)第1-277 平成30年3月20日 令和6年5月31日 平成30年3月20日
000028 2000166722 ネスカフェスタンド逆瀬川店 665-0035 宝塚市逆瀬川2-1-17 797765506 飲食店営業(4)その他 一般 シーエヌシー株式会社 代表取締役 海保 学 100-0013 東京都千代田区霞が関3-6-15霞が関MHﾀﾜｰｽﾞ6階 362057545 神北(宝健)第1-278 平成30年3月20日 令和6年5月31日 平成30年3月20日
000028 2000166723 ネスカフェスタンド小林店 665-0072 宝塚市千種2-1-1 797745811 飲食店営業(4)その他 一般 シーエヌシー株式会社 代表取締役 海保 学 100-0013 東京都千代田区霞が関3-6-15霞が関MHﾀﾜｰｽﾞ6階 362057545 神北(宝健)第1-279 平成30年3月20日 令和6年5月31日 平成30年3月20日
000028 2000166724 ネスカフェスタンド宝塚南口店 665-0011 宝塚市南口1-7 797728778 飲食店営業(4)その他 一般 シーエヌシー株式会社 代表取締役 海保 学 100-0013 東京都千代田区霞が関3-6-15霞が関MHﾀﾜｰｽﾞ6階 362057545 神北(宝健)第1-280 平成30年3月20日 令和6年5月31日 平成30年3月20日
000028 2000166753 渡辺 665-0855 宝塚市売布きよしガ丘9-4 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 野田 美保 神北(宝健)第1-284 平成30年3月22日 令和6年5月31日 平成30年3月22日
000028 2000166759 藹診療所通所リハビリテーション 669-1523 三田市寺村町4239-1 795652008 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社塩梅 代表取締役 今井 清秀 567-0834 大阪府茨木市学園南町7-5 726571122 神北(宝健)第1-281 平成30年3月20日 令和6年5月31日 平成30年3月20日
000028 2000166765 ㈱いかりスーパーマーケット宝塚店 665-0011 宝塚市南口1-17-18 797748115 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社いかりスーパーマーケット 代表取締役 行光 博志 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町1-15-8 664216074 神北(宝健)第1-282 平成30年3月22日 令和6年5月31日 平成30年3月22日
000028 2000166766 ㈱いかりスーパーマーケット宝塚店 665-0011 宝塚市南口1-17-18 797748115 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社いかりスーパーマーケット 代表取締役 行光 博志 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町1-15-8 664216074 神北(宝健)第1-283 平成30年3月22日 令和6年5月31日 平成30年3月22日
000028 2000166767 ㈱いかりスーパーマーケット宝塚店 665-0011 宝塚市南口1-17-18 797748115 食肉販売業 一般 株式会社いかりスーパーマーケット 代表取締役 行光 博志 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町1-15-8 664216074 神北(宝健)第5-55 平成30年3月22日 令和6年5月31日 平成30年3月22日
000028 2000166768 ㈱いかりスーパーマーケット宝塚店 665-0011 宝塚市南口1-17-18 797748115 魚介類販売業 一般 株式会社いかりスーパーマーケット 代表取締役 行光 博志 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町1-15-8 664216074 神北(宝健)第6-48 平成30年3月22日 令和6年5月31日 平成30年3月22日
000028 2000166918 27014事業所 665-0011 宝塚市南口2-13-24　ﾀﾞｲｷﾝ工業健康保険組合宝塚寮 797723979 飲食店営業(3)旅館 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目3番20号 664588801 神北(宝健)第1-288 平成30年3月28日 令和6年5月31日 平成30年3月28日
000028 2000166919 ＨＥＮＭＩ～亭 665-0033 宝塚市伊孑志2-17-8 797755921 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 逸見 拓 神北(宝健)第1-289 平成30年3月28日 令和6年5月31日 平成30年3月28日
000028 2000166922 Inaoka Studio 665-0882 宝塚市山本南1-32-31 飲食店営業(4)その他 一般 稲岡 美環 神北(宝健)第1-290 平成30年3月28日 令和6年5月31日 平成30年3月28日
000028 2000166926 カフェ　ド　ヴォアラ 665-0844 宝塚市武庫川町2-10ＮＴＴビル1階 797861111 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 有限会社ヴォイラ 代表取締役 井川 智子 665-0845 兵庫県宝塚市武庫川町2-10ＮＴＴビル１Ｆ 797696949 神北(宝健)第7-10 平成30年3月29日 令和5年5月31日 平成30年3月29日
000028 2000167020 中華旬菜　ギャップ 669-1537 三田市西山1-9-2 795513075 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大槻 雅俊 神北(宝健)第1-1 平成30年4月3日 令和6年5月31日 平成30年4月3日
000028 2000167022 我楽多　おもちゃ箱 665-0035 宝塚市逆瀬川1-5-24ヌーベル逆瀬川B3号 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ジューン・バンケット 取締役 福井 純子 661-0035 兵庫県尼崎市武庫之荘1-3-5 664367345 神北(宝健)第1-2 平成30年4月4日 令和6年5月31日 平成30年4月4日
000028 2000167030 珈琲屋らんぷ　宝塚店 665-0874 宝塚市中筋5-18-1 797888853 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社らんぷ 代表取締役 坪内 章浩 492-8273 愛知県稲沢市桜木宮前町89-1 587817739 神北(宝健)第1-3 平成30年4月4日 令和6年5月31日 平成30年4月4日
000028 2000167054 トレーニングカフェ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社森企画 代表取締役 森岡 忠男 666-0225 兵庫県川辺郡猪名川町木津字有井裏4-5 797266783 神北(宝健)第1-5 平成30年4月5日 令和5年5月31日 平成30年4月5日
000028 2000167055 あじゃ 665-0034 宝塚市小林5-5-24 797775567 飲食店営業(4)その他 一般 城田 抄知 神北(宝健)第1-4 平成30年4月5日 令和6年5月31日 平成30年4月5日
000028 2000167071 ＡＷＡＴＡＭＡ　ＳＴＡＮＤ 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。） 795671141 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社コスモス食品 代表取締役 圓井 康輔 669-1333 兵庫県三田市下内神655 795671141 神北(宝健)第1-6 平成30年4月6日 令和5年5月31日 平成30年4月6日
000028 2000167073 花よりタコ 665-0836 宝塚市清荒神3-1-5 797971258 飲食店営業(4)その他 一般 喜多 明子 神北(宝健)第1-7 平成30年4月6日 令和6年5月31日 平成30年4月6日
000028 2000167076 寿司とおでんのこやま 669-1533 三田市三田町2-6 795530776 飲食店営業(4)その他 一般 N・Y・フードサービス株式会社 代表取締役 山内 直也 669-1526 兵庫県三田市相生町1-40相生スカイパーク１F 795622591 神北(宝健)第1-8 平成30年4月6日 令和6年5月31日 平成30年4月6日
000028 2000167078 ｆｒｅｅｅｌｙ 669-1513 三田市三輪4-9-2 795646015 菓子製造業 一般 藤本 美絵 神北(宝健)第3-3 平成30年4月6日 令和6年5月31日 平成30年4月6日
000028 2000167080 ＬＡ　ＳＡＮＴＥ　南口本店 665-0011 宝塚市南口2-5-33宝ビル1F２号室 797786125 菓子製造業 一般 株式会社健康マルシェ 代表取締役 田中 規貴 665-0051 兵庫県宝塚市高司1-1-16 797617130 神北(宝健)第3-2 平成30年4月5日 令和6年5月31日 平成30年4月5日
000028 2000167083 プラチナ・シニアホーム  宝塚逆瀬川 665-0033 宝塚市伊孑志1-7-37 797737611 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ケアプラス 代表取締役 渡邉 勝 664-0892 兵庫県伊丹市高台1-1 727819075 神北(宝健)第1-9 平成30年4月9日 令和6年5月31日 平成30年4月9日
000028 2000167122 ＴａＡのお店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 山﨑 千恵子 神北(宝健)第3-4 平成30年4月11日 令和5年5月31日 平成30年4月11日
000028 2000167127 ｃａｆｅ　ＰＲＩＭＡＶＥＲＡ 665-0882 宝塚市山本南1-20-12 797820120 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佐伯 博 神北(宝健)第1-11 平成30年4月11日 令和6年5月31日 平成30年4月11日
000028 2000167206 匙屋 665-0864 宝塚市泉町19-27 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山崎 隼 神北(宝健)第1-13 平成30年4月17日 令和6年5月31日 平成30年4月17日
000028 2000167255 宝塚南口幼稚園 665-0011 宝塚市南口2-4-4 797736345 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　なごみキッズサービス 代表取締役 富永 美穂 454-0976 愛知県名古屋市中川区服部2-106 524323332 神北(宝健)第1-15 平成30年4月19日 令和6年5月31日 平成30年4月19日
000028 2000167279 彩那テラス　中山寺 665-0863 宝塚市三笠町6-21 797866565 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ラフラ 代表取締役 國廣 宗隆 660-0077 兵庫県尼崎市大庄西町1-19-4 727800206 神北(宝健)第1-14 平成30年4月18日 令和6年5月31日 平成30年4月18日
000028 2000167281 La－Vie 669-1537 三田市西山2-28-2ﾛｲﾔﾙｽｸｴｱ　B201 795587077 飲食店営業(4)その他 一般 渡部 由美子 神北(宝健)第1-16 平成30年4月19日 令和6年5月31日 平成30年4月19日
000028 2000167329 OTTOMAN　COMPANY 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 ビルギ アイハン 神北(宝健)第1-19 平成30年4月25日 令和5年5月31日 平成30年4月25日
000028 2000167369 pit master　VAMOS 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 杉本 昌隆 神北(宝健)第1-20 平成30年4月26日 令和5年5月31日 平成30年4月26日
000028 2000167370 グロアール 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 自動車 野村 清美 神北(宝健)第2-13 平成30年4月26日 令和5年5月31日 平成30年4月26日
000028 2000167377 さんだブルーベリーガーデン  （みぞばた農園） 669-1357 三田市東本庄965 795681045 飲食店営業(4)その他 一般 溝畑 晃 神北(宝健)第1-22 平成30年4月26日 令和6年5月31日 平成30年4月26日
000028 2000167378 Ｓｔｅａｋ　Ｈｏｕｓｅ　ＢＥＥＦ　ＥＡＴＥＲ 669-1537 三田市西山2-26-6 795535525 飲食店営業(4)その他 一般 秋山 祐希 神北(宝健)第1-21 平成30年4月26日 令和6年5月31日 平成30年4月26日
000028 2000167416 揚げて候 665-0034 宝塚市小林5-5-36　松下店舗102 797617617 飲食店営業(4)その他 一般 神北(宝健)第1-24 平成30年5月1日 令和6年5月31日 平成30年5月1日
000028 2000167423 森のフーモ 669-1513 三田市三輪1013 795556737 飲食店営業(4)その他 一般 池永鉄工株式会社 代表取締役 池永 一雄 537-0011 大阪府大阪市東成区東今里3-18-26 669810141 神北(宝健)第1-26 平成30年5月1日 令和6年5月31日 平成30年5月1日
000028 2000167424 わら焼き酒場　三田駅前店 669-1529 三田市中央町2-24 795656660 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社オフィスＯＮＥ 代表取締役 中村 敦司 669-1529 兵庫県三田市中央町2-24 795656660 神北(宝健)第1-23 平成30年4月27日 令和6年5月31日 平成30年4月27日
000028 2000167443 アジア料理＆カフェ　ナマステ 665-0823 宝塚市安倉南1-20-29 797614380 飲食店営業(4)その他 一般 サプコタ ベス　ラズ 神北(宝健)第1-27 平成30年5月2日 令和6年5月31日 平成30年5月2日
000028 2000167453 社会福祉法人三翠会  特別養護老人ホームさんすい園 669-1345 三田市下相野薬師尾1460-1 795681314 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 社会福祉法人三翠会 理事長 田﨑 幹雄 669-1345 兵庫県三田市下相野薬師尾1460番地の1 795681314 神北(宝健)第1-28 平成30年5月7日 令和7年5月31日 平成30年5月7日
000028 2000167458 こむの事業所 665-0867 宝塚市売布東の町12-9 0797-87-8330 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人　こむの事業所 理事 松藤 聖一 665-0867 兵庫県宝塚市売布東の町12-9 0797-87-8330 神北(宝健)第3-14 平成30年5月2日 令和7年5月31日 平成30年5月2日
000028 2000167465 天六まんじ酒店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 大川 稔子 神北(宝健)第1-29 平成30年5月8日 令和5年5月31日 平成30年5月8日
000028 2000167534 ＬＡ　ＳＡＮＴＥ　小林店 665-0051 宝塚市高司1-1-16ホワイトプラザ1F 797617130 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社健康マルシェ 代表取締役 田中 規貴 665-0051 兵庫県宝塚市高司1-1-16 797617130 神北(宝健)第1-31 平成30年5月10日 令和6年5月31日 平成30年5月10日
000028 2000167536 ＬＡ　ＳＡＮＴＥ　小林店 665-0051 宝塚市高司1-1-16ホワイトプラザ1F 797617130 菓子製造業 一般 株式会社健康マルシェ 代表取締役 田中 規貴 665-0051 兵庫県宝塚市高司1-1-16 797617130 神北(宝健)第3-17 平成30年5月10日 令和6年5月31日 平成30年5月10日
000028 2000167540 ＳＡＹＡＮＧ　ティファニー 665-0034 宝塚市小林2-12-25 飲食店営業(4)その他 一般 栗山 眞理子 神北(宝健)第1-32 平成30年5月11日 令和6年5月31日 平成30年5月11日
000028 2000167541 カラオケ喫茶　舟 665-0823 宝塚市安倉南3-8-15 797867007 飲食店営業(4)その他 一般 坂西 末子 神北(宝健)第1-33 平成30年5月11日 令和6年5月31日 平成30年5月11日
000028 2000167586 K's Factory（ケーズファクトリー） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 金森 孝之 神北(宝健)第1-36 平成30年5月15日 令和5年5月31日 平成30年5月15日
000028 2000167650 鶏笑　阪神競馬場前店 665-0054 宝塚市鹿塩1-10-14ｸﾞﾘｰﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ田中103 798537539 飲食店営業(4)その他 一般 加藤 慧未 神北(宝健)第1-38 平成30年5月21日 令和6年5月31日 平成30年5月21日
000028 2000167657 杉の林 669-1322 三田市すずかけ台1-12 795652525 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 医療法人社団青山会 理事長 田場 隆介 669-1322 兵庫県三田市すずかけ台1-12 795652525 神北(宝健)第1-37 平成30年5月18日 令和6年5月31日 平成30年5月18日
000028 2000167662 カフェテラス　コスミック 669-1334 三田市中内神字北山915-7 795671155 飲食店営業(4)その他 一般 藤井 正義 神北(宝健)第1-40 平成30年5月21日 令和6年5月31日 平成30年5月21日



000028 2000167709 博多にくいち① 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 田中 徹 神北(宝健)第1-44 平成30年5月24日 令和5年5月31日 平成30年5月24日
000028 2000167710 博多にくいち② 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 田中 徹 神北(宝健)第1-43 平成30年5月24日 令和5年5月31日 平成30年5月24日
000028 2000167712 Ｓ　ＴＵＲＫＡ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 イナンル セルブレント 神北(宝健)第1-42 平成30年5月24日 令和5年5月31日 平成30年5月24日
000028 2000167721 サロンｙｏｕ 669-1544 三田市武庫が丘3-4　5号区画 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人武庫が丘まちづくりビューロー 理事長 中村 忍 669-1544 兵庫県三田市武庫が丘3-4 神北(宝健)第1-45 平成30年5月24日 令和6年5月31日 平成30年5月24日
000028 2000167756 ㈱モリタ　東工場１Ｆ  従業員出入口横 669-1339 三田市テクノパーク1-5 喫茶店営業 自動販売機 株式会社　アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 神北(宝健)第2-22 平成30年5月28日 令和5年5月31日 平成30年5月28日
000028 2000167765 caelu cafe keroro 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 松尾 智帆 神北(宝健)第1-46 平成30年5月29日 令和5年5月31日 平成30年5月29日
000028 2000167772 ジョブサポート希望 669-1231 宝塚市玉瀬字細尾1-25 797910588 めん類製造業 一般 社会福祉法人希望の家 理事長 藤本 勝巳 669-1231 兵庫県宝塚市玉瀬字田畠10 797911800 神北(宝健)第9-1 平成30年5月29日 令和6年5月31日 平成30年5月29日
000028 2000167773 焼肉壱番　太平樂　宝塚安倉店 665-0822 宝塚市安倉中5-10-1 797861129 食肉販売業 一般 横川 伸介 神北(宝健)第5-15 平成30年5月29日 令和6年5月31日 平成30年5月29日
000028 2000167778 Posto 665-0022 宝塚市野上1-1-8 797740234 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　テルッツォ 代表取締役 西田 光彦 665-0022 兵庫県宝塚市野上1-1-8 797740234 神北(宝健)第1-47 平成30年5月29日 令和6年5月31日 平成30年5月29日
000028 2000167782 haru*cafe 665-0011 宝塚市南口2-4-12 797986041 飲食店営業(4)その他 一般 綾野 俊太郎 神北(宝健)第1-48 平成30年5月29日 令和6年5月31日 平成30年5月29日
000028 2000167848 ｶﾌｪ　ｺｳｼﾞﾝ  Ｃａｆｅ　Ｋｏｕｊｉｎ 665-0836 宝塚市清荒神3-14-13 飲食店営業(4)その他 一般 森 克己 神北(宝健)第1-50 平成30年6月1日 令和6年8月31日 平成30年6月1日
000028 2000167866 利政214 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 福家 真一 神北(宝健)第1-51 平成30年6月4日 令和5年8月31日 平成30年6月4日
000028 2000167875 ＲＵＩＮＳ（ルーインズ） 669-1342 三田市四ツ辻620-5 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ワイズスペースデザイン 代表取締役 安田 和也 669-1535 兵庫県三田市南が丘1-51-1 795061456 神北(宝健)第1-52 平成30年6月4日 令和6年8月31日 平成30年6月4日
000028 2000167881 (有)サカ食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 佐下 季美 神北(宝健)第3-23 平成30年6月5日 令和5年8月31日 平成30年6月5日
000028 2000167910 intervallo 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 285290027 飲食店営業(4)その他 自動車 及川 真弘 神北(宝健)第1-53 平成30年6月7日 令和5年8月31日 平成30年6月7日
000028 2000167917 高円寺　アボガド食堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社　バーボンハウス 代表取締役 島田 功 166-0002 東京都杉並区高円寺北3-23-13　3F 367508233 神北(宝健)第1-55 平成30年6月8日 令和5年8月31日 平成30年6月8日
000028 2000167956 Ｌａ　ＢＯＣＣＡ 665-0874 宝塚市中筋6-13-17 797573000 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ルアナカンパニー 代表取締役 五十嵐 祥三 665-0874 兵庫県宝塚市中筋6-13-17 797573000 神北(宝健)第1-56 平成30年6月12日 令和6年8月31日 平成30年6月12日
000028 2000167982 日本ピラー工業(株)三田工場社員食堂 669-1333 三田市下内神字打場541-1 795672121 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 マインフーズサービス株式会社 代表取締役 峯 林太郎 661-0024 兵庫県尼崎市三反田町2-20-9 664274633 神北(宝健)第1-57 平成30年6月12日 令和6年8月31日 平成30年6月12日
000028 2000167990 アンスリール 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 丸田 雄三 神北(宝健)第1-59 平成30年6月13日 令和5年8月31日 平成30年6月13日
000028 2000168024 大山ハム(株) 665-0053 宝塚市駒の町1-1 飲食店営業(4)その他 露店 大山ハム株式会社 代表取締役 村上 隆 683-0851 鳥取県米子市夜見町3018番地 859247000 神北(宝健)第1-60 平成30年6月15日 令和5年8月31日 平成30年6月15日
000028 2000168039 めぐみの里 665-0034 宝塚市小林4-7-37-1 797764558 そうざい製造業 一般 株式会社バイタルハウス 代表取締役 豊永 恵子 663-8006 兵庫県宝塚市川面4-1-38-2 797617801 神北(宝健)第15-4 平成30年6月18日 令和6年8月31日 平成30年6月18日
000028 2000168068 鹿野商店① 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 浅田 由美 神北(宝健)第1-61 平成30年6月19日 令和5年8月31日 平成30年6月19日
000028 2000168069 鹿野商店② 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 李 玲 神北(宝健)第1-62 平成30年6月19日 令和5年8月31日 平成30年6月19日
000028 2000168092 ハローランチ三田店 669-1315 三田市下井沢333 795672339 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社川上食品 代表取締役 川上 晶弘 669-1315 兵庫県三田市下井沢333 795672339 神北(宝健)第1-63 平成30年6月19日 令和6年8月31日 平成30年6月19日
000028 2000168093 ハローランチ三田店 669-1315 三田市下井沢333 795672339 そうざい製造業 一般 株式会社川上食品 代表取締役 川上 晶弘 669-1315 兵庫県三田市下井沢333 795672339 神北(宝健)第15-5 平成30年6月19日 令和6年8月31日 平成30年6月19日
000028 2000168097 中能店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中能 昌典 神北(宝健)第1-64 平成30年6月20日 令和5年8月31日 平成30年6月20日
000028 2000168156 ナムソン2号 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 有限会社七夢村 取締役 籾山 良則 454-0971 愛知県名古屋市中川区富田町千音寺南屋敷2771 527405874 神北(宝健)第1-66 平成30年6月22日 令和5年8月31日 平成30年6月22日
000028 2000168159 ラーメン藤　三田店 669-1512 三田市高次2-4-38-101　前中テナント 795642239 飲食店営業(4)その他 一般 重本 新次 神北(宝健)第1-68 平成30年6月22日 令和6年8月31日 平成30年6月22日
000028 2000168160 ほっともっと　三田貴志店 669-1541 三田市貴志1327-1 795638822 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　エスカルゴ 代表取締役 大西 茂樹 669-1531 兵庫県三田市天神2-2-1-301 795538223 神北(宝健)第1-67 平成30年6月22日 令和6年8月31日 平成30年6月22日
000028 2000168161 ファミリーマート三田上井沢店 669-1316 三田市上井沢608 795605000 飲食店営業(4)その他 一般 森脇 美和 神北(宝健)第1-69 平成30年6月22日 令和6年8月31日 平成30年6月22日
000028 2000168197 山本商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山本 和男 神北(宝健)第1-70 平成30年6月26日 令和5年8月31日 平成30年6月26日
000028 2000168199 斉藤商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 斉藤 直 神北(宝健)第1-72 平成30年6月26日 令和5年8月31日 平成30年6月26日
000028 2000168200 三好商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 三好 康子 神北(宝健)第1-71 平成30年6月26日 令和5年8月31日 平成30年6月26日
000028 2000168261 Two days 4Fワゴン 665-0053 宝塚市駒の町1-1阪神競馬場内 798537819 飲食店営業(4)その他 露店 一般財団法人　競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1-1 423038355 神北(宝健)第1-73 平成30年6月29日 令和5年8月31日 平成30年6月29日
000028 2000168290 諭吉屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 今井 理恵 神北(宝健)第1-75 平成30年7月2日 令和5年8月31日 平成30年7月2日
000028 2000168293 ＫＡＭＥＣＨＡＮ　① 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 河合 良太 神北(宝健)第1-76 平成30年7月2日 令和5年8月31日 平成30年7月2日
000028 2000168294 ＫＡＭＥＣＨＡＮ　② 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 奥田 真琴 神北(宝健)第1-77 平成30年7月2日 令和5年8月31日 平成30年7月2日
000028 2000168295 滝商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 滝藤 浩輝 神北(宝健)第1-78 平成30年7月2日 令和5年8月31日 平成30年7月2日
000028 2000168296 後藤商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 後藤 祐義 神北(宝健)第1-79 平成30年7月2日 令和5年8月31日 平成30年7月2日
000028 2000168297 有田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 有田 律子 神北(宝健)第3-24 平成30年7月2日 令和5年8月31日 平成30年7月2日
000028 2000168298 大倉商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 大倉 美恵子 神北(宝健)第3-25 平成30年7月2日 令和5年8月31日 平成30年7月2日
000028 2000168311 松下商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 仲谷 愛里菜 神北(宝健)第3-26 平成30年7月2日 令和5年8月31日 平成30年7月2日
000028 2000168322 おかだ 665-0061 宝塚市仁川北2-10-31 798310358 飲食店営業(4)その他 一般 岡田 みゆき 神北(宝健)第1-81 平成30年7月3日 令和6年8月31日 平成30年7月3日
000028 2000168341 酒楽スタンド　にこいち 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山蔭 哲也 神北(宝健)第1-80 平成30年7月3日 令和5年8月31日 平成30年7月3日
000028 2000168377 ＷＩＴＨ　ＡＬＯＨＡ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 山田 恭裕 神北(宝健)第1-84 平成30年7月4日 令和5年8月31日 平成30年7月4日
000028 2000168389 天串と海鮮の店　はれ天 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社ココカラ 代表取締役 戸塚 寛 534-0016 大阪府大阪市都島区友渕町3-7-5 664545433 神北(宝健)第1-85 平成30年7月5日 令和5年8月31日 平成30年7月5日
000028 2000168414 すずかけの家 669-1322 三田市すずかけ台1-31-3 795622211 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　ジャポネックス 取締役 迫井 圭二 672-8045 兵庫県姫路市飾磨区中野田1-21 792357200 神北(宝健)第1-87 平成30年7月9日 令和6年8月31日 平成30年7月9日
000028 2000168415 串かつダイニング　和愛 669-1528 三田市駅前町6-2 795510235 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 村上 玲子 神北(宝健)第1-86 平成30年7月9日 令和6年8月31日 平成30年7月9日
000028 2000168421 創月堂② 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 大野 創 神北(宝健)第3-28 平成30年7月10日 令和5年8月31日 平成30年7月10日
000028 2000168422 創月堂② 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 大野 創 神北(宝健)第1-88 平成30年7月10日 令和5年8月31日 平成30年7月10日
000028 2000168423 創月堂① 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 大野 しのぶ 神北(宝健)第3-29 平成30年7月10日 令和5年8月31日 平成30年7月10日
000028 2000168424 創月堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 大野 しのぶ 神北(宝健)第1-89 平成30年7月10日 令和5年8月31日 平成30年7月10日
000028 2000168448 ＷＩＴＨ　ＡＬＯＨＡ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 山田 恭裕 神北(宝健)第1-90 平成30年7月12日 令和5年8月31日 平成30年7月12日
000028 2000168545 味味（みみ） 665-0031 宝塚市末広町3　末広中央公園 飲食店営業(4)その他 露店 福島 正之 神北(宝健)第1-94 平成30年7月20日 令和5年8月31日 平成30年7月20日
000028 2000168552 ㈱さん志ようや本家 665-0836 宝塚市清荒神5-3清荒神山門前 飲食店営業(4)その他 露店 根津 隆史 神北(宝健)第1-93 平成30年7月19日 令和5年8月31日 平成30年7月19日
000028 2000168568 Tea blacks 宝塚本店 665-0845 宝塚市栄町2-11-9　栄ビル２F 797615123 飲食店営業(4)その他 一般 遠藤 真一 神北(宝健)第1-96 平成30年7月23日 令和6年8月31日 平成30年7月23日
000028 2000168577 OTTOMAN　COMPANY 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 ビルギ アイハン 神北(宝健)第1-97 平成30年7月23日 令和5年8月31日 平成30年7月23日
000028 2000168578 片山直也 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 片山 直也 神北(宝健)第1-95 平成30年7月23日 令和5年8月31日 平成30年7月23日
000028 2000168582 りんごの木 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 797742777 喫茶店営業 露店 塚本 賢一 神北(宝健)第2-31 平成30年7月23日 令和5年8月31日 平成30年7月23日
000028 2000168616 石井食品株式会社 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 663387480 飲食店営業(4)その他 自動車 石井食品株式会社 代表取締役 石井 智康 273-0005 千葉県船橋市本町2-7-17 474350141 神北(宝健)第1-99 平成30年7月26日 令和5年8月31日 平成30年7月26日
000028 2000168623 松風地どり 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社松風 代表取締役 岸本 行央 669-1506 兵庫県三田市志手原815-10 795500558 神北(宝健)第1-100 平成30年7月26日 令和5年8月31日 平成30年7月26日
000028 2000168629 ほっともっと宝塚山本店 665-0884 宝塚市山本西2-8-2 797822727 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　エスカルゴ 代表取締役 大西 茂樹 669-1531 兵庫県三田市天神2-2-1-301 795598223 神北(宝健)第1-101 平成30年7月26日 令和6年8月31日 平成30年7月26日
000028 2000168651 居酒屋　運 665-0031 宝塚市末広町3　末広中央公園 飲食店営業(4)その他 露店 運天 まゆみ 神北(宝健)第1-102 平成30年7月30日 令和5年8月31日 平成30年7月30日
000028 2000168673 seafood　kitcher　RAB 665-0021 宝塚市中州1-15-2逆瀬川ビル　B6,7 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鐘井 貴司 神北(宝健)第1-106 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成30年7月31日
000028 2000168674 レストラン　パーチェ 665-0867 宝塚市売布東の町12-7宝塚市福祉コミュニティ－プラザコム1F 797845558 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 竹内 剛 神北(宝健)第1-103 平成30年7月30日 令和6年8月31日 平成30年7月30日
000028 2000168676 ＫＩＫＩＬＵＡＫ 665-0836 宝塚市清荒神1-2-18 797811058 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 板野 茂樹 神北(宝健)第1-104 平成30年7月30日 令和6年8月31日 平成30年7月30日
000028 2000168718 キムチ家　とらじ 665-0031 宝塚市末広町3　末広中央公園 飲食店営業(4)その他 露店 全 弓子 神北(宝健)第1-107 平成30年8月2日 令和5年8月31日 平成30年8月2日
000028 2000168762 炭火焼　ＴＡＲＯＣＨＡＮ酒場 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 大国 太郎 神北(宝健)第1-108 平成30年8月6日 令和5年8月31日 平成30年8月6日
000028 2000168806 パントリーＪＲ宝塚駅店 665-0845 宝塚市栄町2-7-13 797860951 菓子製造業 一般 株式会社大近 代表取締役 中津 裕彦 553-0003 大阪府大阪市福島区福島6丁目10番11号 664585261 神北(宝健)第3-40 平成30年8月8日 令和7年8月31日 平成30年8月8日
000028 2000168814 サロンＹＯＵ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 特定非営利活動法人武庫が丘まちづくりビューロー 理事長 中村 忍 669-1544 兵庫県三田市武庫が丘3-4 神北(宝健)第1-109 平成30年8月9日 令和5年8月31日 平成30年8月9日
000028 2000168840 たこ焼あほや中山寺店 665-0867 宝塚市売布東の町20-16 797786350 飲食店営業(4)その他 一般 鈴 陽平 神北(宝健)第1-110 平成30年8月10日 令和6年8月31日 平成30年8月10日
000028 2000168882 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 神北(宝健)第1-111 平成30年8月15日 令和5年8月31日 平成30年8月15日
000028 2000168888 丹波立杭ＹＡＭＡＴＯ　ｃａｆｅ 669-1341 三田市西相野578-28 795067256 菓子製造業 一般 増田 翔吾 神北(宝健)第3-41 平成30年8月15日 令和6年8月31日 平成30年8月15日
000028 2000168919 たこやき　千 665-0031 宝塚市末広町3　末広中央公園 飲食店営業(4)その他 露店 佐藤 千佳子 神北(宝健)第1-112 平成30年8月17日 令和5年8月31日 平成30年8月17日
000028 2000168920 八竹堂１ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 大川 馨 神北(宝健)第3-42 平成30年8月17日 令和5年8月31日 平成30年8月17日
000028 2000168923 八竹堂２ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 大川 あずさ 神北(宝健)第3-43 平成30年8月17日 令和5年8月31日 平成30年8月17日
000028 2000168937 松風地どり 669-1506 三田市志手原815-10 795500558 そうざい製造業 一般 株式会社松風 代表取締役 岸本 行央 669-1506 兵庫県三田市志手原815-10 795500558 神北(宝健)第15-7 平成30年8月17日 令和6年8月31日 平成30年8月17日
000028 2000168974 (農)小柿営農直売店「えーのーこがき」 669-1401 三田市小柿516-1 飲食店営業(4)その他 一般 農事組合法人小柿営農 代表理事 小谷 良徳 669-1401 兵庫県三田市小柿516-1 795690641 神北(宝健)第1-114 平成30年8月22日 令和6年8月31日 平成30年8月22日
000028 2000168977 小池風流軒 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 竹之内 郷之 神北(宝健)第1-115 平成30年8月23日 令和5年8月31日 平成30年8月23日
000028 2000168990 Beer　Cafe　Laugh　in 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 秋田 壮馬 神北(宝健)第1-116 平成30年8月23日 令和5年8月31日 平成30年8月23日
000028 2000168991 兆究 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社兆究 代表取締役 454-0815 愛知県名古屋市中川区長良町3-36 523519474 神北(宝健)第1-117 平成30年8月23日 令和5年8月31日 平成30年8月23日
000028 2000169011 Ｏｒａｎｇｅ　Ｓｔｒｅｅｔ 669-1528 三田市駅前町19-8 飲食店営業(4)その他 一般 大倉 欣也 神北(宝健)第1-119 平成30年8月24日 令和6年8月31日 平成30年8月24日
000028 2000169080 内神ファーム 669-1333 三田市下内神646 795670886 食肉処理業 一般 株式会社ハーコン 代表取締役 谷水 信之 669-1333 兵庫県三田市下内神646 795670886 神北(宝健)第11-1 平成30年8月29日 令和6年8月31日 平成30年8月29日
000028 2000169081 内神ファーム 669-1333 三田市下内神646 795670886 食肉販売業 一般 株式会社ハーコン 代表取締役 谷水 信之 669-1333 兵庫県三田市下内神646 795670886 神北(宝健)第5-35 平成30年8月29日 令和6年8月31日 平成30年8月29日
000028 2000169153 石窯ＰＩＺＺＡ　ＡＮＴＨＯＮＹ２ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 薮下 利広 神北(宝健)第1-122 平成30年9月3日 令和5年11月30日 平成30年9月3日
000028 2000169155 サンクスギビング 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 ＴＧサービス株式会社 代表取締役 木村 和実 463-0088 愛知県名古屋市守山区鳥神町198 527949865 神北(宝健)第1-121 平成30年9月3日 令和5年11月30日 平成30年9月3日
000028 2000169163 ゴールドジム宝塚兵庫 665-0035 宝塚市逆瀬川1-13-1アピア3地下2F 797746161 喫茶店営業 一般 株式会社ＴＨＩＮＫフィットネス 代表取締役 手塚 栄司 136-0076 東京都江東区南砂3-3-6 336459835 神北(宝健)第2-46 平成30年9月5日 令和6年11月30日 平成30年9月5日
000028 2000169186 ＫＥＢＡＢ ＴＩＭＥ　２ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 ベルチン ハジ 神北(宝健)第1-124 平成30年9月6日 令和5年11月30日 平成30年9月6日
000028 2000169191 藤屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 藤村 義幸 神北(宝健)第1-125 平成30年9月6日 令和5年11月30日 平成30年9月6日
000028 2000169192 藤屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 藤村 義幸 神北(宝健)第3-46 平成30年9月6日 令和5年11月30日 平成30年9月6日
000028 2000169195 ＫＥＢＡＢ　ＴＩＭＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 ベルチン ハジ 神北(宝健)第1-123 平成30年9月5日 令和5年11月30日 平成30年9月5日
000028 2000169200 株式会社メルカート 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社メルカート 代表取締役 森 智彦 504-0805 岐阜県各務原市蘇原栄町2-10-1 583719037 神北(宝健)第1-127 平成30年9月7日 令和5年11月30日 平成30年9月7日
000028 2000169201 レッドガウル 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 レッドガウル株式会社 代表取締役 藤井 誠 457-0825 愛知県名古屋市南区堤起町1-20-3 526117001 神北(宝健)第1-128 平成30年9月7日 令和5年11月30日 平成30年9月7日
000028 2000169284 ままごとや 669-1531 三田市天神2-4-15 795641988 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社ＣＩＭＹカンパニー 代表取締役 谷 祐次 669-1325 兵庫県三田市さくら坂1-1 795621986 神北(宝健)第1-130 平成30年9月13日 令和7年11月30日 平成30年9月13日
000028 2000169285 てるっちベーカリー 669-1324 三田市ゆりのき台1-32-9 菓子製造業 一般 宮武 照子 神北(宝健)第3-47 平成30年9月13日 令和6年11月30日 平成30年9月13日
000028 2000169286 てるっちベーカリー 669-1324 三田市ゆりのき台1-32-9 飲食店営業(4)その他 一般 宮武 照子 神北(宝健)第1-129 平成30年9月13日 令和6年11月30日 平成30年9月13日
000028 2000169319 マックスバリュ三輪店 669-1513 三田市三輪4-1-14 795658811 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 神北(宝健)第1-131 平成30年9月18日 令和6年11月30日 平成30年9月18日
000028 2000169320 マックスバリュ三輪店 669-1513 三田市三輪4-1-14 795658811 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 神北(宝健)第1-132 平成30年9月18日 令和6年11月30日 平成30年9月18日
000028 2000169321 マックスバリュ三輪店 669-1513 三田市三輪4-1-14 795658811 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 神北(宝健)第3-48 平成30年9月18日 令和6年11月30日 平成30年9月18日
000028 2000169322 マックスバリュ三輪店 669-1513 三田市三輪4-1-14 795658811 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 神北(宝健)第1-133 平成30年9月18日 令和6年11月30日 平成30年9月18日
000028 2000169323 マックスバリュ三輪店 669-1513 三田市三輪4-1-14 795658811 喫茶店営業 自動販売機 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 神北(宝健)第2-47 平成30年9月18日 令和5年11月30日 平成30年9月18日
000028 2000169325 マックスバリュ三輪店 669-1513 三田市三輪4-1-14 795658811 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 神北(宝健)第1-134 平成30年9月18日 令和6年11月30日 平成30年9月18日
000028 2000169326 マックスバリュ三輪店 669-1513 三田市三輪4-1-14 795658811 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 神北(宝健)第1-135 平成30年9月18日 令和6年11月30日 平成30年9月18日
000028 2000169327 マックスバリュ三輪店 669-1513 三田市三輪4-1-14 795658811 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 神北(宝健)第6-19 平成30年9月18日 令和6年11月30日 平成30年9月18日
000028 2000169328 マックスバリュ三輪店 669-1513 三田市三輪4-1-14 795658811 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 神北(宝健)第5-37 平成30年9月18日 令和6年11月30日 平成30年9月18日
000028 2000169331 Ｐｏｎｏ　ｃａｆｅ　ポノ　カフェ 669-1515 三田市大原1310-7 795068018 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 なおみ 神北(宝健)第1-136 平成30年9月18日 令和6年11月30日 平成30年9月18日
000028 2000169332 Ｐｏｎｏ　ｃａｆｅ　ポノ　カフェ 669-1515 三田市大原1310-7 795068018 菓子製造業 一般 藤原 なおみ 神北(宝健)第3-49 平成30年9月18日 令和6年11月30日 平成30年9月18日
000028 2000169358 阿波座チキン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 有限会社プランドゥシィ 代表取締役 武本 忠浩 550-0005 大阪府大阪市西区西本町2-5-28-604 643074567 神北(宝健)第1-137 平成30年9月20日 令和5年11月30日 平成30年9月20日
000028 2000169388 トイロニ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 789833901 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社　みらいたべる 代表取締役 小附 孝 658-0054 兵庫県神戸市東灘区御影中町8-3-21-1F 782510881 神北(宝健)第1-140 平成30年9月25日 令和5年11月30日 平成30年9月25日
000028 2000169399 ケアハウス花屋敷 665-0808 宝塚市切畑字長尾山5-138 727103595 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＬＥＯＣ 代表取締役 森井 秀和 100-0004 東京都千代田区大手町一丁目1番3号 352208550 神北(宝健)第1-139 平成30年9月25日 令和6年11月30日 平成30年9月25日
000028 2000169400 花屋敷栄光園 665-0808 宝塚市切畑長尾山5-321 727103416 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＬＥＯＣ 代表取締役 田島 利行 100-0004 東京都千代田区大手町一丁目1番3号 352208550 神北(宝健)第1-138 平成30年9月25日 令和7年11月30日 平成30年9月25日
000028 2000169404 畑熊商店 669-1231 宝塚市玉瀬字イヅリハ116 797910239 飲食店営業(4)その他 一般 畑田 宏実 神北(宝健)第1-142 平成30年9月26日 令和6年11月30日 平成30年9月26日



000028 2000169412 宝塚小林農園 665-0034 宝塚市小林3-211 飲食店営業(4)その他 一般 山本 久美子 神北(宝健)第1-144 平成30年9月26日 令和6年11月30日 平成30年9月26日
000028 2000169413 Ｕｎ　ｂｅｒｇｅｒ　ｍａｎｑｕａｎｔ 665-0035 宝塚市逆瀬川1-13-27ﾄﾖﾀﾋﾞﾙ201 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 永田 美絵 神北(宝健)第1-141 平成30年9月26日 令和6年11月30日 平成30年9月26日
000028 2000169414 京弁当　夏鈴 665-0047 宝塚市亀井町12-5 797710122 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 前田 大祐 神北(宝健)第1-143 平成30年9月26日 令和6年11月30日 平成30年9月26日
000028 2000169426 有限会社　鳥喜 665-0004 宝塚市梅野町2-38 797982614 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　鳥喜 取締役 吉川 佐和子 665-0004 兵庫県宝塚市梅野町2-38 神北(宝健)第1-145 平成30年9月27日 令和6年11月30日 平成30年9月27日
000028 2000169435 ＢＡＳＥ宝塚 665-0003 宝塚市湯本町2-20-103 797249030 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社宝塚デザイン 代表取締役 森下 昭博 665-0847 兵庫県宝塚市すみれガ丘3-3-2-721 797249031 神北(宝健)第1-146 平成30年9月28日 令和6年11月30日 平成30年9月28日
000028 2000169437 ラムテーテー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 髙島 孝彰 神北(宝健)第3-50 平成30年9月28日 令和5年11月30日 平成30年9月28日
000028 2000169448 ローソン宝塚中筋山手五丁目店 665-0875 宝塚市中筋山手5-1-1 797822839 飲食店営業(4)その他 一般 森下 忠明 神北(宝健)第1-147 平成30年9月28日 令和6年11月30日 平成30年9月28日
000028 2000169512 武蔵 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 一瀬 有希 神北(宝健)第1-149 平成30年10月3日 令和5年11月30日 平成30年10月3日
000028 2000169517 ｙａｋｉｔａｔｅｉ　宝塚店 665-0881 宝塚市山本東2-2-1　あいあいパーク内 797883948 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ワールドフーズ 代表取締役 山田 諭 561-0802 大阪府豊中市曽根東町3-2-1-104 727603003 神北(宝健)第1-148 平成30年10月2日 令和6年11月30日 平成30年10月2日
000028 2000169518 ｙａｋｉｔａｔｅｉ　宝塚店 665-0881 宝塚市山本東2-2-1　あいあいパーク内 797883948 菓子製造業 一般 株式会社ワールドフーズ 代表取締役 山田 諭 561-0802 大阪府豊中市曽根東町3-2-1-104 727603003 神北(宝健)第3-51 平成30年10月2日 令和6年11月30日 平成30年10月2日
000028 2000169534 パティシエエスコヤマ 669-1324 三田市ゆりのき台5-36ゆりのき台公園内 菓子製造業 露店 株式会社パティシエエスコヤマ 代表取締役 小山 進 669-1324 兵庫県三田市ゆりのき台5-32-1 795643192 神北(宝健)第3-52 平成30年10月4日 令和5年11月30日 平成30年10月4日
000028 2000169551 信州そば処そじ坊 665-0845 宝塚市栄町2-1-1ソリオ１　ＢＦ 797871221 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社グルメ杵屋レストラン 代表取締役 稲本 和彦 559-0011 大阪府大阪市住之江区北加賀屋3-4-7 666831222 神北(宝健)第1-151 平成30年10月5日 令和6年11月30日 平成30年10月5日
000028 2000169555 ガーリッシュ　ガーリック 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 山岡 龍二 神北(宝健)第1-153 平成30年10月5日 令和5年11月30日 平成30年10月5日
000028 2000169556 名水牡蠣　アルフィオ１９９７ 665-0033 宝塚市伊孑志2-17-10 797617228 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 糸賀 翔平 神北(宝健)第1-154 平成30年10月5日 令和6年11月30日 平成30年10月5日
000028 2000169565 フロンティア 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中西 秀夫 神北(宝健)第1-155 平成30年10月9日 令和5年11月30日 平成30年10月9日
000028 2000169593 洋菓子工房　華菓 665-0011 宝塚市南口2-5-2 797733377 菓子製造業 一般 合同会社　華菓 代表社員 林 慶典 666-0143 兵庫県川西市清和台西1-5-63 727993980 神北(宝健)第3-54 平成30年10月10日 令和6年11月30日 平成30年10月10日
000028 2000169594 洋菓子工房　華菓 665-0011 宝塚市南口2-5-2 797733377 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社　華菓 代表社員 林 慶典 666-0143 兵庫県川西市清和台西1-5-63 727993980 神北(宝健)第1-156 平成30年10月10日 令和6年11月30日 平成30年10月10日
000028 2000169607 絆フーズ 669-1512 三田市高次1-6-14 795624474 そうざい製造業 一般 中川 貴司 神北(宝健)第15-8 平成30年10月11日 令和6年11月30日 平成30年10月11日
000028 2000169620 絆フーズ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 795565088 飲食店営業(4)その他 露店 中川 貴司 神北(宝健)第1-157 平成30年10月12日 令和5年11月30日 平成30年10月12日
000028 2000169621 鶏あえず 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 神北(宝健)第1-158 平成30年10月12日 令和5年11月30日 平成30年10月12日
000028 2000169629 イズミヤ㈱小林店 665-0034 宝塚市小林5-5-47 797730101 飲食店営業(4)その他 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663037497 神北(宝健)第1-159 平成30年10月12日 令和6年11月30日 平成30年10月12日
000028 2000169630 菓子工房　宝塚　英ＨａＮａ 665-0011 宝塚市南口2-4-58 797728701 菓子製造業 一般 衣川 英恵 神北(宝健)第3-55 平成30年10月12日 令和6年11月30日 平成30年10月12日
000028 2000169632 ＦＯＯＤＴＲＵＣＫ　ＶＥＮＤＯＲ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 林 哲郎 神北(宝健)第1-162 平成30年10月15日 令和5年11月30日 平成30年10月15日
000028 2000169646 お好み焼居酒屋　偶 665-0874 宝塚市中筋5-243 797820811 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　偶コーポレーション 代表取締役 村上 博亮 676-0001 兵庫県高砂市中島1-177-1 794420884 神北(宝健)第1-161 平成30年10月15日 令和6年11月30日 平成30年10月15日
000028 2000169656 彩 665-0844 宝塚市武庫川町4-8リベルテ宝塚１F 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 江野 一恵 神北(宝健)第1-163 平成30年10月16日 令和6年11月30日 平成30年10月16日
000028 2000169657 とんかつかつ里　宝塚ソリオ店 665-0845 宝塚市栄町2-1-1ソリオ宝塚①Ｂ１Ｆ 797859021 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社グルメ杵屋レストラン 代表取締役 稲本 和彦 559-0011 大阪府大阪市住之江区北加賀屋3-4-7 666831222 神北(宝健)第1-164 平成30年10月16日 令和6年11月30日 平成30年10月16日
000028 2000169700 ワインと出汁の店　どじょう 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 津吉 良太 神北(宝健)第1-167 平成30年10月19日 令和5年11月30日 平成30年10月19日
000028 2000169708 Ｈｏｌｙ　Ｍｏｕｎｔａｉｎ 669-1358 三田市藍本189 795069329 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｈｏｌｙ　Ｍｏｕｎｔａｉｎ 代表取締役 谷口 明子 669-1358 兵庫県三田市藍本189番地 795069329 神北(宝健)第1-168 平成30年10月19日 令和6年11月30日 平成30年10月19日
000028 2000169709 Ｈｏｌｙ　Ｍｏｕｎｔａｉｎ 669-1358 三田市藍本189 795069329 菓子製造業 一般 株式会社Ｈｏｌｙ　Ｍｏｕｎｔａｉｎ 代表取締役 谷口 明子 669-1358 兵庫県三田市藍本189番地 795069329 神北(宝健)第3-57 平成30年10月19日 令和6年11月30日 平成30年10月19日
000028 2000169749 アン・ポン・タン 669-1348 三田市つつじが丘北2-1-1メルカート内 飲食店営業(4)その他 露店 神北(宝健)第1-169 平成30年10月23日 令和5年11月30日 平成30年10月23日
000028 2000169755 上高地あずさ珈琲三田けやきプラザ店 669-1321 三田市けやき台1-5　けやきプラザＣ棟 795556406 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＫＲフードサービス 代表取締役 望月 進 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋三丁目6番26号 668092143 神北(宝健)第1-171 平成30年10月23日 令和7年11月30日 平成30年10月23日
000028 2000169756 上高地あずさ珈琲三田けやきプラザ店 669-1321 三田市けやき台1-5　けやきプラザＣ棟 795556406 菓子製造業 一般 株式会社ＫＲフードサービス 代表取締役 望月 進 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋三丁目6番26号 668092143 神北(宝健)第3-59 平成30年10月23日 令和7年11月30日 平成30年10月23日
000028 2000169780 わら焼き酒場 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 795656660 飲食店営業(4)その他 露店 山本 愼一郎 神北(宝健)第1-172 平成30年10月24日 令和5年11月30日 平成30年10月24日
000028 2000169797 ポコポコペペ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社　ＰｏｃｏＰｏｃｏＰｅｐｅ 代表取締役 栖原 茂樹 669-1535 兵庫県三田市南が丘1-30-32 795620976 神北(宝健)第1-173 平成30年10月26日 令和5年11月30日 平成30年10月26日
000028 2000169804 串かつ　空 665-0034 宝塚市小林2-11-16カサ小林ビル1Ｆ 797912555 飲食店営業(4)その他 一般 金城 光寛 神北(宝健)第1-174 平成30年10月26日 令和6年11月30日 平成30年10月26日
000028 2000169810 ネイチャープランニング 669-1211 宝塚市大原野字上ヶ峯13 797910057 めん類製造業 一般 石井 彰 神北(宝健)第9-2 平成30年10月26日 令和6年11月30日 平成30年10月26日
000028 2000169811 ネイチャープランニング 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 797910057 飲食店営業(4)その他 露店 石井 彰 神北(宝健)第1-175 平成30年10月26日 令和5年11月30日 平成30年10月26日
000028 2000169831 ｍｉｎａｒｕｓｕｙ（ミナルスィ） 665-0802 宝塚市花屋敷荘園3-2-10Ｂ棟 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中田 深雪 神北(宝健)第1-176 平成30年10月29日 令和6年11月30日 平成30年10月29日
000028 2000169832 ｍｉｎａｒｕｓｕｙ（ミナルスィ） 665-0802 宝塚市花屋敷荘園3-2-10Ｂ棟 菓子製造業 一般 中田 深雪 神北(宝健)第3-62 平成30年10月29日 令和6年11月30日 平成30年10月29日
000028 2000169856 社会福祉法人　正久福祉会　宝塚まどか園 665-0834 宝塚市美座2-22-2 797831175 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-0005 東京都千代田区丸の内2-7-3 332873611 神北(宝健)第1-177 平成30年10月30日 令和6年11月30日 平成30年10月30日
000028 2000169893 有限会社福井食品 669-1349 三田市大川瀬666 795681722 そうざい製造業 一般 有限会社福井食品 代表取締役 福井 健一郎 669-1349 兵庫県三田市大川瀬664 795681722 神北(宝健)第15-9 平成30年10月31日 令和6年11月30日 平成30年10月31日
000028 2000169894 有限会社福井食品 669-1349 三田市大川瀬666 795681722 菓子製造業 一般 有限会社福井食品 代表取締役 福井 健一郎 669-1349 兵庫県三田市大川瀬664 795681722 神北(宝健)第3-63 平成30年10月31日 令和6年11月30日 平成30年10月31日
000028 2000169895 カラオケ　ｏｈａｎａ（おはな） 665-0034 宝塚市小林2-12-25-113 797267937 飲食店営業(4)その他 一般 岡本 優美 神北(宝健)第1-178 平成30年10月31日 令和6年11月30日 平成30年10月31日
000028 2000169903 未來屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 白木 未來 神北(宝健)第1-179 平成30年11月1日 令和5年11月30日 平成30年11月1日
000028 2000169907 株式会社ゆたかエンタープライズ  アミューズスペースＭｉＲ　自販機コーナー 669-1525 三田市対中町5-21 795643888 喫茶店営業 自動販売機 株式会社　アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 神北(宝健)第2-51 平成30年11月1日 令和5年11月30日 平成30年11月1日
000028 2000169908 松のや　三田ウッディタウン店 669-1321 三田市けやき台1-5 795567585 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社松屋フーズ 代表取締役 瓦葺 一利 180-0006 東京都武蔵野市中町1-14-5 422381139 神北(宝健)第1-181 平成30年11月1日 令和6年11月30日 平成30年11月1日
000028 2000169909 ブロンコビリー　三田けやきプラザ店 669-1321 三田市けやき台1-5 795556929 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ブロンコビリー 代表取締役 竹市 克弘 465-0097 愛知県名古屋市名東区平和が丘1丁目75番地 527758000 神北(宝健)第1-180 平成30年11月1日 令和6年11月30日 平成30年11月1日
000028 2000169918 菓子工房　かめりあ　宝塚中山 665-0867 宝塚市売布東の町21-22 菓子製造業 一般 株式会社セントラルリーフ 代表取締役 中江 潔 666-0114 兵庫県川西市東畦野山手1-23-33 727034183 神北(宝健)第3-65 平成30年11月2日 令和6年11月30日 平成30年11月2日
000028 2000169919 菓子工房　かめりあ　宝塚中山 665-0867 宝塚市売布東の町21-22 喫茶店営業 一般 株式会社セントラルリーフ 代表取締役 中江 潔 666-0114 兵庫県川西市東畦野山手1-23-33 727034183 神北(宝健)第2-52 平成30年11月2日 令和6年11月30日 平成30年11月2日
000028 2000169920 鶏笑　中山寺店 665-0867 宝塚市売布東の町20-6 797626000 飲食店営業(4)その他 一般 斉藤 孝夫 神北(宝健)第1-182 平成30年11月2日 令和6年11月30日 平成30年11月2日
000028 2000169928 Ｏｌｉｖａ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 黒木 潤治 神北(宝健)第3-67 平成30年11月2日 令和5年11月30日 平成30年11月2日
000028 2000169989 髙瀬商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 髙瀬 航希 神北(宝健)第1-184 平成30年11月7日 令和5年11月30日 平成30年11月7日
000028 2000169990 髙瀬商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 髙瀬 航希 神北(宝健)第3-69 平成30年11月7日 令和5年11月30日 平成30年11月7日
000028 2000169992 ダイエー宝塚中山店 665-0867 宝塚市売布東の町21-22 797864711 菓子製造業 一般 株式会社ダイエー 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町四丁目1番1 783025001 神北(宝健)第3-68 平成30年11月7日 令和6年11月30日 平成30年11月7日
000028 2000169993 ダイエー宝塚中山店 665-0867 宝塚市売布東の町21-22 797864711 喫茶店営業 一般 株式会社ダイエー 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町四丁目1番1 783025001 神北(宝健)第2-53 平成30年11月7日 令和6年11月30日 平成30年11月7日
000028 2000169995 ＲＵＩＮＳ（ルーインズ） 669-1342 三田市四ツ辻620-5 菓子製造業 一般 株式会社ワイズスペースデザイン 代表取締役 安田 和也 669-1535 兵庫県三田市南が丘1-51-1 795061456 神北(宝健)第3-70 平成30年11月7日 令和6年11月30日 平成30年11月7日
000028 2000170039 Ｓｕｓｉｅ＆Ｃａｎｅｌｅ 665-0871 宝塚市中山五月台4-3-1 797896258 菓子製造業 一般 東原 和永 神北(宝健)第3-74 平成30年11月12日 令和6年11月30日 平成30年11月12日
000028 2000170049 農園レストラン・しきのかほり 669-1302 三田市下青野731-2 795671562 菓子製造業 一般 和泉 勝代 神北(宝健)第3-73 平成30年11月9日 令和6年11月30日 平成30年11月9日
000028 2000170050 ＰｏｃｏＰｏｃｏＰｅｐｅ　南が丘店 669-1535 三田市南が丘1-30-32 795620976 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＰｏｃｏＰｏｃｏＰｅｐｅ 代表取締役 田原 勇士 669-1535 兵庫県三田市南が丘1-30-32 795620976 神北(宝健)第1-185 平成30年11月9日 令和6年11月30日 平成30年11月9日
000028 2000170067 魚べい　三田ウッディタウン店 669-1321 三田市けやき台1-5 795567701 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 元気寿司株式会社 代表取締役 藤尾 益雄 320-0811 栃木県宇都宮市大通り二丁目1番5号 286325711 神北(宝健)第1-186 平成30年11月12日 令和7年11月30日 平成30年11月12日
000028 2000170134 チーフの味　鉄千 669-1527 三田市中町7-37 795567271 飲食店営業(4)その他 一般 田中 イツ子 神北(宝健)第1-187 平成30年11月14日 令和6年11月30日 平成30年11月14日
000028 2000170161 クンテープ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社クンテープ 代表取締役 川北 昌紀 542-0072 大阪府大阪市中央区高津3-2-30-1204 643978883 神北(宝健)第1-189 平成30年11月19日 令和5年11月30日 平成30年11月19日
000028 2000170173 和スタイルよしだ 665-0803 宝塚市花屋敷つつじガ丘1-19 727431760 飲食店営業(4)その他 一般 吉田 道子 神北(宝健)第1-190 平成30年11月19日 令和6年11月30日 平成30年11月19日
000028 2000170194 一番軒　三田店 669-1534 三田市横山町9-26 795556611 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｓａｂｕｒｏｋｕ 代表取締役 福西 文彦 669-1352 兵庫県三田市須磨田794-36 795602525 神北(宝健)第1-191 平成30年11月20日 令和6年11月30日 平成30年11月20日
000028 2000170200 カラオケスナック　夕 665-0034 宝塚市小林2-12-25 797527752 飲食店営業(4)その他 一般 岩城 真紀 神北(宝健)第1-192 平成30年11月20日 令和6年11月30日 平成30年11月20日
000028 2000170213 茶房　花 665-0827 宝塚市小浜3-3-13 797865602 菓子製造業 一般 猪原 富士子 神北(宝健)第3-75 平成30年11月21日 令和6年11月30日 平成30年11月21日
000028 2000170219 おおとり食堂 665-0034 宝塚市小林5-4-35 797720033 飲食店営業(4)その他 一般 平賀 司 神北(宝健)第1-193 平成30年11月21日 令和6年11月30日 平成30年11月21日
000028 2000170220 ｂｏｏｋ ｃａｆｅ ＤＯＯＲ 665-0061 宝塚市仁川北3-6-3ジュエル仁川102 798557579 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社SASI　DESIGN 代表取締役 近藤 清人 665-0005 兵庫県宝塚市武庫山1-6ｰ25ヴォーン武庫山205 神北(宝健)第1-194 平成30年11月21日 令和6年11月30日 平成30年11月21日
000028 2000170222 ステーキ食堂Ｍａｓｓｅ 669-1529 三田市中央町4-33 飲食店営業(4)その他 一般 加藤 安啓 神北(宝健)第1-195 平成30年11月21日 令和6年11月30日 平成30年11月21日
000028 2000170239 ＡＭＥＲＩＡ　ＣＯＦＦＥＥ 665-0003 宝塚市湯本町9-18アメニティコート宝塚湯本2Ｆ 797860222 喫茶店営業 一般 株式会社アメリア 代表取締役 喜納 健治 665-0003 兵庫県宝塚市湯本町9-18アメニティコート宝塚湯本2Ｆ 797860222 神北(宝健)第2-57 平成30年11月22日 令和6年11月30日 平成30年11月22日
000028 2000170250 ＦＵＳＨＩ　ＣＯＦＦＥＥ　ＲＯＡＳＴＥＲＳ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 松本 光市 神北(宝健)第2-58 平成30年11月22日 令和5年11月30日 平成30年11月22日
000028 2000170255 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　ＥＮ 669-1528 三田市駅前町4-27-Ｅ 795623200 菓子製造業 一般 株式会社ＣＥＮＡ　ＲＯＴＯＮＤＡ 代表取締役 菊富 友一 669-1528 兵庫県三田市駅前町3番10号ルネ三田駅前ハートシティ102Ａ 795623200 神北(宝健)第3-76 平成30年11月22日 令和6年11月30日 平成30年11月22日
000028 2000170256 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　ＥＮ 669-1528 三田市駅前町4-27-Ｅ 795623200 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＣＥＮＡ　ＲＯＴＯＮＤＡ 代表取締役 菊富 友一 669-1528 兵庫県三田市駅前町3番10号ルネ三田駅前ハートシティ102Ａ 795623200 神北(宝健)第1-197 平成30年11月22日 令和6年11月30日 平成30年11月22日
000028 2000170258 大衆焼肉ホルモンやまだ 669-1528 三田市駅前町8-1 795592955 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社食楽研究所 代表取締役 福西 文彦 669-1352 兵庫県三田市須磨田794-36 795602525 神北(宝健)第1-198 平成30年11月22日 令和6年11月30日 平成30年11月22日
000028 2000170259 大衆焼肉ホルモンやまだ 669-1528 三田市駅前町8-1 795592955 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社食楽研究所 代表取締役 福西 文彦 669-1352 兵庫県三田市須磨田794-36 795602525 神北(宝健)第7-10 平成30年11月22日 令和5年11月30日 平成30年11月22日
000028 2000170261 Ｃａｆｅ　ひまつぶし 669-1316 三田市上井沢285　アネシス広野103 飲食店営業(4)その他 一般 森 義宏 神北(宝健)第1-199 平成30年11月22日 令和6年11月30日 平成30年11月22日
000028 2000170270 ＬＡＷＳＯＮ宝塚山本丸橋南店 665-0815 宝塚市山本丸橋2-17-3 797823300 飲食店営業(4)その他 一般 村松 宏俊 神北(宝健)第1-200 平成30年11月26日 令和7年11月30日 平成30年11月26日
000028 2000170279 セブン－イレブン宝塚山本丸橋2丁目店 665-0815 宝塚市山本丸橋2-12-22 797825177 飲食店営業(4)その他 一般 永田 和也 神北(宝健)第1-201 平成30年11月26日 令和7年11月30日 平成30年11月26日
000028 2000170280 セブン－イレブン宝塚山本丸橋2丁目店 665-0815 宝塚市山本丸橋2-12-22 797825177 菓子製造業 一般 永田 和也 神北(宝健)第3-78 平成30年11月26日 令和7年11月30日 平成30年11月26日
000028 2000170293 as...as possible 665-0845 宝塚市栄町1-11-1メゾンイン宝塚1F店舗 飲食店営業(4)その他 一般 藤田 貴子 神北(宝健)第1-203 平成30年11月27日 令和6年11月30日 平成30年11月27日
000028 2000170294 as...as possible 665-0845 宝塚市栄町1-11-1メゾンイン宝塚1F店舗 菓子製造業 一般 藤田 貴子 神北(宝健)第3-79 平成30年11月27日 令和6年11月30日 平成30年11月27日
000028 2000170299 シャトレーゼ　ダイエー宝塚中山店 665-0867 宝塚市売布東の町21-22　1F 797858200 菓子製造業 一般 有限会社テイ,ワイ,ケイ,サービス 代表取締役 金岡 康行 665-0815 兵庫県宝塚市山本丸橋1-7-30 797881141 神北(宝健)第3-80 平成30年11月27日 令和6年11月30日 平成30年11月27日
000028 2000170302 ファミリーマート宝塚山本駅前店 665-0816 宝塚市平井1-11-2 797822755 飲食店営業(4)その他 一般 深美 誠史 神北(宝健)第1-204 平成30年11月27日 令和6年11月30日 平成30年11月27日
000028 2000170343 K's Factory 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 金森 孝之 神北(宝健)第1-206 平成30年11月28日 令和5年11月30日 平成30年11月28日
000028 2000170344 K's Factory 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 金森 孝之 神北(宝健)第1-205 平成30年11月28日 令和5年11月30日 平成30年11月28日
000028 2000170404 ＵＳＨＩＯ　ＣＨＯＣＯＬＡＴＬ 665-0053 宝塚市駒の町1-1阪神競馬場内　（イベント広場内） 喫茶店営業 露店 ＡＫＡＴＳＵＫＩ　ＳＹＮＤＩＣＡＴＥ株式会社 代表取締役 中村 真也 722-0073 広島県尾道市向島町字神ノ木1265-2 848366799 神北(宝健)第2-60 平成30年11月30日 令和5年11月30日 平成30年11月30日
000028 2000170406 デイリースタンドコポリ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 染谷 悟 神北(宝健)第1-207 平成30年11月30日 令和5年11月30日 平成30年11月30日
000028 2000170410 株式会社健康マルシェ 665-0051 宝塚市高司1-1-16ホワイトプラザ1F 797617130 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社健康マルシェ 代表取締役 田中 規貴 665-0051 兵庫県宝塚市高司1-1-16 797617130 神北(宝健)第10-3 平成30年12月3日 令和7年2月28日 平成30年12月3日
000028 2000170438 ｔｓｕｍｕｇｕ 665-0805 宝塚市雲雀丘1-2-11-102 飲食店営業(4)その他 一般 大澤 健太郎 神北(宝健)第1-208 平成30年12月5日 令和7年2月28日 平成30年12月5日
000028 2000170439 ｔｓｕｍｕｇｕ 665-0805 宝塚市雲雀丘1-2-11-102 菓子製造業 一般 大澤 健太郎 神北(宝健)第3-81 平成30年12月5日 令和7年2月28日 平成30年12月5日
000028 2000170475 肉の都 665-0035 宝塚市逆瀬川1-13-1 食肉販売業 一般 株式会社平尾 代表取締役 平尾 邦彦 535-0031 大阪府大阪市旭区高殿3-28-7高殿スカイハイツ511号 神北(宝健)第5-48 平成30年12月7日 令和7年2月28日 平成30年12月7日
000028 2000170477 Ｋ'sカンパニー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 524328989 飲食店営業(4)その他 自動車 山田 弘二 神北(宝健)第1-210 平成30年12月7日 令和6年2月29日 平成30年12月7日
000028 2000170478 諭吉のからあげ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社ユーコー 代表取締役 松本 孝喜 488-0840 愛知県尾張旭市印場元町5-1-7 561553457 神北(宝健)第1-209 平成30年12月7日 令和6年2月29日 平成30年12月7日
000028 2000170486 白水 669-1528 三田市駅前町7-1 795622421 飲食店営業(4)その他 一般 岡本 和代 神北(宝健)第1-211 平成30年12月10日 令和7年2月28日 平成30年12月10日
000028 2000170495 野菜とつぶつぶ　アプサラカフェ宝塚中山店 665-0867 宝塚市売布東の町21-22　ダイエー宝塚中山店1F 797836039 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 関西ファスト・フード・システム株式会社 代表取締役 松井 秀樹 560-0002 大阪府豊中市緑丘2-6-20 727368877 神北(宝健)第1-212 平成30年12月11日 令和7年2月28日 平成30年12月11日
000028 2000170496 野菜とつぶつぶ　アプサラカフェ宝塚中山店 665-0867 宝塚市売布東の町21-22　ダイエー宝塚中山店1F 797836039 菓子製造業 一般 関西ファスト・フード・システム株式会社 代表取締役 松井 秀樹 560-0002 大阪府豊中市緑丘2-6-20 727368877 神北(宝健)第3-82 平成30年12月11日 令和7年2月28日 平成30年12月11日
000028 2000170525 台湾甜商店　ソリオ宝塚店 665-0845 宝塚市栄町2-1-1ソリオ宝塚１　ＧＦ内 797840639 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ディーンズ・ママ 代表取締役 山本 三郎 669-1131 兵庫県西宮市清瀬台20-4 797612155 神北(宝健)第1-213 平成30年12月12日 令和7年2月28日 平成30年12月12日
000028 2000170526 台湾甜商店　ソリオ宝塚店 665-0845 宝塚市栄町2-1-1ソリオ宝塚１　ＧＦ内 797840639 菓子製造業 一般 有限会社ディーンズ・ママ 代表取締役 山本 三郎 669-1131 兵庫県西宮市清瀬台20-4 797612155 神北(宝健)第3-83 平成30年12月12日 令和7年2月28日 平成30年12月12日
000028 2000170544 マウンテンダイナー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 山田 祐司 神北(宝健)第1-214 平成30年12月13日 令和6年2月29日 平成30年12月13日
000028 2000170604 宝塚　マリーアンジュ 665-0861 宝塚市中山寺1-7-5西部ビル1F 797860777 菓子製造業 一般 黒川 桃子 神北(宝健)第3-84 平成30年12月17日 令和7年2月28日 平成30年12月17日
000028 2000170639 阪神競馬場職員食堂 665-0053 宝塚市駒の町1-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＬＥＯＣ 代表取締役 田島 利行 100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 352208550 神北(宝健)第1-215 平成30年12月25日 令和7年2月28日 平成30年12月25日
000028 2000170643 OTTOMAN　COMPANY 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 ビルギ アイハン 神北(宝健)第1-216 平成30年12月26日 令和6年2月29日 平成30年12月26日
000028 2000170645 エルビーマーケット 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 鈴木 大介 神北(宝健)第1-217 平成30年12月26日 令和6年2月29日 平成30年12月26日
000028 2000170655 くまのつーさん 665-0836 宝塚市清荒神1-11-1 797971476 飲食店営業(4)その他 一般 竹内 剛 神北(宝健)第1-219 平成30年12月26日 令和7年2月28日 平成30年12月26日
000028 2000170656 Ｂｅｆｏｒｅ　Ｄａｒｋ 665-0836 宝塚市清荒神3-1-10 797970063 喫茶店営業 露店 笠井 一輝 神北(宝健)第2-62 平成30年12月26日 令和6年2月29日 平成30年12月26日
000028 2000170662 日本酒と旬彩　殿と美 665-0033 宝塚市伊孑志1-4-49 797759653 飲食店営業(4)その他 一般 諏訪部 公 神北(宝健)第1-220 平成30年12月27日 令和7年2月28日 平成30年12月27日
000028 2000170692 大黒屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 淺野 高行 神北(宝健)第1-223 平成31年1月8日 令和6年2月29日 平成31年1月8日
000028 2000170693 大黒屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 淺野 高行 神北(宝健)第3-86 平成31年1月8日 令和6年2月29日 平成31年1月8日
000028 2000170699 お好み焼　鉄板焼き　朋 665-0003 宝塚市湯本町8-11 797866737 飲食店営業(4)その他 一般 竹内 裕子 神北(宝健)第1-224 平成31年1月8日 令和7年2月28日 平成31年1月8日
000028 2000170751 パティスリージュールフェリエ 665-0816 宝塚市平井1-1-11 797897273 飲食店営業(4)その他 一般 市原 豪 神北(宝健)第1-227 平成31年1月16日 令和7年2月28日 平成31年1月16日
000028 2000170761 焼肉の牛太本陣　宝塚店 665-0874 宝塚市中筋6-13-20 797898829 食肉販売業 一般 ファルコモンテコーポレーション有限会社 代表取締役 池畑 浩太朗 665-0874 兵庫県宝塚市中筋6-13-20 神北(宝健)第5-50 平成31年1月10日 令和7年2月28日 平成31年1月10日
000028 2000170788 珍味堂 665-0861 宝塚市中山寺2-8-6　1F 797860025 飲食店営業(4)その他 一般 春名 久子 神北(宝健)第1-228 平成31年1月18日 令和7年2月28日 平成31年1月18日



000028 2000170811 株式会社コスモス食品ＷＡＺＡＷＡＺＡ工房 669-1333 三田市下内神655 795671141 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社コスモス食品 代表取締役 圓井 康輔 669-1333 兵庫県三田市下内神655 795671141 神北(宝健)第1-229 平成31年1月21日 令和7年2月28日 平成31年1月21日
000028 2000170812 株式会社コスモス食品ＷＡＺＡＷＡＺＡ工房 669-1333 三田市下内神655 795671141 菓子製造業 一般 株式会社コスモス食品 代表取締役 圓井 康輔 669-1333 兵庫県三田市下内神655 795671141 神北(宝健)第3-89 平成31年1月21日 令和7年2月28日 平成31年1月21日
000028 2000170813 株式会社コスモス食品ＷＡＺＡＷＡＺＡ工房 669-1333 三田市下内神655 795671141 そうざい製造業 一般 株式会社コスモス食品 代表取締役 圓井 康輔 669-1333 兵庫県三田市下内神655 795671141 神北(宝健)第15-10 平成31年1月21日 令和7年2月28日 平成31年1月21日
000028 2000170835 Ｐｏｎｏ ｃａｆｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 藤原 なおみ 神北(宝健)第1-230 平成31年1月23日 令和6年2月29日 平成31年1月23日
000028 2000170838 ローソン三田市中央町店 669-1529 三田市中央町12-18 795635333 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＣＶＳ内田 代表取締役 内田 伸二 669-1337 兵庫県三田市学園6-5-13 795658250 神北(宝健)第1-231 平成31年1月23日 令和8年2月28日 平成31年1月23日
000028 2000170931 ミニストップ三田けやき台店 669-1321 三田市けやき台6-3 795675030 飲食店営業(4)その他 一般 西馬 健二 神北(宝健)第1-233 平成31年1月28日 令和7年2月28日 平成31年1月28日
000028 2000170934 ミニストップ三田けやき台店 669-1321 三田市けやき台6-3 795675030 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 西馬 健二 神北(宝健)第7-11 平成31年1月28日 令和6年2月29日 平成31年1月28日
000028 2000170963 粉ｆｉｏ 665-0035 宝塚市逆瀬川1-13-1　アピア3　1Ｆ 797617228 飲食店営業(4)その他 露店 糸賀 翔平 神北(宝健)第1-235 平成31年1月30日 令和6年2月29日 平成31年1月30日
000028 2000171057 就労継続支援Ｂ型事業所　ふたば 669-1315 三田市下井沢332-3 795069546 そうざい製造業 一般 特定非営利活動法人ウェルネットさんだ 理事 江原 伯陽 669-1316 兵庫県三田市上井沢44-1 795675104 神北(宝健)第15-11 平成31年2月6日 令和7年2月28日 平成31年2月6日
000028 2000171058 就労継続支援Ｂ型事業所　ふたば 669-1315 三田市下井沢332-3 795069546 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人ウェルネットさんだ 理事 江原 伯陽 669-1316 兵庫県三田市上井沢44-1 795675104 神北(宝健)第3-91 平成31年2月6日 令和7年2月28日 平成31年2月6日
000028 2000171060 しぇあ～キッチン 665-0867 宝塚市売布東の町12-7 797831700 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 金子 博子 神北(宝健)第1-237 平成31年2月7日 令和7年2月28日 平成31年2月7日
000028 2000171086 あんとも 669-1535 三田市南が丘1-31-29 菓子製造業 一般 園田 ひとみ 神北(宝健)第3-92 平成31年2月8日 令和7年2月28日 平成31年2月8日
000028 2000171087 ＵＮＩＣＯＲＮ　ｋｉｔｃｈｅｎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 田渕 恵里香 神北(宝健)第3-93 平成31年2月12日 令和6年2月29日 平成31年2月12日
000028 2000171090 たこ力 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 小宮 嘉廣 神北(宝健)第1-239 平成31年2月12日 令和6年2月29日 平成31年2月12日
000028 2000171128 ラーメン　ロケット開発 665-0035 宝塚市逆瀬川1-8-22　1Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 西 泰行 神北(宝健)第1-241 平成31年2月15日 令和7年2月28日 平成31年2月15日
000028 2000171131 ファミリマート宝塚山手台店 665-0886 宝塚市山手台西3-2-24 797809355 飲食店営業(4)その他 一般 深美 誠史 神北(宝健)第1-242 平成31年2月15日 令和7年2月28日 平成31年2月15日
000028 2000171176 株式会社中久フードサービス 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社中久フードサービス 代表取締役 中西 久子 497-0052 愛知県海部郡蟹江町大字西之森字海山308 567745560 神北(宝健)第1-243 平成31年2月19日 令和6年2月29日 平成31年2月19日
000028 2000171185 もんじゃや 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 石川 家義 神北(宝健)第1-244 平成31年2月19日 令和6年2月29日 平成31年2月19日
000028 2000171208 デイサービスセンター　ひなたぼっこ 669-1526 三田市相生町3-1 795530880 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ニチダン 代表取締役 小笠原 力一 545-0021 大阪府大阪市阿倍野区阪南町5-3-5 666232551 神北(宝健)第1-245 平成31年2月19日 令和7年2月28日 平成31年2月19日
000028 2000171320 Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　ＥＮ 669-1537 三田市西山2-28-2　ロイヤルスクエアＢ１０３ 795556622 菓子製造業 一般 株式会社ＣＥＮＡ　ＲＯＴＯＮＤＡ 代表取締役 菊富 友一 669-1528 兵庫県三田市駅前町3番10号ルネ三田駅前ハートシティ102Ａ 795623200 神北(宝健)第3-94 平成31年2月22日 令和7年2月28日 平成31年2月22日
000028 2000171321 Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　ＥＮ 669-1537 三田市西山2-28-2　ロイヤルスクエアＢ１０３ 795556622 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＣＥＮＡ　ＲＯＴＯＮＤＡ 代表取締役 菊富 友一 669-1528 兵庫県三田市駅前町3番10号ルネ三田駅前ハートシティ102Ａ 795623200 神北(宝健)第1-246 平成31年2月22日 令和7年2月28日 平成31年2月22日
000028 2000171322 栄堂① 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 東 さゆり 神北(宝健)第1-247 平成31年2月25日 令和6年2月29日 平成31年2月25日
000028 2000171323 栄堂② 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 吉岡 敬慈 神北(宝健)第1-248 平成31年2月25日 令和6年2月29日 平成31年2月25日
000028 2000171324 八竹堂３ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 永田 京介 神北(宝健)第3-95 平成31年2月25日 令和6年2月29日 平成31年2月25日
000028 2000171325 栄堂③ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 黒井 栄司 神北(宝健)第1-249 平成31年2月25日 令和6年2月29日 平成31年2月25日
000028 2000171326 栄堂④ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 西川 耀 神北(宝健)第1-250 平成31年2月25日 令和6年2月29日 平成31年2月25日
000028 2000171329 八竹堂４ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 榊原 宏 神北(宝健)第3-96 平成31年2月25日 令和6年2月29日 平成31年2月25日
000028 2000171359 Gelateria　Rintocco 665-0033 宝塚市伊孑志3-15-49宝塚田中ビル1階 アイスクリーム類製造業 一般 神北(宝健)第7-13 平成31年2月26日 令和7年2月28日 平成31年2月26日
000028 2000171360 Gelateria　Rintocco 665-0033 宝塚市伊孑志3-15-49宝塚田中ビル1階 喫茶店営業 一般 神北(宝健)第2-73 平成31年2月26日 令和7年2月28日 平成31年2月26日
000028 2000171361 Gelateria　Rintocco 665-0033 宝塚市伊孑志3-15-49宝塚田中ビル1階 菓子製造業 一般 神北(宝健)第3-97 平成31年2月26日 令和7年2月28日 平成31年2月26日
000028 2000171380 セブン-イレブン三田東本庄店 669-1357 三田市東本庄字西1299-1 795683210 飲食店営業(4)その他 一般 田中 利夫 神北(宝健)第1-251 平成31年2月26日 令和8年2月28日 平成31年2月26日
000028 2000171381 セブン-イレブン三田東本庄店 669-1357 三田市東本庄字西1299-1 795683210 菓子製造業 一般 田中 利夫 神北(宝健)第3-98 平成31年2月26日 令和8年2月28日 平成31年2月26日
000028 2000171395 催事企画出店事業組合 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 川上 昌男 神北(宝健)第1-252 平成31年2月28日 令和6年2月29日 平成31年2月28日
000028 2000171396 サーターアンダーギー金ちゃん 665-0043 宝塚市高松町11-23 797713368 菓子製造業 一般 金城 洋子 神北(宝健)第3-99 平成31年2月28日 令和7年2月28日 平成31年2月28日
000028 2000171398 フォーユー宝塚Ⅱ 665-0823 宝塚市安倉南2-5-26 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小野マルタマフーズ株式会社 代表取締役 畑 昭身 675-1367 兵庫県小野市敷地町1412-1 794631110 神北(宝健)第1-253 平成31年2月28日 令和7年2月28日 平成31年2月28日
000028 2000171428 田中屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 田中 康二 神北(宝健)第1-254 平成31年3月4日 令和6年5月31日 平成31年3月4日
000028 2000171458 モルト・ボーノ　三田１７６号線店 669-1525 三田市対中町998-1 795598484 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社フーズプランナー 代表取締役 本田 正人 560-0021 大阪府豊中市本町4-1-24 668423942 神北(宝健)第1-255 平成31年3月5日 令和7年5月31日 平成31年3月5日
000028 2000171518 あぜ豆食堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 橋爪 義孝 神北(宝健)第1-256 平成31年3月8日 令和6年5月31日 平成31年3月8日
000028 2000171520 まごころ弁当三田店 669-1532 三田市屋敷町12-24 795655688 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 中田 真理 神北(宝健)第1-257 平成31年3月8日 令和7年5月31日 平成31年3月8日
000028 2000171540 三豊麺～斬～宝塚中筋店 665-0873 宝塚市長尾町1-16 797618042 飲食店営業(4)その他 一般 トーライ株式会社 代表取締役 杜 宏峰 665-0873 兵庫県宝塚市長尾町1-16 797618043 神北(宝健)第1-258 平成31年3月12日 令和7年5月31日 平成31年3月12日
000028 2000171569 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋宝塚国道１７６号 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 728303550 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社壱番屋 代表取締役 葛原 守 491-0826 愛知県一宮市三ツ井6-12-23 728303550 神北(宝健)第1-259 平成31年3月13日 令和6年5月31日 平成31年3月13日
000028 2000171581 ほのか商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 大東 穂野香 神北(宝健)第1-260 平成31年3月14日 令和6年5月31日 平成31年3月14日
000028 2000171618 ＣＯＲＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社ＣＯＲＥ 代表取締役 星島 伸 703-8266 岡山県岡山市中区湊365-5 862650977 神北(宝健)第1-263 平成31年3月15日 令和6年5月31日 平成31年3月15日
000028 2000171630 愉酒美肴　晃月-KOUGETSU- 669-1529 三田市中央町9-22　今西ビル1階 飲食店営業(4)その他 一般 東 成晃 神北(宝健)第1-261 平成31年3月15日 令和7年5月31日 平成31年3月15日
000028 2000171631 トンカ　トンカ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社D.LiFoods 代表取締役 山村 恵一 578-0904 大阪府東大阪市吉原2-6-30-1406 729755121 神北(宝健)第1-262 平成31年3月15日 令和6年5月31日 平成31年3月15日
000028 2000171676 ちそう坊 669-1529 三田市中央町12-6 飲食店営業(4)その他 一般 坊 哲也 神北(宝健)第1-265 平成31年3月19日 令和7年5月31日 平成31年3月19日
000028 2000171677 石窯ＰＩＺＺＡ 気まま 669-1503 三田市乙原1903-27 795062633 飲食店営業(4)その他 露店 曲田 哲美 神北(宝健)第1-264 平成31年3月19日 令和6年5月31日 平成31年3月19日
000028 2000171693 ファミリーマート小林四丁目店 665-0034 宝塚市小林4-12-2 797764511 飲食店営業(4)その他 一般 伊奈 伸之 神北(宝健)第1-267 平成31年3月20日 令和7年5月31日 平成31年3月20日
000028 2000171704 株式会社げんきタウン　安倉南加工所 665-0823 宝塚市安倉南2-10-18 797615870 菓子製造業 一般 株式会社げんきタウン 代表取締役 森 龍三 560-0032 大阪府豊中市蛍池東町2-2-16-301 668572712 神北(宝健)第3-100 平成31年3月22日 令和7年5月31日 平成31年3月22日
000028 2000171735 田中屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 田中 康二 神北(宝健)第1-269 平成31年3月25日 令和6年5月31日 平成31年3月25日
000028 2000171740 セブン-イレブン宝塚高司２丁目店 665-0051 宝塚市高司2-1-57 797743771 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＩＳＭ 代表取締役 米村 卓也 665-0011 兵庫県宝塚市南口2-5-41 797770301 神北(宝健)第1-272 平成31年3月25日 令和8年5月31日 平成31年3月25日
000028 2000171744 セブン-イレブン宝塚湯本町店 665-0003 宝塚市湯本町4-34 797847888 飲食店営業(4)その他 一般 米村 卓也 神北(宝健)第1-273 平成31年3月25日 令和8年5月31日 平成31年3月25日
000028 2000171765 ステップハウス宝塚 665-0827 宝塚市小浜4-5-6 797960183 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＬＥＯＣ 代表取締役 田島 利行 100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 352208550 神北(宝健)第1-270 平成31年3月25日 令和7年5月31日 平成31年3月25日
000028 2000171766 池ノ島デイサービスセンター 665-0864 宝塚市泉町6-33 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＬＥＯＣ 代表取締役 田島 利行 100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 352208550 神北(宝健)第1-271 平成31年3月25日 令和7年5月31日 平成31年3月25日
000028 2000171768 Pine Tree Coffee Rostery  （ﾊﾟｲﾝﾂﾘｰ　ｺｰﾋｰ　ﾛｰｽﾀﾘｰ） 665-0061 宝塚市仁川北3-3-9 798783178 飲食店営業(4)その他 一般 松本 泰弘 神北(宝健)第1-268 平成31年3月25日 令和7年5月31日 平成31年3月25日
000028 2000171774 信楽窯焼きアップルパイ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 神﨑 倍充 神北(宝健)第3-101 平成31年3月26日 令和6年5月31日 平成31年3月26日
000028 2000171788 ミルクバーｂｙハンデルスベーゲン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 自動車 Ｇ－Ｈａｒｖｅｓｔ株式会社 代表取締役 黒瀬 勝也 603-8406 京都府京都市北区大宮東小野堀町38 神北(宝健)第2-74 平成31年3月26日 令和6年5月31日 平成31年3月26日
000028 2000171799 マーサの店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 鹿野 真亜紗 神北(宝健)第1-276 平成31年3月27日 令和6年5月31日 平成31年3月27日
000028 2000171800 ナガエ食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 長永 恭輔 神北(宝健)第1-277 平成31年3月27日 令和6年5月31日 平成31年3月27日
000028 2000171801 里食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 里 考一 神北(宝健)第1-278 平成31年3月27日 令和6年5月31日 平成31年3月27日
000028 2000171820 ファミリーマート有馬富士南店 669-1506 三田市志手原1076-33 795602500 飲食店営業(4)その他 一般 門林 延彦 神北(宝健)第1-279 平成31年3月27日 令和8年5月31日 平成31年3月27日
000028 2000171825 食事処かごのめ 665-0852 宝塚市売布2-11-1ピピアめふ2-110 797857100 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山口 剛礼 神北(宝健)第1-280 平成31年3月27日 令和7年5月31日 平成31年3月27日
000028 2000171837 韓国料理　漢江 665-0842 宝塚市川面5-10-25 飲食店営業(4)その他 一般 石見 マキ 神北(宝健)第1-281 平成31年3月28日 令和7年5月31日 平成31年3月28日
000028 2000171838 デコ・アンド・ベジ製菓工房 665-0836 宝塚市清荒神2-1-3 797615580 菓子製造業 一般 Ｔ－１合同会社 代表社員 寺井 和彦 665-0875 兵庫県宝塚市中筋山手1-8-27 神北(宝健)第3-103 平成31年3月28日 令和7年5月31日 平成31年3月28日
000028 2000171897 トレジャーシップ 665-0835 宝塚市旭町2-20-2　2F 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 合同会社　力船 代表社員 宮﨑 力 665-0003 兵庫県宝塚市湯本町6-9 797812968 神北(宝健)第1-2 平成31年4月2日 令和7年5月31日 平成31年4月2日
000028 2000171901 Ｖｉａｄｕｃ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社ＹＭＰ 代表取締役 新田 浩貴 654-0065 兵庫県神戸市須磨区離宮前町1-8-1 787318689 神北(宝健)第1-7 平成31年4月3日 令和6年5月31日 平成31年4月3日
000028 2000171907 暢叙園（チャンシュウエン） 669-1534 三田市横山町3-8 795588181 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 引間 宏 神北(宝健)第1-5 平成31年4月2日 令和7年5月31日 平成31年4月2日
000028 2000171925 たからづか牛乳　山本店 665-0884 宝塚市山本西2-7-15 797807008 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社たからづか牛乳 代表取締役 山本 陽子 665-0051 兵庫県宝塚市高司5-2-9 797775530 神北(宝健)第1-8 平成31年4月5日 令和7年5月31日 平成31年4月5日
000028 2000171927 たからづか牛乳　山本店 665-0884 宝塚市山本西2-7-15 797807008 菓子製造業 一般 有限会社たからづか牛乳 代表取締役 山本 陽子 665-0051 兵庫県宝塚市高司5-2-9 797775530 神北(宝健)第1-10 平成31年4月5日 令和7年5月31日 平成31年4月5日
000028 2000171928 たからづか牛乳　山本店 665-0884 宝塚市山本西2-7-15 797807008 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 有限会社たからづか牛乳 代表取締役 山本 陽子 665-0051 兵庫県宝塚市高司5-2-9 797775530 神北(宝健)第1-11 平成31年4月5日 令和6年5月31日 平成31年4月5日
000028 2000171933 665-0033 宝塚市伊孑志3-16-26 797618385 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 堤 正和 神北(宝健)第1-12 平成31年4月5日 令和7年5月31日 平成31年4月5日
000028 2000171935 華工房 665-0842 宝塚市川面5-4-11 797830708 菓子製造業 一般 宝塚料飲有限会社 代表取締役 坂上 晶彦 665-0827 兵庫県宝塚市小浜4-5-1 797879516 神北(宝健)第1-13 平成31年4月5日 令和7年5月31日 平成31年4月5日
000028 2000171996 カトマンドゥカリーＰＵＪＡ三田 669-1535 三田市南が丘2-3-27 795656200 そうざい製造業 一般 SITAULA PUNNYA PRASAD 神北(宝健)第1-14 平成31年4月11日 令和7年5月31日 平成31年4月11日
000028 2000171997 ビオ・ターブル・サントアン 669-1533 三田市三田町17-11 795536117 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社サント・アン 代表取締役 林 紗希 669-1535 兵庫県三田市南が丘二丁目7番10号 795645383 神北(宝健)第1-15 平成31年4月11日 令和7年5月31日 平成31年4月11日
000028 2000172007 おいしいケバブ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 SHARIFA AKHTER BHUIYA 神北(宝健)第1-16 平成31年4月12日 令和6年5月31日 平成31年4月12日
000028 2000172013 増田食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中村 伸男 神北(宝健)第1-17 平成31年4月15日 令和6年5月31日 平成31年4月15日
000028 2000172014 増田食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 中村 伸男 神北(宝健)第1-18 平成31年4月15日 令和6年5月31日 平成31年4月15日
000028 2000172035 観音茶屋 665-0861 宝塚市中山寺2-11-1 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社エスク 代表取締役 横路 直明 665-0852 兵庫県宝塚市売布4-3-30-3307 797915051 神北(宝健)第1-19 平成31年4月16日 令和8年5月31日 平成31年4月16日
000028 2000172039 インドレストラン　タブラ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 タブラフーズ株式会社 代表取締役 ﾁｬﾌﾞﾗﾆ・ﾌﾟﾚﾑ ・ﾌﾟﾗｶｼｭ 657-0024 兵庫県神戸市灘区楠丘町3-10-7-101 神北(宝健)第1-20 平成31年4月16日 令和6年5月31日 平成31年4月16日
000028 2000172119 スビ・マハール小林店 665-0034 宝塚市小林2-10-17 797725122 飲食店営業(4)その他 一般 BIST　NEELAM RANI 神北(宝健)第1-22 平成31年4月22日 令和7年5月31日 平成31年4月22日
000028 2000172198 株式会社　モリタ 669-1339 三田市テクノパーク1-5 795687800 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 フタバ給食株式会社 代表取締役 井上 清司 581-0072 大阪府八尾市久宝寺3-4-17 729910357 神北(宝健)第1-24 平成31年4月23日 令和7年5月31日 平成31年4月23日
000028 2000172199 魚国総本社・三田２７８６０ 669-1324 三田市ゆりのき台6-7-1 795655870 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社魚国総本社 代表取締役 田所 伸浩 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町1-6-19 664785700 神北(宝健)第1-25 平成31年4月24日 令和7年5月31日 平成31年4月24日
000028 2000172242 ラークヒル 665-0804 宝塚市雲雀丘山手2-10-11 727588696 飲食店営業(4)その他 一般 雲雀株式会社 代表取締役 岸添 敏雄 665-0804 兵庫県宝塚市雲雀丘山手2-10-11 727583333 神北(宝健)第1-27 平成31年4月26日 令和7年5月31日 平成31年4月26日
000028 2000172259 大黒屋 669-1404 三田市十倉374 795690088 食肉処理業 一般 合同会社大黒屋 代表社員 浦野 毅 669-1543 兵庫県三田市下深田746-850 795511807 神北(宝健)第1-28 平成31年4月26日 令和7年5月31日 平成31年4月26日
000028 2000172264 創月堂③ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 田水 唯 神北(宝健)第1-30 令和1年5月7日 令和6年5月31日 令和1年5月7日
000028 2000172265 創月堂① 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 林 純也 神北(宝健)第1-31 令和1年5月7日 令和6年5月31日 令和1年5月7日
000028 2000172327 Ｔ’Ｓ－ＳＴＹＬＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 671637245 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社Ｔ’Ｓ－ＳＴＹＬＥ 代表取締役 阿曽 翼 538-0054 大阪府大阪市鶴見区緑2-1-6 671637245 神北(宝健)第1-38 令和1年5月13日 令和6年5月31日 令和1年5月13日
000028 2000172329 ｃｏ．ｎａ．ｍｏｎ 665-0887 宝塚市山手台東2-12-12 菓子製造業 一般 藤原 久美子 神北(宝健)第1-36 令和1年5月13日 令和7年5月31日 令和1年5月13日
000028 2000172345 松下商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 堀田 沙也花 神北(宝健)第1-41 令和1年5月14日 令和6年5月31日 令和1年5月14日
000028 2000172356 イベント.ＪＰ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社グリッド 代表取締役 前阪 朋成 104-0033 東京都中央区新川1-10-3　ブンゴビル3Ｆ 120017312 神北(宝健)第1-43 令和1年5月14日 令和6年5月31日 令和1年5月14日
000028 2000172368 木村商会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 鈴木 玲衣 神北(宝健)第1-42 令和1年5月14日 令和6年5月31日 令和1年5月14日
000028 2000172374 明和 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 安川 明宏 神北(宝健)第1-238 平成31年2月8日 令和6年2月29日 平成31年2月8日
000028 2000172399 Ｃｈｅｚ　Ｈｉｒｏ　（シェ・ヒロ） 669-1535 三田市南が丘1-22-11　西田ビル 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤 裕行 神北(宝健)第1-44 令和1年5月15日 令和7年5月31日 令和1年5月15日
000028 2000172406 宝麺えびす丸 665-0054 宝塚市鹿塩1-10-14グリーンフィールド田中102 飲食店営業(4)その他 一般 瀨戸 許之 神北(宝健)第1-46 令和1年5月16日 令和7年5月31日 令和1年5月16日
000028 2000172409 ザ・セレクトンプレミア　神戸三田ホテル内  ガーデンテラス 669-1321 三田市けやき台1-11-2 795641101 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社ＳＨＧ．セレクトン神戸三田 代表取締役 中村 寛 669-1321 兵庫県三田市けやき台一丁目11番地 795641101 神北(宝健)第1-45 令和1年5月15日 令和6年5月31日 令和1年5月15日
000028 2000172431 たたらば珈琲  (大阪483た2016) 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 藤井 茂男 神北(宝健)第1-47 令和1年5月17日 令和6年5月31日 令和1年5月17日
000028 2000172461 博多麺々　三田店 669-1529 三田市中央町2-6 795631118 飲食店営業(4)その他 一般 谷口 一哉 神北(宝健)第1-50 令和1年5月20日 令和7年5月31日 令和1年5月20日
000028 2000172462 蔵人 669-1529 三田市中央町10-13　三田中央第２ビル１Ｆ 795622230 飲食店営業(4)その他 一般 前田 哲 神北(宝健)第1-49 令和1年5月20日 令和7年5月31日 令和1年5月20日
000028 2000172463 ＧＯＬＤ　ＦＡＬＡＦＥＬ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 田口 直人 神北(宝健)第1-51 令和1年5月21日 令和6年5月31日 令和1年5月21日
000028 2000172514 Ｒｃａｆｅ　ＨｕｌｉＨｕｌｉ　Ｃｈｉｃｋｅｎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 ヤマダアールカンパニー株式会社 代表取締役 山田 行信 520-0222 滋賀県大津市花園町17-13 775761763 神北(宝健)第1-52 令和1年5月23日 令和6年5月31日 令和1年5月23日
000028 2000172523 栄商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 迫 輝弘 神北(宝健)第1-53 令和1年5月23日 令和6年5月31日 令和1年5月23日
000028 2000172525 栄商店（２） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 多田 宏三郎 神北(宝健)第1-54 令和1年5月23日 令和6年5月31日 令和1年5月23日
000028 2000172527 栄商店（３） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 小倉 良明 神北(宝健)第1-55 令和1年5月23日 令和6年5月31日 令和1年5月23日
000028 2000172537 錦わらい　三田ウッディタウン店 669-1322 三田市すずかけ台3-2 795658121 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社治元 代表取締役 木元 一良 611-0033 京都府宇治市大久保町南ノ口64-2 752530511 神北(宝健)第1-56 令和1年5月23日 令和7年5月31日 令和1年5月23日
000028 2000172574 タリーズコーヒー阪急宝塚店 665-0845 宝塚市栄町2-3-1　Gコレクション阪急宝塚1階 797617757 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 タリーズコーヒージャパン株式会社 代表取締役 小林 義雄 162-0833 東京都新宿区箪笥町22番地 332688282 神北(宝健)第1-57 令和1年5月28日 令和7年5月31日 令和1年5月28日
000028 2000172585 古川商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 古川 仁紀 神北(宝健)第1-58 令和1年5月28日 令和6年5月31日 令和1年5月28日
000028 2000172590 PUBLIC　KITCHEN　cafe　宝塚店 665-0844 宝塚市武庫川町4-5オサムビル２Ｆ 797615739 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社パブリック・キッチン 代表取締役 山口 圭司 665-0844 兵庫県丹波市春日町野村2032 神北(宝健)第1-59 令和1年5月28日 令和7年5月31日 令和1年5月28日
000028 2000172645 上高地あずさ珈琲宝塚店 665-0835 宝塚市旭町2-5-4 797268380 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＫＲフードサービス 代表取締役 望月 進 564-0051 大阪府大阪市北区天神橋三丁目6番26号 668092143 神北(宝健)第1-62 令和1年5月30日 令和8年5月31日 令和1年5月30日
000028 2000172646 上高地あずさ珈琲宝塚店 665-0835 宝塚市旭町2-5-4 797268380 菓子製造業 一般 株式会社ＫＲフードサービス 代表取締役 望月 進 564-0051 大阪府大阪市北区天神橋三丁目6番26号 668092143 神北(宝健)第1-63 令和1年5月30日 令和8年5月31日 令和1年5月30日
000028 2000172651 中谷商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中谷 真由美 神北(宝健)第1-60 令和1年5月30日 令和6年5月31日 令和1年5月30日
000028 2000172652 優食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 吉岡 優起 神北(宝健)第1-61 令和1年5月30日 令和6年5月31日 令和1年5月30日
000028 2000172657 なかにし家  名古屋800ぬ257 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社中久フードサービス 代表取締役 中西 久子 497-0052 愛知県海部郡蟹江町西之森海山308 567745560 神北(宝健)第1-65 令和1年5月30日 令和6年5月31日 令和1年5月30日



000028 2000172690 ＫＯＮＡ宝塚 665-0844 宝塚市武庫川町2-10 797863685 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社山留商店 代表取締役 山本 進一 553-0005 大阪府大阪市福島区野田1-1-86 664695352 神北(宝健)第1-66 令和1年5月31日 令和7年5月31日 令和1年5月31日
000028 2000172691 ＫＯＮＡ宝塚 665-0844 宝塚市武庫川町2-10 797863685 菓子製造業 一般 株式会社山留商店 代表取締役 山本 進一 553-0005 大阪府大阪市福島区野田1-1-86 664695352 神北(宝健)第1-67 令和1年5月31日 令和7年5月31日 令和1年5月31日
000028 2000172706 宝塚　うな智 665-0011 宝塚市南口2-14-3ザ・宝塚タワー101 797731510 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社万一 代表取締役 中野 将忠 665-0877 兵庫県宝塚市中山桜台7-2-2 668710969 神北(宝健)第1-68 令和1年6月3日 令和7年8月31日 令和1年6月3日
000028 2000172708 えっちゃん弁当 665-0822 宝塚市安倉中2-10-15 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 北村 悦子 神北(宝健)第1-69 令和1年6月3日 令和7年8月31日 令和1年6月3日
000028 2000172771 ＳＰＩＣＥ６ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 カン カムラン 神北(宝健)第1-71 令和1年6月6日 令和6年8月31日 令和1年6月6日
000028 2000172781 宝塚　うな智 665-0011 宝塚市南口2-14-3ザ・宝塚タワー101 797731510 そうざい製造業 一般 株式会社万一 代表取締役 中野 将忠 665-0877 兵庫県宝塚市中山桜台7-2-2 668710969 神北(宝健)第1-72 令和1年6月7日 令和7年8月31日 令和1年6月7日
000028 2000172784 ＯＣＥＡＮ　ＳＩＤＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 森本 英治 神北(宝健)第1-74 令和1年6月7日 令和6年8月31日 令和1年6月7日
000028 2000172821 神戸牛専門店　吉祥吉 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社吉祥 代表取締役 楳本 愛理 650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通2-4-14 783921129 神北(宝健)第1-76 令和1年6月11日 令和6年8月31日 令和1年6月11日
000028 2000172849 株式会社イー・イン・グ 665-0823 宝塚市安倉南1-17-18-101 797816620 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社イー・イン・グ 代表取締役 中田 千鶴 665-0823 兵庫県宝塚市安倉南1-17-18 797816620 神北(宝健)第1-78 令和1年6月12日 令和7年8月31日 令和1年6月12日
000028 2000172867 クイック２号  （練馬１００す７２７５） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 有限会社鶴金社中 取締役 金子 ひろし 178-0061 東京都練馬区大泉学園町三丁目21番7号 353870127 神北(宝健)第1-79 令和1年6月14日 令和6年8月31日 令和1年6月14日
000028 2000172868 クイック２号  （練馬１００す７２７５） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 有限会社鶴金社中 取締役 金子 ひろし 178-0061 東京都練馬区大泉学園町三丁目21番7号 353870127 神北(宝健)第1-80 令和1年6月14日 令和6年8月31日 令和1年6月14日
000028 2000172897 手料理　あさの 669-1241 宝塚市切畑字辻ヶ谷35 797910667 飲食店営業(4)その他 一般 西 和徳 神北(宝健)第1-82 令和1年6月17日 令和7年8月31日 令和1年6月17日
000028 2000172913 高橋商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 高橋 良美 神北(宝健)第1-81 令和1年6月14日 令和6年8月31日 令和1年6月14日
000028 2000172979 ピザハット宝塚高司店 665-0051 宝塚市高司1-4-44 797762911 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＴＡＮＡＢＥ　グローバルキッチン 代表取締役 若林 洋司 690-2801 島根県雲南市吉田町吉田2407 825681312 神北(宝健)第1-87 令和1年6月19日 令和7年8月31日 令和1年6月19日
000028 2000172980 ピザハット宝塚高司店 665-0051 宝塚市高司1-4-44 797762911 菓子製造業 一般 株式会社ＴＡＮＡＢＥ　グローバルキッチン 代表取締役 若林 洋司 690-2801 島根県雲南市吉田町吉田2407 825681312 神北(宝健)第1-88 令和1年6月19日 令和7年8月31日 令和1年6月19日
000028 2000172981 ピザハットダイエー宝塚中山店 665-0867 宝塚市売布東の町21-22　ダイエー宝塚中山店 797700810 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＴＡＮＡＢＥ　グローバルキッチン 代表取締役 若林 洋司 690-2801 島根県雲南市吉田町吉田2407 825681312 神北(宝健)第1-89 令和1年6月19日 令和8年8月31日 令和1年6月19日
000028 2000172982 ピザハットダイエー宝塚中山店 665-0867 宝塚市売布東の町21-22　ダイエー宝塚中山店 797700810 菓子製造業 一般 株式会社ＴＡＮＡＢＥ　グローバルキッチン 代表取締役 若林 洋司 690-2801 島根県雲南市吉田町吉田2407 825681312 神北(宝健)第1-90 令和1年6月19日 令和8年8月31日 令和1年6月19日
000028 2000173003 今治焼　玄 665-0035 宝塚市逆瀬川1-7-16　逆瀬川壱番館１－Ａ 797738666 飲食店営業(4)その他 一般 新居田 道玄 神北(宝健)第1-93 令和1年6月20日 令和7年8月31日 令和1年6月20日
000028 2000173007 Ｃａｆｅ　ｓｔａｎｄ　Ｔíｏ 665-0842 宝塚市川面5-10-25 飲食店営業(4)その他 一般 遠山 善昭 神北(宝健)第1-91 令和1年6月20日 令和7年8月31日 令和1年6月20日
000028 2000173008 Ｃａｆｅ　ｓｔａｎｄ　Ｔíｏ 665-0842 宝塚市川面5-10-25 菓子製造業 一般 遠山 善昭 神北(宝健)第1-92 令和1年6月20日 令和7年8月31日 令和1年6月20日
000028 2000173025 ステーキ食堂マッセ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 加藤 安啓 神北(宝健)第1-94 令和1年6月21日 令和6年8月31日 令和1年6月21日
000028 2000173027 有賀商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 有賀 優幸 神北(宝健)第1-95 令和1年6月21日 令和6年8月31日 令和1年6月21日
000028 2000173033 アルコバレーノ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 798465222 飲食店営業(4)その他 露店 林 康治 神北(宝健)第1-97 令和1年6月24日 令和6年8月31日 令和1年6月24日
000028 2000173034 禅 665-0835 宝塚市旭町2-3-3　宝旭ハイツ106 797980146 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社古波蔵舗道 代表取締役 古波藏 祐司 665-0835 兵庫県宝塚市旭町2-20-19 797843823 神北(宝健)第1-96 令和1年6月24日 令和7年8月31日 令和1年6月24日
000028 2000173100 ＡＬＯＨＡ　ＣＡＦＥ　Ｐｉｎｅａｐｐｌｅ 669-1323 三田市あかしあ台4-14-2 795538176 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＨＯＰＥ 代表取締役 宮﨑 豊 665-0877 兵庫県宝塚市中山桜台7-2-2 797881121 神北(宝健)第1-98 令和1年6月25日 令和7年8月31日 令和1年6月25日
000028 2000173102 ＡＬＯＨＡ　ＣＡＦＥ　Ｐｉｎｅａｐｐｌｅ 669-1323 三田市あかしあ台4-14-2 795538176 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社ＨＯＰＥ 代表取締役 宮﨑 豊 665-0877 兵庫県宝塚市中山桜台7-2-2 797881121 神北(宝健)第1-100 令和1年6月25日 令和6年8月31日 令和1年6月25日
000028 2000173126 薪窯Ｐｉｚｚａまっきーのお店  Ｃｉ　Ｖｅｄｉａｍｏ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 牧野 哲 神北(宝健)第1-101 令和1年7月1日 令和6年8月31日 令和1年7月1日
000028 2000173140 ＰＩＺＺＥＲＩＡ　ＳＰＡＤＡ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社スパーダ 代表取締役 白木 健 501-0105 岐阜県岐阜市河渡4-87-1 582149559 神北(宝健)第1-102 令和1年7月1日 令和6年8月31日 令和1年7月1日
000028 2000173145 おばんざい　縁（えん） 665-0003 宝塚市湯本町1-33 飲食店営業(4)その他 一般 笠間 洋子 神北(宝健)第1-103 令和1年7月1日 令和7年8月31日 令和1年7月1日
000028 2000173146 ｍｏｏｎ 665-0842 宝塚市川面5-2-10 B1F 797856966 飲食店営業(4)その他 一般 林 明日香 神北(宝健)第1-104 令和1年7月1日 令和7年8月31日 令和1年7月1日
000028 2000173198 株式会社健康マルシェ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社健康マルシェ 代表取締役 田中 規貴 665-0051 兵庫県宝塚市高司1-1-16 797617130 神北(宝健)第1-107 令和1年7月5日 令和6年8月31日 令和1年7月5日
000028 2000173199 株式会社健康マルシェ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 株式会社健康マルシェ 代表取締役 田中 規貴 665-0051 兵庫県宝塚市高司1-1-16 797617130 神北(宝健)第1-108 令和1年7月5日 令和6年8月31日 令和1年7月5日
000028 2000173215 株式会社健康マルシェ 665-0051 宝塚市高司1-1-16ホワイトプラザ1F 797617130 アイスクリーム類製造業 一般 株式会社健康マルシェ 代表取締役 田中 規貴 665-0051 兵庫県宝塚市高司1-1-16 797617130 神北(宝健)第1-109 令和1年7月5日 令和7年8月31日 令和1年7月5日
000028 2000173229 ＯｉＬ　ｉｎ　Ｓｔｙｌｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 798782253 飲食店営業(4)その他 露店 有限会社日本インベスト 代表取締役 酒井 圭介 663-8113 兵庫県西宮市甲子園口3-13-20 798782253 神北(宝健)第1-123 令和1年7月9日 令和6年8月31日 令和1年7月9日
000028 2000173241 スーパーセンタートライアル三田店 669-1324 三田市ゆりのき台3-26-1 795535150 食肉販売業 一般 株式会社トライアルカンパニー 代表取締役 石橋 亮太 813-0034 福岡県福岡市東区多の津1丁目12番2号 926265550 神北(宝健)第1-117 令和1年7月5日 令和7年8月31日 令和1年7月5日
000028 2000173243 スーパーセンタートライアル三田店 669-1324 三田市ゆりのき台3-26-1 795535150 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社トライアルカンパニー 代表取締役 石橋 亮太 813-0034 福岡県福岡市東区多の津1丁目12番2号 926265550 神北(宝健)第1-119 令和1年7月5日 令和7年8月31日 令和1年7月5日
000028 2000173271 まるふくｃａｆｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 福井 恭司 神北(宝健)第1-126 令和1年7月11日 令和6年8月31日 令和1年7月11日
000028 2000173272 株式会社大桜水産 669-1324 三田市ゆりのき台3-26-1 795652020 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社大桜水産 代表取締役 服部 史知 563-0024 大阪府池田市鉢塚3-9-25-109 727630066 神北(宝健)第1-120 令和1年7月5日 令和7年8月31日 令和1年7月5日
000028 2000173273 株式会社大桜水産 669-1324 三田市ゆりのき台3-26-1 795652020 魚介類販売業 一般 株式会社大桜水産 代表取締役 服部 史知 563-0024 大阪府池田市鉢塚3-9-25-109 727630066 神北(宝健)第1-121 令和1年7月5日 令和7年8月31日 令和1年7月5日
000028 2000173275 株式会社大桜水産　お寿司 669-1324 三田市ゆりのき台3-26-1 795652020 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社大桜水産 代表取締役 服部 史知 563-0024 大阪府池田市鉢塚3-9-25-109 727630066 神北(宝健)第1-122 令和1年7月5日 令和7年8月31日 令和1年7月5日
000028 2000173292 味園 665-0852 宝塚市売布2-3-20 797871687 飲食店営業(4)その他 一般 岡本 共範 神北(宝健)第1-116 令和1年7月5日 令和7年8月31日 令和1年7月5日
000028 2000173322 (有)伊賀屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 岡松 広茂 神北(宝健)第1-127 令和1年7月17日 令和6年8月31日 令和1年7月17日
000028 2000173328 Ｋｕｐｕｌａｕ 665-0011 宝塚市南口2-14-5（309） 飲食店営業(4)その他 一般 春口 実紀 神北(宝健)第1-129 令和1年7月17日 令和7年8月31日 令和1年7月17日
000028 2000173354 キユーピータマゴ三田工場 669-1339 三田市テクノパーク38 795687351 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 キユーピータマゴ株式会社 代表取締役 扇田 博昭 182-0002 東京都調布市仙川町二丁目5番地7 353845111 神北(宝健)第1-128 令和1年7月17日 令和8年8月31日 令和1年7月17日
000028 2000173423 セブンイレブン宝塚南口2丁目店 665-0011 宝塚市南口2-5-41 797770301 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＩＳＭ 代表取締役 米村 卓也 665-0011 兵庫県宝塚市南口2-5-41 797770301 神北(宝健)第1-132 令和1年7月25日 令和8年8月31日 令和1年7月25日
000028 2000173446 鶏と魚と炉と野菜　いろり燻 669-1528 三田市駅前町4-27 795597786 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｓ＆Ｙフード 代表取締役 篠倉 康宏 669-1526 兵庫県三田市相生町1-40相生スカイパーク１Ｆ 795622951 神北(宝健)第1-130 令和1年7月23日 令和7年8月31日 令和1年7月23日
000028 2000173448 ふれあいと創造の里  トータルライフ向上センター加工室 669-1342 三田市四ツ辻1129-1 飲食店営業(4)その他 一般 前田 千代子 神北(宝健)第1-136 令和1年7月25日 令和7年8月31日 令和1年7月25日
000028 2000173453 有馬富士公園管理事務所 669-1313 三田市福島1091-2 795623040 飲食店営業(4)その他 露店 小原 富榮 神北(宝健)第1-137 令和1年7月25日 令和6年8月31日 令和1年7月25日
000028 2000173454 鉄板焼　にし緒 665-0003 宝塚市湯本町5-21宝塚銀馬車ビルB04 797615964 飲食店営業(4)その他 一般 西尾 悠太 神北(宝健)第1-135 令和1年7月25日 令和7年8月31日 令和1年7月25日
000028 2000173458 カカオ工房　Ｅｌ　ｍｏｌｉｎｏ 669-1346 三田市上相野852-1 喫茶店営業 一般 酒井 亜希 神北(宝健)第1-138 令和1年7月25日 令和7年8月31日 令和1年7月25日
000028 2000173473 ふれあいと創造の里（ふれあいプール） 669-1342 三田市四ツ辻1129-1 795684000 飲食店営業(4)その他 露店 前田 千代子 神北(宝健)第1-140 令和1年7月26日 令和6年8月31日 令和1年7月26日
000028 2000173477 新名神高速道路　宝塚北SA（SHD）カップ⑧ 669-1231 宝塚市玉瀬字奧之焼1-125 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 神北(宝健)第1-139 令和1年7月26日 令和6年8月31日 令和1年7月26日
000028 2000173485 立ち呑み　ｏｋｉ 665-0842 宝塚市川面5-10-32川面マンション104 飲食店営業(4)その他 一般 濱崎 好男 神北(宝健)第1-141 令和1年7月29日 令和7年8月31日 令和1年7月29日
000028 2000173620 ＴＨＥ　ＭＵＳＥＮ　ＩＮ　ＳＨＯＣＫ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 秋好 哲也 神北(宝健)第1-148 令和1年8月8日 令和6年8月31日 令和1年8月8日
000028 2000173647 ＰＥＮＴＡＧＯＮ　ＴＥＡ　宝塚店 665-0035 宝塚市逆瀬川1-2-1　アピア１　１８２号 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社合格 代表取締役 玉井 宏生 818-0117 福岡県太宰府市宰府1-14-34 929182526 神北(宝健)第1-149 令和1年8月13日 令和7年8月31日 令和1年8月13日
000028 2000173693 ケンタッキーフライドチキン  イオン三田ウッディタウン店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 795533777 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社アクシーズフーズ 代表取締役 伊地知 洋正 113-0023 東京都文京区向丘一丁目12番2号 338161536 神北(宝健)第1-150 令和1年8月14日 令和6年8月31日 令和1年8月14日
000028 2000173694 羽田市場 669-1528 三田市駅前町1-38　１Ｆ 795531568 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 イコン株式会社 代表取締役 佐野 哲也 600-8411 京都府京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町637第五長谷ビル5階Ａ室 753525605 神北(宝健)第1-152 令和1年8月15日 令和7年8月31日 令和1年8月15日
000028 2000173695 和菜処　里三寿 669-1535 三田市南が丘2-6-12 795590652 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社スイッチオンサービス 代表取締役 石川 智昭 664-0006 兵庫県伊丹市鴻池3-16-10 727773205 神北(宝健)第1-151 令和1年8月15日 令和7年8月31日 令和1年8月15日
000028 2000173708 ｊ．ｓｔｕｄｉｏ　東山珈琲 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 落井 純一 神北(宝健)第1-154 令和1年8月19日 令和6年8月31日 令和1年8月19日
000028 2000173717 業務スーパー三田中央店 669-1529 三田市中央町19-23 795530039 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　大洋商事 代表取締役 松戸 美代子 669-1529 兵庫県三田市中央町7-18株式会社坊音内 795622190 神北(宝健)第1-157 令和1年8月19日 令和7年8月31日 令和1年8月19日
000028 2000173722 ロッテリア　宝塚花の道店 000-0000 宝塚市一円 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社ロッテリア 代表取締役 那須 誠司 160-0023 東京都新宿区西新宿3-20-1 03-5388-5721 神北(宝健)第1-155 令和1年8月19日 令和6年8月31日 令和1年8月19日
000028 2000173723 焼肉　宝船 665-0031 宝塚市末広町3　末広中央公園 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社七福神 代表取締役 宮﨑 力 665-0003 兵庫県宝塚市湯本町6-9 神北(宝健)第1-158 令和1年8月20日 令和6年8月31日 令和1年8月20日
000028 2000173776 ベストライフ宝塚 665-0076 宝塚市谷口町1-14 797717153 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社アスモフードサービス西日本 代表取締役 藤原 恒彦 530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎1-2-9 663650031 神北(宝健)第1-159 令和1年8月22日 令和7年8月31日 令和1年8月22日
000028 2000173830 ファミリーマート三田天神店 669-1531 三田市天神1-9-3 795538980 飲食店営業(4)その他 一般 下野 達哉 神北(宝健)第1-164 令和1年8月27日 令和7年8月31日 令和1年8月27日
000028 2000173853 ゆい 669-1511 三田市山田364-1 795624808 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 岡田 律子 神北(宝健)第1-172 令和1年8月29日 令和7年8月31日 令和1年8月29日
000028 2000173854 Ｌｏｏｓｅ 669-1529 三田市中央町11-12 飲食店営業(4)その他 一般 赤井 敏輝 神北(宝健)第1-171 令和1年8月29日 令和7年8月31日 令和1年8月29日
000028 2000173857 兵庫県立北摂三田高等学校 669-1545 三田市狭間が丘1-1-1 795636711 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 マインフーズサービス株式会社 代表取締役 峯 林太郎 661-0024 兵庫県尼崎市三反田町2-20-9 664274633 神北(宝健)第1-170 令和1年8月28日 令和7年8月31日 令和1年8月28日
000028 2000173862 兵庫県立三田祥雲館高等学校 669-1337 三田市学園1-1 795606080 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 マインフーズサービス株式会社 代表取締役 峯 林太郎 661-0024 兵庫県尼崎市三反田町2-20-9 664274633 神北(宝健)第1-163 令和1年8月27日 令和7年8月31日 令和1年8月27日
000028 2000173894 ＹＯＵ 665-0034 宝塚市小林2-12-25　プレジデント宝塚103 飲食店営業(4)その他 一般 山下 雄大 神北(宝健)第1-173 令和1年9月4日 令和7年11月30日 令和1年9月4日
000028 2000173929 阪急ハロードッグ　ソリオ宝塚店 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　ソリオ１　１階 797266706 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急ハロードッグ 代表取締役 近江 永郎 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-7 798627290 神北(宝健)第1-178 令和1年9月6日 令和7年11月30日 令和1年9月6日
000028 2000173931 La Zucca di napoli ALA 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 笠原 渉 神北(宝健)第1-177 令和1年9月6日 令和6年11月30日 令和1年9月6日
000028 2000174048 ＡＬＯＨＡ　ＣＡＦＥ　Ｐｉｎｅａｐｐｌｅ 665-0816 宝塚市平井6-7-9 797801173 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＨＯＰＥ 代表取締役 宮﨑 豊 665-0877 兵庫県宝塚市中山桜台7-2-2 797881121 神北(宝健)第1-186 令和1年9月18日 令和7年11月30日 令和1年9月18日
000028 2000174049 ＡＬＯＨＡ　ＣＡＦＥ　Ｐｉｎｅａｐｐｌｅ 665-0816 宝塚市平井6-7-9 797801173 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社ＨＯＰＥ 代表取締役 宮﨑 豊 665-0877 兵庫県宝塚市中山桜台7-2-2 797881121 神北(宝健)第1-187 令和1年9月18日 令和6年11月30日 令和1年9月18日
000028 2000174061 ＢＡＲ　ＬＯＮＧＣＨＡＭＰ 665-0061 宝塚市仁川北2-6-10サンローゼ仁川B1 飲食店営業(4)その他 一般 岩根 健二 神北(宝健)第1-188 令和1年9月19日 令和7年11月30日 令和1年9月19日
000028 2000174065 魚の介 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山道 育太郎 神北(宝健)第1-189 令和1年9月19日 令和6年11月30日 令和1年9月19日
000028 2000174099 鉄板　お好み焼き　りょうちゃん 665-0034 宝塚市小林5-4-24-102 797777788 飲食店営業(4)その他 一般 北川 亮 神北(宝健)第1-190 令和1年9月20日 令和7年11月30日 令和1年9月20日
000028 2000174102 ＴＯＡ株式会社　社員食堂 665-0043 宝塚市高松町2-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社都給食 代表取締役 西島 週三 610-0102 京都府城陽市久世荒内177-6 774536001 神北(宝健)第1-191 令和1年9月20日 令和8年11月30日 令和1年9月20日
000028 2000174140 スパイスカレーミルズ 665-0842 宝塚市川面5-10-25 797867510 飲食店営業(4)その他 一般 久木田 郁哉 神北(宝健)第1-192 令和1年9月25日 令和7年11月30日 令和1年9月25日
000028 2000174141 宝塚阪急 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　宝塚阪急2Ｆ 797811233 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-7 663611381 神北(宝健)第1-195 令和1年9月25日 令和6年11月30日 令和1年9月25日
000028 2000174142 なにわや 665-0033 宝塚市伊孑志3-12-22　Ｂ号 飲食店営業(4)その他 一般 谷山 博 神北(宝健)第1-193 令和1年9月25日 令和7年11月30日 令和1年9月25日
000028 2000174143 ｓｏｕｐｌｉｅｎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 日平 礼 神北(宝健)第1-194 令和1年9月25日 令和6年11月30日 令和1年9月25日
000028 2000174152 たちばな 669-1546 三田市弥生が丘1-1-2　サンフラワー１Ｆ 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 宮坂 龍彦 神北(宝健)第1-196 令和1年9月25日 令和7年11月30日 令和1年9月25日
000028 2000174161 グランダ逆瀬川事業所 665-0033 宝塚市伊孑志2-8-2 797748690 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＬＥＯＣ 代表取締役 田島 利行 100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 352208525 神北(宝健)第1-198 令和1年9月26日 令和8年11月30日 令和1年9月26日
000028 2000174206 彩　ＩＲＯＤＯＲＩ 665-0842 宝塚市川面5-10-32川面マンション1F 797843771 飲食店営業(4)その他 一般 松浦 渉 神北(宝健)第1-200 令和1年9月30日 令和7年11月30日 令和1年9月30日
000028 2000174234 華カフェ　有馬冨士ＩＮ茶店 669-1507 三田市香下2003 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｋ＆Ｌ　Ｇｒｏｕｐ 代表取締役 久保田 佳典 650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通4-6-21ジュネスビル4-2 787667667 神北(宝健)第1-201 令和1年10月1日 令和7年11月30日 令和1年10月1日
000028 2000174254 (株)ながしお農場 669-1514 三田市川除144-18 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ながしお農場 代表取締役 永塩 有 673-1234 兵庫県三木市吉川町福吉349 794721490 神北(宝健)第1-202 令和1年10月1日 令和7年11月30日 令和1年10月1日
000028 2000174255 (株)ながしお農場 669-1514 三田市川除144-18 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社ながしお農場 代表取締役 永塩 有 673-1234 兵庫県三木市吉川町福吉349 794721490 神北(宝健)第1-203 令和1年10月1日 令和6年11月30日 令和1年10月1日
000028 2000174261 ポカポカパンⅡ 669-1315 三田市下井沢90 菓子製造業 一般 羽渕 みな子 神北(宝健)第1-204 令和1年10月3日 令和7年11月30日 令和1年10月3日
000028 2000174262 ポカポカパンⅡ 669-1315 三田市下井沢90 飲食店営業(4)その他 一般 羽渕 みな子 神北(宝健)第1-205 令和1年10月3日 令和7年11月30日 令和1年10月3日
000028 2000174263 ＬＡ・ＢＯ・ＲＡ　ＴＯＲＩＯ  （ラボラトリオ） 669-1504 三田市小野1471-60 喫茶店営業 露店 藤田 大輔 神北(宝健)第1-206 令和1年10月3日 令和6年11月30日 令和1年10月3日
000028 2000174264 ボン・シャトン 669-1544 三田市武庫が丘7-1 795535030 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社レック 代表取締役 高橋 泉 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-3 783600920 神北(宝健)第1-207 令和1年10月3日 令和7年11月30日 令和1年10月3日
000028 2000174265 ボン・シャトン 669-1544 三田市武庫が丘7-1 795535030 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社レック 代表取締役 高橋 泉 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-3 783600920 神北(宝健)第1-208 令和1年10月3日 令和6年11月30日 令和1年10月3日
000028 2000174266 ゆげ焙煎所 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 ゆげ株式会社 代表取締役 岡本 靖広 662-0854 兵庫県西宮市櫨塚町三丁目10番地西宝ビル1F 798208301 神北(宝健)第1-209 令和1年10月4日 令和6年11月30日 令和1年10月4日
000028 2000174269 カフェ　ド　ヴォアラ 665-0844 宝塚市武庫川町2-10ＮＴＴビル1階 797861111 菓子製造業 一般 有限会社ヴォイラ 代表取締役 井川 智子 665-0845 兵庫県宝塚市武庫川町2-10ＮＴＴビル１Ｆ 797696949 神北(宝健)第1-211 令和1年10月4日 令和7年11月30日 令和1年10月4日
000028 2000174274 ｇｉｒｌ’ｓ　ｂａｒ　Ｆｉｒｓｔ 665-0003 宝塚市湯本町5-21銀馬車ビル103 797850151 飲食店営業(4)その他 一般 堀部 大地 神北(宝健)第1-210 令和1年10月4日 令和7年11月30日 令和1年10月4日
000028 2000174285 オプティークシステム 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 合同会社オプティークシステム 代表社員 近藤 匡平 576-0052 大阪府交野市私部8-16-9-2 723925731 神北(宝健)第1-212 令和1年10月7日 令和6年11月30日 令和1年10月7日
000028 2000174316 飛騨牛バーガー本舗 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 浅野 豊 神北(宝健)第1-216 令和1年10月9日 令和6年11月30日 令和1年10月9日
000028 2000174317 Ｇａｒｄｅｎ　Ｊａｍ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社Ｇａｒｄｅｎ Ｊａｍ 代表取締役 中野 友博 620-0844 京都府福知山市多保市132-49 773201128 神北(宝健)第1-217 令和1年10月9日 令和6年11月30日 令和1年10月9日
000028 2000174328 箕面カレーアッサン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 石井 隆裕 神北(宝健)第1-218 令和1年10月10日 令和6年11月30日 令和1年10月10日
000028 2000174332 夢屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 神北(宝健)第1-220 令和1年10月10日 令和6年11月30日 令和1年10月10日
000028 2000174363 囲炉裏ダイニング　玻璃 669-1357 三田市東本庄2207-27 795060409 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社佐野商店 代表取締役 安藤 登康 669-1357 兵庫県三田市東本庄2207-25 795682915 神北(宝健)第1-222 令和1年10月11日 令和7年11月30日 令和1年10月11日
000028 2000174365 フロレスタ・カーロ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 森脇 健太郎 神北(宝健)第1-230 令和1年10月11日 令和6年11月30日 令和1年10月11日
000028 2000174366 ＳＰＩＮＮＳ　ＶＩＮＴＡＧＥ＆ＣＡＦＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社ヒューマンフォーラム 代表取締役 出路 雅明 604-0000 京都府京都市中京区寺町通蛸薬師上ル式部町261 752128991 神北(宝健)第1-229 令和1年10月11日 令和6年11月30日 令和1年10月11日
000028 2000174385 カフェ　ＬＥＡＦ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 797982225 飲食店営業(4)その他 露店 木本 秀巳 神北(宝健)第1-234 令和1年10月16日 令和6年11月30日 令和1年10月16日
000028 2000174399 三田まほろばブレッツァ 669-1337 三田市学園4-1 795567715 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 布袋クリエイティブ合同会社 代表社員 梶谷 麻理 669-5325 兵庫県豊岡市日高町堀236 796425527 神北(宝健)第1-223 令和1年10月11日 令和7年11月30日 令和1年10月11日
000028 2000174401 三田まほろばブレッツァ 669-1337 三田市学園4-1 795567715 菓子製造業 一般 布袋クリエイティブ合同会社 代表社員 梶谷 麻理 669-5325 兵庫県豊岡市日高町堀236 796425527 神北(宝健)第1-225 令和1年10月11日 令和7年11月30日 令和1年10月11日
000028 2000174404 三田まほろばブレッツァ 669-1337 三田市学園4-1 795567715 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 布袋クリエイティブ合同会社 代表社員 梶谷 麻理 669-5325 兵庫県豊岡市日高町堀236 796425527 神北(宝健)第1-228 令和1年10月11日 令和6年11月30日 令和1年10月11日
000028 2000174405 パンネル可成 665-0022 宝塚市野上1-1-23 797728787 菓子製造業 一般 株式会社一麦 代表取締役 羽鹿 正紀 665-0013 兵庫県宝塚市宝梅1-12-7 797728787 神北(宝健)第1-235 令和1年10月17日 令和7年11月30日 令和1年10月17日
000028 2000174408 コーヒープリンセス 665-0844 宝塚市武庫川町3-7-101 797982073 飲食店営業(4)その他 一般 宮崎 美紀 神北(宝健)第1-232 令和1年10月15日 令和7年11月30日 令和1年10月15日
000028 2000174411 株式会社コスモス食品 669-1333 三田市下内神655 795671141 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社コスモス食品 代表取締役 圓井 康輔 669-1333 兵庫県三田市下内神655 795671141 神北(宝健)第1-221 令和1年10月10日 令和8年11月30日 令和1年10月10日
000028 2000174447 Ｂｏｓｓ　Ｔｏｎ（ぼすとん） 669-1528 三田市駅前町9-2 795635858 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＤＥＫＵＮＩＯ 代表取締役 福西 文彦 669-1535 兵庫県三田市南が丘1-51-2 795602525 神北(宝健)第1-237 令和1年10月21日 令和7年11月30日 令和1年10月21日
000028 2000174448 福西商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 福西 文彦 神北(宝健)第1-238 令和1年10月21日 令和6年11月30日 令和1年10月21日



000028 2000174454 Ｋ’ｓＰｉｔ　ＤＩＮＥＲ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 大村 憲太郎 神北(宝健)第1-239 令和1年10月23日 令和6年11月30日 令和1年10月23日
000028 2000174455 株式会社天保堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社天保堂 代表取締役 天木 健弘 458-0917 愛知県名古屋市緑区武路町109-1 528253969 神北(宝健)第1-240 令和1年10月23日 令和6年11月30日 令和1年10月23日
000028 2000174465 呑み処　一宇 665-0043 宝塚市高松町10-18 飲食店営業(4)その他 一般 運天 未来 神北(宝健)第1-241 令和1年10月23日 令和7年11月30日 令和1年10月23日
000028 2000174488 ＫＯＮＡＫＡ 665-0852 宝塚市売布4-10-6 菓子製造業 一般 小中 沙里 神北(宝健)第1-244 令和1年10月24日 令和7年11月30日 令和1年10月24日
000028 2000174502 ののや 665-0877 宝塚市中山桜台5-22-1 797786200 飲食店営業(4)その他 一般 池ノ上 寛 神北(宝健)第1-245 令和1年10月25日 令和7年11月30日 令和1年10月25日
000028 2000174517 わら焼き酒場　三田駅前店 669-1529 三田市中央町2-24 795656660 そうざい製造業 一般 株式会社オフィスＯＮＥ 代表取締役 中村 敦司 669-1529 兵庫県三田市中央町2-24 795656660 神北(宝健)第1-247 令和1年10月25日 令和7年11月30日 令和1年10月25日
000028 2000174528 そんぽの家Ｓ宝塚小林　厨房 665-0056 宝塚市中野町9-28 797765281 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ＳＯＭＰＯケアフーズ株式会社 代表取締役 中村 安志 140-0002 東京都品川区東品川4-12-8 357151755 神北(宝健)第1-243 令和1年10月24日 令和8年11月30日 令和1年10月24日
000028 2000174529 木村商店 665-0836 菓子製造業 露店 木村 正幸 神北(宝健)第1-242 令和1年10月24日 令和6年11月30日 令和1年10月24日
000028 2000174532 ＬＡＲＭＥ阪急宝塚店 665-0003 宝塚市湯本町5-21銀馬車ビル5Ｆ 797788566 飲食店営業(4)その他 一般 後藤 靖裕 神北(宝健)第1-248 令和1年10月28日 令和7年11月30日 令和1年10月28日
000028 2000174559 海　－ｕｍｉ－ 669-1535 三田市南が丘1-51-1 飲食店営業(4)その他 一般 東 健太 神北(宝健)第1-250 令和1年10月29日 令和7年11月30日 令和1年10月29日
000028 2000174607 かつ福 669-1313 三田市福島412 795676616 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＤＥＫＵＮＩＯ 代表取締役 福西 文彦 669-1535 兵庫県三田市南が丘1-51-2 795602525 神北(宝健)第1-252 令和1年10月31日 令和7年11月30日 令和1年10月31日
000028 2000174682 龍心亭 669-1544 三田市武庫が丘7-5 795644151 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社三田屋本店 代表取締役 廣岡 賢治 669-1544 兵庫県三田市武庫が丘7-5 795644151 神北(宝健)第1-255 令和1年11月7日 令和7年11月30日 令和1年11月7日
000028 2000174727 スターバックスコーヒー  新三田桜のこみち公園店 669-1313 三田市福島1-1 795556661 飲食店営業(4)その他 一般 スターバックスコーヒージャパン株式会社 代表取締役 水口 貴文 141-0021 東京都品川区上大崎2-25-2 357455510 神北(宝健)第1-257 令和1年11月11日 令和8年11月30日 令和1年11月11日
000028 2000174736 淡路屋 665-0035 宝塚市逆瀬川1-2-1アピア１　Ｂ１ 797712370 飲食店営業(4)その他 一般 横瀬 進 神北(宝健)第1-258 令和1年11月12日 令和7年11月30日 令和1年11月12日
000028 2000174737 淡路屋 665-0035 宝塚市逆瀬川1-2-1アピア１　Ｂ１ 797712370 食肉販売業 一般 横瀬 進 神北(宝健)第1-259 令和1年11月12日 令和7年11月30日 令和1年11月12日
000028 2000174747 迫谷商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 迫谷 桭一 神北(宝健)第1-260 令和1年11月13日 令和6年11月30日 令和1年11月13日
000028 2000174748 迫谷商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 迫谷 桭一 神北(宝健)第1-261 令和1年11月13日 令和6年11月30日 令和1年11月13日
000028 2000174765 新月　宝塚店 665-0873 宝塚市長尾町85-4 797880141 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社吉蔓 代表取締役 吉田 明広 669-1331 兵庫県三田市広野92 795671108 神北(宝健)第1-262 令和1年11月13日 令和7年11月30日 令和1年11月13日
000028 2000174773 利久 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 643938832 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社利久 代表取締役 亀井 利二 989-2436 宮城県岩沼市吹上2-2-36-1 223293440 神北(宝健)第1-265 令和1年11月15日 令和6年11月30日 令和1年11月15日
000028 2000174782 カフェ　リストランテ　アグリ 669-1413 三田市下槻瀬655-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 太原 智之 神北(宝健)第1-266 令和1年11月15日 令和7年11月30日 令和1年11月15日
000028 2000174822 ＰŌ（ｐｅａｃｅｆｕｌ　ｓｐａｃｅ） 665-0807 宝塚市長尾台1-9-13 飲食店営業(4)その他 一般 坂田 寿子 神北(宝健)第1-267 令和1年11月18日 令和7年11月30日 令和1年11月18日
000028 2000174823 ＰŌ（ｐｅａｃｅｆｕｌ　ｓｐａｃｅ） 665-0807 宝塚市長尾台1-9-13 菓子製造業 一般 坂田 寿子 神北(宝健)第1-268 令和1年11月18日 令和7年11月30日 令和1年11月18日
000028 2000174826 牧野商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 牧野 ひろみ 神北(宝健)第1-269 令和1年11月20日 令和6年11月30日 令和1年11月20日
000028 2000174865 謝謝珍珠 669-1321 三田市けやき台1-6-2ＡＥＯＮ三田ウッディタウン一番街 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社another choice 代表取締役 松井 仁志 151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-3-8 367211600 神北(宝健)第1-270 令和1年11月20日 令和7年11月30日 令和1年11月20日
000028 2000174884 中国菜　香山 665-0033 宝塚市伊孑志3-12-37逆瀬川ロイヤルハイツ105号 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宇陀 正史 神北(宝健)第1-271 令和1年11月22日 令和7年11月30日 令和1年11月22日
000028 2000174908 手包み餃子　國森惣店 669-1529 三田市中央町11-14 795587744 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社クニツグフード 代表取締役 國次 博 669-1529 兵庫県三田市中央町11-11 神北(宝健)第1-272 令和1年11月25日 令和7年11月30日 令和1年11月25日
000028 2000174918 大衆酒場　アニトラ 669-1529 三田市中央町11-14 795567011 飲食店営業(4)その他 一般 Ｎ・Ｙ・フードサービス株式会社 代表取締役 山内 直也 669-1526 兵庫県三田市相生町1-40相生スカイパーク１Ｆ 795622951 神北(宝健)第1-273 令和1年11月25日 令和7年11月30日 令和1年11月25日
000028 2000174943 蓮 665-0836 宝塚市清荒神1-11-1 飲食店営業(4)その他 一般 野条 紀和 神北(宝健)第1-276 令和1年11月27日 令和7年11月30日 令和1年11月27日
000028 2000175032 業務スーパー三田中央店（馳走菜） 669-1529 三田市中央町19-23 795530039 菓子製造業 一般 株式会社　大洋商事 代表取締役 松戸 美代子 669-1529 兵庫県三田市中央町7-18株式会社防音内 795622190 神北(宝健)第1-279 令和1年11月28日 令和7年11月30日 令和1年11月28日
000028 2000175033 ＫＲＡＭ 665-0054 宝塚市鹿塩1-18-6 飲食店営業(4)その他 一般 荒岡 咲子 神北(宝健)第1-284 令和1年11月29日 令和7年11月30日 令和1年11月29日
000028 2000175034 ＫＲＡＭ 665-0054 宝塚市鹿塩1-18-6 菓子製造業 一般 荒岡 咲子 神北(宝健)第1-285 令和1年11月29日 令和7年11月30日 令和1年11月29日
000028 2000175035 ＲＯＣＣＡ＆ＦＲＩＥＮＤＳ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 有限会社インジェクターイーユナイテッド 取締役 寺本 恵里 569-1123 大阪府高槻市芥川町1-15-15 726812300 神北(宝健)第1-286 令和1年11月29日 令和6年11月30日 令和1年11月29日
000028 2000175050 池カラ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社ＪＥＮＮＹ 代表取締役 櫃本 秀一 580-0026 大阪府松原市天美我堂7-1-9 神北(宝健)第1-287 令和1年12月3日 令和7年2月28日 令和1年12月3日
000028 2000175074 ＢＡＲ　ＷＩＳＴＥＲＩＡ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社ウイステリアフーズ 代表取締役 藤川 修司 534-0025 大阪府大阪市都島区片町2-7-12-1F 668813623 神北(宝健)第1-289 令和1年12月5日 令和7年2月28日 令和1年12月5日
000028 2000175078 ラジオテック 665-0035 宝塚市逆瀬川2-8-38 797749555 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社ラジオテック 代表取締役 枝川 大輔 665-0035 兵庫県宝塚市逆瀬川2-8-38 797749555 神北(宝健)第1-290 令和1年12月5日 令和7年2月28日 令和1年12月5日
000028 2000175079 ラジオテック 665-0035 宝塚市逆瀬川2-8-38 797749555 菓子製造業 自動車 株式会社ラジオテック 代表取締役 枝川 大輔 665-0035 兵庫県宝塚市逆瀬川2-8-38 797749555 神北(宝健)第1-291 令和1年12月5日 令和7年2月28日 令和1年12月5日
000028 2000175083 ラジオテック 665-0035 宝塚市逆瀬川2-8-38 797749555 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ラジオテック 代表取締役 枝川 大輔 665-0035 兵庫県宝塚市逆瀬川2-8-38 797749555 神北(宝健)第1-292 令和1年12月5日 令和8年2月28日 令和1年12月5日
000028 2000175084 ラジオテック 665-0035 宝塚市逆瀬川2-8-38 797749555 菓子製造業 一般 株式会社ラジオテック 代表取締役 枝川 大輔 665-0035 兵庫県宝塚市逆瀬川2-8-38 797749555 神北(宝健)第1-293 令和1年12月5日 令和8年2月28日 令和1年12月5日
000028 2000175107 鶏あえず 669-1529 三田市中央町11-11 795592639 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社クニツグフード 代表取締役 國次 博 669-1529 兵庫県三田市中央町11-11 神北(宝健)第1-297 令和1年12月6日 令和8年2月28日 令和1年12月6日
000028 2000175135 咲蔵 669-1528 三田市駅前町9-14 795556008 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＤＥＫＵＮＩＯ 代表取締役 福西 文彦 669-1535 兵庫県三田市南が丘1-51-2 795602525 神北(宝健)第1-295 令和1年12月6日 令和8年2月28日 令和1年12月6日
000028 2000175142 ＳＰＩＮ－ＯＦＦ  ＣＯＦＦＥＥ　ＲＯＡＳＴＥＲＳ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 森屋 恵慈 神北(宝健)第1-298 令和1年12月11日 令和7年2月28日 令和1年12月11日
000028 2000175152 珈琲館　ベア 665-0035 宝塚市逆瀬川1-11-1　アピア2-221 797764360 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社建築工房集 代表取締役 奥迫 多喜子 665-0033 兵庫県宝塚市伊孑志1-7-34 797764360 神北(宝健)第1-299 令和1年12月12日 令和8年2月28日 令和1年12月12日
000028 2000175194 Ｎ。　ＮＯＴＲＥ　ＳＯＵＨＡＩＴ 665-0072 宝塚市千種4-19-13 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小森 勝美 神北(宝健)第1-302 令和1年12月16日 令和8年2月28日 令和1年12月16日
000028 2000175210 うまいもん酒房　和来 669-1528 三田市駅前町6-5 795010770 飲食店営業(4)その他 一般 高山 和成 神北(宝健)第1-300 令和1年12月13日 令和8年2月28日 令和1年12月13日
000028 2000175301 古民家茶屋　花乃舎 669-1504 三田市小野216-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 唯 文砂子 神北(宝健)第1-304 令和1年12月19日 令和8年2月28日 令和1年12月19日
000028 2000175315 三宅酒店 665-0055 宝塚市大成町7-21 飲食店営業(4)その他 一般 三宅 美佐子 神北(宝健)第1-303 令和1年12月19日 令和8年2月28日 令和1年12月19日
000028 2000175336 ＲｅＢｏｒＮ 665-0034 宝塚市小林2-9-26 797267889 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 阪本 由美子 神北(宝健)第1-305 令和1年12月20日 令和8年2月28日 令和1年12月20日
000028 2000175443 銀座に志かわ宝塚店 665-0845 宝塚市栄町2-1-1ソリオ宝塚１　ＧＦ 797832400 菓子製造業 一般 ＪＡＭ株式会社 代表取締役 大森 彬史 530-0047 大阪府大阪市北区西天満1-9-12 643973320 神北(宝健)第1-306 令和1年12月24日 令和8年2月28日 令和1年12月24日
000028 2000175514 Ｇａｌｌｅｒｙ  茶論　ろうざん 669-1516 三田市友が丘2-29-1 飲食店営業(4)その他 一般 髙橋 美由紀 神北(宝健)第1-307 令和1年12月25日 令和8年2月28日 令和1年12月25日
000028 2000175517 大分からあげ　わん　小林店 665-0034 宝塚市小林5-5-36松下店舗101号 797746336 飲食店営業(4)その他 一般 髙木 大助 神北(宝健)第1-309 令和1年12月26日 令和8年2月28日 令和1年12月26日
000028 2000175529 H'S caffè 665-0053 宝塚市駒の町1-1　阪神競馬場内 1F 798537819 飲食店営業(4)その他 一般 一般財団法人競馬共助会 代表理事 吉﨑 一郎 183-0024 東京都府中市日吉町1番地1 423038355 神北(宝健)第1-308 令和1年12月26日 令和8年2月28日 令和1年12月26日
000028 2000175540 レビューショップⅠ内　福進堂総本店 665-0845 宝塚市栄町1-1-57 797856858 菓子製造業 一般 株式会社　福進堂総本店 代表取締役 石橋 直樹 652-0811 兵庫県神戸市兵庫区新開地5-2-14 078-575-3125 神北(宝健)第1-311 令和1年12月27日 令和8年2月28日 令和1年12月27日
000028 2000175543 ＩＮＣＬＩＮＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 奥田 達郎 神北(宝健)第1-313 令和1年12月27日 令和7年2月28日 令和1年12月27日
000028 2000175553 Ｌｅｍｏｎ　Ｔｒｅｅ 665-0056 宝塚市中野町1-9　山田マンション102 797843922 飲食店営業(4)その他 一般 特定非営利活動法人コスモス 理事長 木本 大輔 665-0056 兵庫県宝塚市中野町20-10 797728739 神北(宝健)第1-314 令和2年1月7日 令和8年2月28日 令和2年1月7日
000028 2000175656 ライフデリ宝塚店 665-0815 宝塚市山本丸橋2-15-11-101 797696637 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社ジェイ・ネスト 代表取締役 野澤 文昭 660-0063 兵庫県尼崎市大庄北4-3-14 神北(宝健)第1-319 令和2年1月22日 令和8年2月28日 令和2年1月22日
000028 2000175677 イッツ・ア・ビューティフル・デイ・コーヒー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 德山 祐治 神北(宝健)第1-321 令和2年1月24日 令和7年2月28日 令和2年1月24日
000028 2000175692 手創り　バル　レストランごーしゅ 665-0852 宝塚市売布2-11-1　101 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福田 直樹 神北(宝健)第1-320 令和2年1月22日 令和8年2月28日 令和2年1月22日
000028 2000175694 ｃａｆｅ　Ｊｅｎｎｙ 665-0842 宝塚市川面3-16-13 797840841 飲食店営業(4)その他 一般 福田 義則 神北(宝健)第1-315 令和2年1月20日 令和8年2月28日 令和2年1月20日
000028 2000175697 細見商店 669-1222 宝塚市境野字塩ノ橋26-2 797911164 魚介類販売業 一般 細見 正継 神北(宝健)第1-317 令和2年1月21日 令和8年2月28日 令和2年1月21日
000028 2000175721 焼肉処　一品一会　小林店 665-0056 宝塚市中野町1-14 797747702 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社一品一会 代表取締役 亀井 明彦 546-0001 大阪府大阪市東住吉区今林一丁目2番68号大阪市中央卸売市場東部市場内 667561112 神北(宝健)第1-322 令和2年1月28日 令和9年2月28日 令和2年1月28日
000028 2000175722 一品一会　小林店 665-0056 宝塚市中野町1-14 797747702 食肉販売業 一般 株式会社一品一会 代表取締役 亀井 明彦 546-0001 大阪府大阪市東住吉区今林一丁目2番68号大阪市中央卸売市場東部市場内 667561112 神北(宝健)第1-323 令和2年1月28日 令和9年2月28日 令和2年1月28日
000028 2000175724 一品一会　小林店 665-0056 宝塚市中野町1-14 797747702 食肉処理業 一般 株式会社一品一会 代表取締役 亀井 明彦 546-0001 大阪府大阪市東住吉区今林一丁目2番68号大阪市中央卸売市場東部市場内 667561112 神北(宝健)第1-325 令和2年1月28日 令和9年2月28日 令和2年1月28日
000028 2000175726 焼肉処　一品一会　花のみち店 665-0845 宝塚市栄町1-6-1　花のみちセルカ1番館2F 797870301 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社一品一会 代表取締役 亀井 明彦 546-0001 大阪府大阪市東住吉区今林一丁目2番68号大阪市中央卸売市場東部市場内 667561112 神北(宝健)第1-326 令和2年1月28日 令和8年2月28日 令和2年1月28日
000028 2000175736 福篭 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 神北(宝健)第1-329 令和2年1月29日 令和7年2月28日 令和2年1月29日
000028 2000175758 ドミノピザ　三田市役所前店 669-1513 三田市三輪2-1-12　1F 795656464 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＹＳＧ 代表取締役 山下 蓮 669-1513 兵庫県三田市三輪2-1-12　1F 795656464 神北(宝健)第1-330 令和2年1月29日 令和8年2月28日 令和2年1月29日
000028 2000175772 永楽庵　宮の町店 665-0843 宝塚市宮の町2-1 797868856 菓子製造業 一般 松尾 道子 神北(宝健)第1-332 令和2年1月31日 令和8年2月28日 令和2年1月31日
000028 2000175785 やりばんが 669-1515 三田市大原713-1 795090143 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ハンターズインク 代表取締役 石田 裕史 669-1515 兵庫県三田市大原713番地1 神北(宝健)第1-334 令和2年1月31日 令和8年2月28日 令和2年1月31日
000028 2000175786 やりばんが 669-1515 三田市大原713-1 795090143 食肉販売業 一般 株式会社ハンターズインク 代表取締役 石田 裕史 669-1515 兵庫県三田市大原713番地1 神北(宝健)第1-335 令和2年1月31日 令和8年2月28日 令和2年1月31日
000028 2000175790 ｉｂｉｓ 669-1529 三田市中央町11-17　２Ｆ 795587850 飲食店営業(4)その他 一般 東 健太 神北(宝健)第1-337 令和2年1月31日 令和8年2月28日 令和2年1月31日
000028 2000175876 おととごはん味保 669-1529 三田市中央町10-16 795567185 飲食店営業(4)その他 一般 赤坂 豪司 神北(宝健)第1-342 令和2年2月7日 令和8年2月28日 令和2年2月7日
000028 2000175877 おととごはん味保 669-1529 三田市中央町10-16 795567185 菓子製造業 一般 赤坂 豪司 神北(宝健)第1-343 令和2年2月7日 令和8年2月28日 令和2年2月7日
000028 2000175899 宝塚山本ダイニング 665-0816 宝塚市平井3-15-24 797897221 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社美味しい料理 代表取締役 依田 平 530-0003 大阪府大阪市北区堂島2-2-2 664565626 神北(宝健)第1-346 令和2年2月12日 令和9年2月28日 令和2年2月12日
000028 2000175901 中国料理　天意　調教師騎手食堂 665-0053 宝塚市駒の町1-1 798517151 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 誠信旅貿株式会社 代表取締役 侯 志剛 613-0916 京都府京都市伏見区淀美豆町684番地ライオンズマンション淀リバーサイド405号室 756325255 神北(宝健)第1-345 令和2年2月12日 令和8年2月28日 令和2年2月12日
000028 2000175904 宝塚中華　ぱんだ楼 665-0035 宝塚市逆瀬川1-11-1アピア2　１Ｆ 797616070 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 草場 一希 神北(宝健)第1-347 令和2年2月12日 令和7年2月28日 令和2年2月12日
000028 2000175971 齋藤商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 齋藤 直 神北(宝健)第1-360 令和2年2月18日 令和7年2月28日 令和2年2月18日
000028 2000175976 寿ノ湯　ファンクスキッチン 669-1547 三田市富士が丘5-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社レック 代表取締役 高橋 泉 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-3 783603920 神北(宝健)第1-340 令和2年2月6日 令和8年2月28日 令和2年2月6日
000028 2000175977 寿ノ湯　ファンクスキッチン 669-1547 三田市富士が丘5-2 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社レック 代表取締役 高橋 泉 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-3-3 783603920 神北(宝健)第1-341 令和2年2月6日 令和7年2月28日 令和2年2月6日
000028 2000176018 広島焼・鉄板焼　たかしょう 669-1311 三田市加茂1086-1 飲食店営業(4)その他 露店 佐藤 正一 神北(宝健)第1-357 令和2年2月13日 令和7年2月28日 令和2年2月13日
000028 2000176023 Ｂｏａ　Ｓｏｒｔｅ 665-0816 宝塚市平井2-7-11 797971658 菓子製造業 一般 山口 真佐子 神北(宝健)第1-361 令和2年2月18日 令和8年2月28日 令和2年2月18日
000028 2000176030 ｚｕｋｅｋｕｒａ　ＤＥＬＩ＆ＣＡＦＥ 665-0003 宝塚市湯本町2-5スイングイン宝塚　1Ｆ 797788710 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＰＲＡＧ 代表取締役 野口 清史 665-0816 兵庫県宝塚市平井4-4-33 797889321 神北(宝健)第1-359 令和2年2月18日 令和8年2月28日 令和2年2月18日
000028 2000176032 金山明大ラーメン 669-1358 三田市藍本3570-211 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 岡 伸一郎 神北(宝健)第1-358 令和2年2月17日 令和8年2月28日 令和2年2月17日
000028 2000176045 ＳＡＫＡＮＡＤＡＫＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社千海 代表取締役 小西 基幸 516-1532 三重県度会郡南伊勢町小方竈165-7 596760282 神北(宝健)第1-362 令和2年2月20日 令和7年2月28日 令和2年2月20日
000028 2000176118 炭蓮 665-0045 宝塚市光明町29-3 797779210 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社オーキャット 代表取締役 池田 隆昭 665-0045 兵庫県宝塚市光明町29-3 797779210 神北(宝健)第1-366 令和2年2月25日 令和8年2月28日 令和2年2月25日
000028 2000176129 小山ファーム 669-1503 三田市乙原1513-66 そうざい製造業 一般 小山 雅弘 神北(宝健)第1-363 令和2年2月21日 令和8年2月28日 令和2年2月21日
000028 2000176131 整骨院ｃａｆｅ　波豆 669-1221 宝塚市波豆谷田東掛10-7 飲食店営業(4)その他 一般 嘉納 由美 神北(宝健)第1-365 令和2年2月25日 令和8年2月28日 令和2年2月25日
000028 2000176136 パンジー 665-0053 宝塚市駒の町1-1　阪神競馬場内 798533841 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社初亀 代表取締役 亀岡 育男 573-0051 大阪府枚方市三矢町2-5　コマサビル1Ｆ 728451980 神北(宝健)第1-368 令和2年2月26日 令和8年2月28日 令和2年2月26日
000028 2000176137 ドリンク　西 665-0053 宝塚市駒の町1-1　阪神競馬場内 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社初亀 代表取締役 亀岡 育男 573-0051 大阪府枚方市三矢町2-5　コマサビル1F 728451980 神北(宝健)第1-369 令和2年2月26日 令和8年2月28日 令和2年2月26日
000028 2000176138 ドリンク　東 665-0053 宝塚市駒の町1-1　阪神競馬場内 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社初亀 代表取締役 亀岡 育男 573-0051 大阪府枚方市三矢町2-5　コマサビル1F 728451980 神北(宝健)第1-370 令和2年2月26日 令和8年2月28日 令和2年2月26日
000028 2000176158 阪神競馬場　UMAJO SPOT 665-0053 宝塚市駒の町1-1 3F 798517151 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社フロンティアインターナショナル 代表取締役 河村 康宏 150-0002 東京都渋谷区渋谷三丁目3番5号 357783500 神北(宝健)第1-371 令和2年2月27日 令和8年2月28日 令和2年2月27日
000028 2000176179 オニゴッコ 669-1529 三田市中央町12-7 飲食店営業(4)その他 一般 井上 亜紀 神北(宝健)第1-372 令和2年2月27日 令和8年2月28日 令和2年2月27日
000028 2000176182 カラオケステージ　あっちゃん 665-0035 宝塚市逆瀬川1-5-24 飲食店営業(4)その他 一般 神北(宝健)第1-379 令和2年2月28日 令和8年2月28日 令和2年2月28日
000028 2000176184 まんまるや 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 鹿野 辰也 神北(宝健)第1-378 令和2年2月28日 令和7年2月28日 令和2年2月28日
000028 2000176194 ダルバート 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社ケイエフイー 代表取締役 北岸 公男 552-0002 大阪府大阪市港区市岡元町1-6-39 665844761 神北(宝健)第1-380 令和2年3月3日 令和7年5月31日 令和2年3月3日
000028 2000176234 バー　ミューズ（ＢＡＲ　μ’ｓ） 669-1531 三田市天神2-12-1 795556227 飲食店営業(4)その他 一般 藤田 晴彦 神北(宝健)第1-381 令和2年3月4日 令和8年5月31日 令和2年3月4日
000028 2000176242 カラオケ　裕 669-1303 三田市末2233 飲食店営業(4)その他 一般 北脇 廣司 神北(宝健)第1-382 令和2年3月4日 令和8年5月31日 令和2年3月4日
000028 2000176259 ネオン 665-0003 宝塚市湯本町5-21第14マイダビル（銀馬車ビル）307号室 飲食店営業(4)その他 一般 中田 祐子 神北(宝健)第1-386 令和2年3月9日 令和8年5月31日 令和2年3月9日
000028 2000176270 エーム４３７１ 665-0827 宝塚市小浜4-5-1 797843869 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 エームサービス株式会社 代表取締役 小谷 周 107-0052 東京都港区赤坂二丁目23番1号 362347500 神北(宝健)第1-385 令和2年3月9日 令和8年5月31日 令和2年3月9日
000028 2000176271 宝塚ホテル　ペストリー・ベーカリー 665-0845 宝塚市栄町1-1-33　地下1階 797852610 菓子製造業 一般 株式会社阪急阪神ホテルズ 代表取締役 山中 直義 530-0012 大阪府大阪市北区芝田一丁目16番1号 636725231 神北(宝健)第1-373 令和2年2月28日 令和9年2月28日 令和2年2月28日
000028 2000176272 宝塚ホテル　コールドキッチン 665-0845 宝塚市栄町1-1-33　地下1階 797852610 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社阪急阪神ホテルズ 代表取締役 山中 直義 530-0012 大阪府大阪市北区芝田一丁目16番1号 636725231 神北(宝健)第1-374 令和2年2月28日 令和9年2月28日 令和2年2月28日
000028 2000176274 宝塚ホテル　宴会料理仕上げスペース 665-0845 宝塚市栄町1-1-33　1階 797852610 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社阪急阪神ホテルズ 代表取締役 山中 直義 530-0012 大阪府大阪市北区芝田一丁目16番1号 636725231 神北(宝健)第1-375 令和2年2月28日 令和9年2月28日 令和2年2月28日
000028 2000176278 宝塚ホテル  ビュッフェ＆カフェレストラン　アンサンブル 665-0845 宝塚市栄町1-1-33　2階 797852610 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社阪急阪神ホテルズ 代表取締役 山中 直義 530-0012 大阪府大阪市北区芝田一丁目16番1号 636725231 神北(宝健)第1-376 令和2年2月28日 令和9年2月28日 令和2年2月28日
000028 2000176279 宝塚ホテル　鉄板焼　風雅　切り出し 665-0845 宝塚市栄町1-1-33　2階 797852610 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急阪神ホテルズ 代表取締役 山中 直義 530-0012 大阪府大阪市北区芝田一丁目16番1号 636725231 神北(宝健)第1-377 令和2年2月28日 令和9年2月28日 令和2年2月28日
000028 2000176302 カフェ　ダイニング　メロウ　宝塚 665-0842 宝塚市川面5-10-32 797697444 飲食店営業(4)その他 一般 垂水 健悟 神北(宝健)第1-387 令和2年3月11日 令和8年5月31日 令和2年3月11日
000028 2000176329 ＮＰＯ法人ミレニアム地域活動支援センター  第２にじの家 669-1515 三田市大原一ツ塚2213 795590733 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人ミレニアム 理事 島津 智子 669-1513 兵庫県三田市三輪4-2-24 795590733 神北(宝健)第1-390 令和2年3月12日 令和8年5月31日 令和2年3月12日
000028 2000176337 幸せの黄金鯛焼き 665-0056 宝塚市中野町4-19 797778110 菓子製造業 一般 岸本 光則 神北(宝健)第1-391 令和2年3月13日 令和8年5月31日 令和2年3月13日
000028 2000176338 cafe 一品一会 665-0056 宝塚市中野町1-14 797747703 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社一品一会 代表取締役 亀井 明彦 546-0001 大阪府大阪市東住吉区今林一丁目2番68号大阪市中央卸売市場東部市場内 667561112 神北(宝健)第1-392 令和2年3月13日 令和8年5月31日 令和2年3月13日
000028 2000176351 ＴＲＡＴＴＯＲＩＡ　ＳＣＡＭＭＡＲＯ 665-0045 宝塚市光明町29-11 797971656 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 島 道彦 神北(宝健)第1-393 令和2年3月16日 令和8年5月31日 令和2年3月16日
000028 2000176352 ＴＲＡＴＴＯＲＩＡ　ＳＣＡＭＭＡＲＯ 665-0045 宝塚市光明町29-11 797971656 菓子製造業 一般 島 道彦 神北(宝健)第1-394 令和2年3月16日 令和8年5月31日 令和2年3月16日
000028 2000176389 羽束みそ 669-1415 三田市上槻瀬465 795690726 みそ製造業 一般 古門 一二美 神北(宝健)第1-396 令和2年3月17日 令和8年5月31日 令和2年3月17日
000028 2000176391 廃墟カフェ　ルーインズ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社ワイズスペースデザイン 代表取締役 安田 和也 669-1535 兵庫県三田市南が丘1-51-1 795061456 神北(宝健)第1-397 令和2年3月18日 令和7年5月31日 令和2年3月18日
000028 2000176412 パロパロ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 榎本 陽介 神北(宝健)第1-398 令和2年3月19日 令和7年5月31日 令和2年3月19日
000028 2000176442 カトマンドゥカリーＰＵＪＡ三田 669-1535 三田市南が丘2-3-27 795656200 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 SITAULA PUNNYA PRASAD 神北(宝健)第1-389 令和2年3月12日 令和8年5月31日 令和2年3月12日



000028 2000176485 アンドゥ 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　ｿﾘｵ1　ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾛｱ 797813540 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社Ｃ・コーポレーション 取締役 谷口 千景 560-0085 大阪府豊中市上新田4-4-22-1301 668310848 神北(宝健)第1-405 令和2年3月26日 令和8年5月31日 令和2年3月26日
000028 2000176487 有限会社大正庵 669-1313 三田市福島2-19 795670005 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社大正庵 代表取締役 大頭 晃一 669-1313 兵庫県三田市福島二丁目19番地 795670005 神北(宝健)第1-399 令和2年3月26日 令和8年5月31日 令和2年3月26日
000028 2000176550 三福 669-1528 三田市駅前町8-39-101 795590124 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＤＥＫＵＮＩＯ 代表取締役 福西 文彦 669-1535 兵庫県三田市南が丘1-51-2 795602525 神北(宝健)第1-403 令和2年3月26日 令和8年5月31日 令和2年3月26日
000028 2000176554 希望軒　新三田店 669-1541 三田市貴志2064-2 795621236 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＳＦヌードル 代表取締役 福西 文彦 669-1352 兵庫県三田市須磨田794-36 795602525 神北(宝健)第1-404 令和2年3月26日 令和8年5月31日 令和2年3月26日
000028 2000176555 和や　山手 665-0842 宝塚市川面5-6-1ベルボワビル203 797816281 飲食店営業(4)その他 一般 原田 聡子 神北(宝健)第1-406 令和2年3月26日 令和8年5月31日 令和2年3月26日
000028 2000176556 インド料理Ｂｏｎｏｂｏ 665-0842 宝塚市川面5-6-5　ﾁｪﾘｰﾃﾞ宝塚1F 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 湊 明子 神北(宝健)第1-407 令和2年3月27日 令和8年5月31日 令和2年3月27日
000028 2000176557 舌鼓　やさか 665-0842 宝塚市川面5-10-25ユニベール宝塚Ｔ201号 飲食店営業(4)その他 一般 上夷 加代 神北(宝健)第1-408 令和2年3月27日 令和8年5月31日 令和2年3月27日
000028 2000176559 広島お好み焼き　てんてん 665-0823 宝塚市安倉南1-24-11岡本ビル101号室 797618515 飲食店営業(4)その他 一般 早瀬 恒美 神北(宝健)第1-409 令和2年3月30日 令和8年5月31日 令和2年3月30日
000028 2000176585 侍からあげ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 中西 良 神北(宝健)第1-1 令和2年4月1日 令和7年5月31日 令和2年4月1日
000028 2000176603 ＳＡＫＥ市場グランマルシェ　中山寺店 665-0874 宝塚市中筋8-12-29 797889080 菓子製造業 一般 グランマルシェ株式会社 代表取締役 清水 浩夫 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3-5-26 662514560 神北(宝健)第1-2 令和2年4月2日 令和8年5月31日 令和2年4月2日
000028 2000176631 (有)髙田家 669-1535 三田市南が丘1-36-20 795637591 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社髙田家 代表取締役 髙田 勇 669-1547 兵庫県三田市富士が丘6-21-6 795621227 神北(宝健)第1-7 令和2年4月6日 令和8年5月31日 令和2年4月6日
000028 2000176668 スパイスカレーミルズ 665-0842 宝塚市川面5-10-25 797867510 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 久木田 郁哉 神北(宝健)第1-8 令和2年4月9日 令和8年5月31日 令和2年4月9日
000028 2000176679 からだが　よろこぶ　おそうざい　そらまめ 665-0022 宝塚市野上6-12-9 797204566 飲食店営業(4)その他 一般 西山 百合子 神北(宝健)第1-9 令和2年4月10日 令和8年5月31日 令和2年4月10日
000028 2000176685 旬鮮割烹　釉吉 669-1544 三田市武庫が丘7-2-1　サミットホテル１Ｆ 795647073 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉田 直之 神北(宝健)第1-10 令和2年4月10日 令和8年5月31日 令和2年4月10日
000028 2000176686 ＦＲＯＧ　ＣＡＦＥ 669-1529 三田市中央町9-19　坊音ビル５Ｆ 795556160 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｃ２ＷＯＲＫ 代表取締役 岡 真也 651-1321 兵庫県三田市中央町9-19坊音第１ビル５階 神北(宝健)第1-11 令和2年4月10日 令和8年5月31日 令和2年4月10日
000028 2000176707 ラーメン　そら 669-1512 三田市高次1-11-5　フレイヴァーパーク103 飲食店営業(4)その他 一般 成尾 祥二 神北(宝健)第1-17 令和2年4月14日 令和8年5月31日 令和2年4月14日
000028 2000176712 ミュージックバー　ＧＫ 665-0021 宝塚市中州1-3-20 797737018 飲食店営業(4)その他 一般 長澤 啓之 神北(宝健)第1-25 令和2年4月15日 令和8年5月31日 令和2年4月15日
000028 2000176718 宝塚ホテル　宴会ホット 665-0845 宝塚市栄町1-1-33　地下1階 797852610 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社阪急阪神ホテルズ 代表取締役 山中 直義 530-0012 大阪府大阪市北区芝田一丁目16番1号 636725231 神北(宝健)第1-19 令和2年4月15日 令和9年5月31日 令和2年4月15日
000028 2000176719 宝塚ホテル　ラウンジ　ルネサンス 665-0845 宝塚市栄町1-1-33　1階 797852610 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急阪神ホテルズ 代表取締役 山中 直義 530-0012 大阪府大阪市北区芝田一丁目16番1号 636725231 神北(宝健)第1-20 令和2年4月15日 令和9年5月31日 令和2年4月15日
000028 2000176720 宝塚ホテル　宴会和食 665-0845 宝塚市栄町1-1-33　2階 797852610 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社阪急阪神ホテルズ 代表取締役 山中 直義 530-0012 大阪府大阪市北区芝田一丁目16番1号 636725231 神北(宝健)第1-21 令和2年4月15日 令和9年5月31日 令和2年4月15日
000028 2000176721 宝塚ホテル　日本料理　彩羽 665-0845 宝塚市栄町1-1-33　2階 797852610 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社阪急阪神ホテルズ 代表取締役 山中 直義 530-0012 大阪府大阪市北区芝田一丁目16番1号 636725231 神北(宝健)第1-22 令和2年4月15日 令和9年5月31日 令和2年4月15日
000028 2000176722 宝塚ホテル　鉄板焼　風雅 665-0845 宝塚市栄町1-1-33　2階 797852610 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社阪急阪神ホテルズ 代表取締役 山中 直義 530-0012 大阪府大阪市北区芝田一丁目16番1号 636725231 神北(宝健)第1-23 令和2年4月15日 令和8年5月31日 令和2年4月15日
000028 2000176725 宝塚ホテル　イベントガーデン　エクラス 665-0845 宝塚市栄町1-1-33　3階 797852610 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社阪急阪神ホテルズ 代表取締役 山中 直義 530-0012 大阪府大阪市北区芝田一丁目16番1号 636725231 神北(宝健)第1-24 令和2年4月15日 令和9年5月31日 令和2年4月15日
000028 2000176735 焼きたてパン　パンタジー 665-0823 宝塚市安倉南4-38-1コープ安倉内 797871500 菓子製造業 一般 阿部 健一 神北(宝健)第1-26 令和2年4月16日 令和8年5月31日 令和2年4月16日
000028 2000176759 Ｃａｆｅ　Ｓａ　Ａｎ（珈琲茶庵） 665-0805 宝塚市雲雀丘2-1-3-101 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡本 義彰 神北(宝健)第1-30 令和2年4月17日 令和8年5月31日 令和2年4月17日
000028 2000176760 三田ホルモン　宝塚店 665-0822 宝塚市安倉中3-11-11 797871040 食肉販売業 一般 大川 誠次 神北(宝健)第1-27 令和2年4月17日 令和8年5月31日 令和2年4月17日
000028 2000176761 三田ホルモン商店 669-1535 三田市南が丘1-17-35 795629040 食肉販売業 一般 山本 成樹 神北(宝健)第1-28 令和2年4月17日 令和8年5月31日 令和2年4月17日
000028 2000176765 永楽庵 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　ｿﾘｵ1　GF(B1) 797863863 菓子製造業 一般 松尾 道子 神北(宝健)第1-31 令和2年4月20日 令和8年5月31日 令和2年4月20日
000028 2000176774 ポプラ宝塚美幸町店 665-0042 宝塚市美幸町10-66 797266450 飲食店営業(4)その他 一般 羽柴産業株式会社 代表取締役 中村 俊根 670-0992 兵庫県姫路市福沢町148番地 792937066 神北(宝健)第1-32 令和2年4月21日 令和8年5月31日 令和2年4月21日
000028 2000176776 茶房　欅 665-0024 宝塚市逆瀬台6-9-10 797732184 飲食店営業(4)その他 一般 松室 勲 神北(宝健)第1-34 令和2年4月21日 令和8年5月31日 令和2年4月21日
000028 2000176782 ハッセルハウス 665-0061 宝塚市仁川北3-4-13 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｏｆｆｉｃｅ　Ｈａｓｓｅｌ 代表取締役 近藤 修平 665-0061 兵庫県宝塚市仁川北三丁目4番13号 神北(宝健)第1-35 令和2年4月21日 令和8年5月31日 令和2年4月21日
000028 2000176788 ｃａｆｅ　Ｔｕｂｕ 669-1346 三田市上相野355-1 795067266 菓子製造業 一般 合同会社ＤｅｎＤｅｎ 代表社員 岡田 幸惠 669-1324 兵庫県三田市ゆりのき台3-10-7 795651946 神北(宝健)第1-37 令和2年4月21日 令和8年5月31日 令和2年4月21日
000028 2000176789 就労継続支援Ｂ型事業所　ふたば 669-1315 三田市下井沢332-3 795069546 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 特定非営利活動法人ウェルネットさんだ 理事 江原 伯陽 669-1316 兵庫県三田市上井沢44-1 795675104 神北(宝健)第1-36 令和2年4月21日 令和8年5月31日 令和2年4月21日
000028 2000176825 ワンカルビ　宝塚店 665-0862 宝塚市今里町24-8 797822919 食肉販売業 一般 株式会社ワン・ダイニング 代表取締役 髙橋 淳 550-0013 大阪府大阪市西区新町1-27-9 665781290 神北(宝健)第1-41 令和2年4月23日 令和8年5月31日 令和2年4月23日
000028 2000176852 ベビーカステラ専門店　牡丹 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 寺井 大地 神北(宝健)第1-43 令和2年4月27日 令和7年5月31日 令和2年4月27日
000028 2000176862 龍潭 665-0823 宝塚市安倉南4-37-21 727347257 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＲＥＯＷＬ 代表取締役 山元 純一 665-0823 兵庫県宝塚市安倉南4-37-21 727347257 神北(宝健)第1-42 令和2年4月24日 令和8年5月31日 令和2年4月24日
000028 2000176865 ワンカルビ三田ウッディタウン店 669-1322 三田市すずかけ台3-2 795632989 食肉販売業 一般 株式会社ワン・ダイニング 代表取締役 髙橋 淳 550-0013 大阪府大阪市西区新町一丁目27番9号 665781290 神北(宝健)第1-40 令和2年4月23日 令和8年5月31日 令和2年4月23日
000028 2000176880 ショットバー　ロコ 669-1535 三田市南が丘1-40-22 飲食店営業(4)その他 一般 佐伯 大輔 神北(宝健)第1-45 令和2年4月27日 令和8年5月31日 令和2年4月27日
000028 2000176898 宝塚牧場株式会社 669-1222 宝塚市境野字柳谷1-1 797911301 乳製品製造業 一般 宝塚牧場株式会社 代表取締役 佐野 紳吾 665-0051 兵庫県宝塚市高司1-8-3 797911301 神北(宝健)第1-49 令和2年4月30日 令和8年5月31日 令和2年4月30日
000028 2000176903 ｃａｅｌｕ　ｃａｆｅ　ｋｅｒｏｒｏ 669-1537 三田市西山2-28-2ロイヤルスクエアＡ－２０２ 795625660 そうざい製造業 一般 松尾 智帆 神北(宝健)第1-44 令和2年4月27日 令和8年5月31日 令和2年4月27日
000028 2000176906 宝松苑ゴルフセンター 665-0016 宝塚市宝松苑13-86 797726225 飲食店営業(4)その他 一般 播磨不動産株式会社 代表取締役 和田 利八 665-0016 兵庫県宝塚市宝松苑13-86 797726225 神北(宝健)第1-50 令和2年4月30日 令和8年5月31日 令和2年4月30日
000028 2000176915 有楽調理食品株式会社 665-0043 宝塚市高松町2-12 797721457 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 有楽調理食品株式会社 代表取締役 松尾 圭祐 665-0043 兵庫県宝塚市高松町2-12 797721457 神北(宝健)第1-46 令和2年4月28日 令和9年5月31日 令和2年4月28日
000028 2000176928 ダイニング集い 665-0805 宝塚市雲雀丘2-1-3-203 727570908 飲食店営業(4)その他 一般 山根 あけみ 神北(宝健)第1-51 令和2年5月7日 令和8年5月31日 令和2年5月7日
000028 2000176966 農協市場館 パスカルさんだ　一番館 669-1514 三田市川除677-1 795637744 飲食店営業(4)その他 一般 兵庫六甲農業協同組合 代表理事 平尾 勝春 651-1313 兵庫県神戸市北区有野中町2-12-13 789816550 神北(宝健)第1-54 令和2年5月12日 令和8年5月31日 令和2年5月12日
000028 2000176974 そば処　三佳 665-0035 宝塚市逆瀬川1-11-27 797744778 めん類製造業 一般 中田 英樹 神北(宝健)第1-53 令和2年5月12日 令和8年5月31日 令和2年5月12日
000028 2000176985 木曽路　宝塚店 665-0033 宝塚市伊孑志3-15　ローズスクエア内 797728111 食肉販売業 一般 株式会社木曽路 代表取締役 内田 豊稔 466-0058 愛知県名古屋市昭和区白金三丁目18番13号 528721811 神北(宝健)第1-55 令和2年5月13日 令和8年5月31日 令和2年5月13日
000028 2000177006 中華そば　雀 665-0822 宝塚市安倉中2-12-34 797807466 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＳＵＺＵＭＥ 代表取締役 安田 智彦 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中二丁目10番52号 665857181 神北(宝健)第1-70 令和2年5月15日 令和8年5月31日 令和2年5月15日
000028 2000177010 野に咲く花のように 669-1544 三田市武庫が丘1-13　ケンゾーコーポレーションビル１Ｆ 795638220 飲食店営業(4)その他 一般 三原 友也 神北(宝健)第1-69 令和2年5月15日 令和8年5月31日 令和2年5月15日
000028 2000177011 マルナカ三田店 669-1543 三田市下深田字角ヲレ386-1 795596701 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3-52 825358500 神北(宝健)第1-57 令和2年5月14日 令和8年5月31日 令和2年5月14日
000028 2000177012 マルナカ三田店 669-1543 三田市下深田字角ヲレ386-1 795596701 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3-52 825358500 神北(宝健)第1-58 令和2年5月14日 令和8年5月31日 令和2年5月14日
000028 2000177013 マルナカ三田店 669-1543 三田市下深田字角ヲレ386-1 795596701 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3-52 825358500 神北(宝健)第1-59 令和2年5月14日 令和8年5月31日 令和2年5月14日
000028 2000177014 マルナカ三田店 669-1543 三田市下深田字角ヲレ386-1 795596701 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3-52 825358500 神北(宝健)第1-60 令和2年5月14日 令和8年5月31日 令和2年5月14日
000028 2000177015 マルナカ三田店 669-1543 三田市下深田字角ヲレ386-1 795596701 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3-52 825358500 神北(宝健)第1-61 令和2年5月14日 令和8年5月31日 令和2年5月14日
000028 2000177017 マルナカ三田店 669-1543 三田市下深田字角ヲレ386-1 795596701 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3-52 825358500 神北(宝健)第1-62 令和2年5月14日 令和8年5月31日 令和2年5月14日
000028 2000177019 マルナカ三田店 669-1543 三田市下深田字角ヲレ386-1 795596701 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3-52 825358500 神北(宝健)第1-64 令和2年5月14日 令和8年5月31日 令和2年5月14日
000028 2000177020 マルナカ三田店 669-1543 三田市下深田字角ヲレ386-1 795596701 喫茶店営業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3-52 825358500 神北(宝健)第1-65 令和2年5月14日 令和8年5月31日 令和2年5月14日
000028 2000177036 Ｙａｍａ’ｋｉｔｃｈｅｎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 山川 志帆 神北(宝健)第1-72 令和2年5月18日 令和7年5月31日 令和2年5月18日
000028 2000177047 ここ弁当 665-0033 宝塚市伊孑志3-15-3 797728070 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社宝膳 代表取締役 竹内 剛 665-0033 兵庫県宝塚市伊孑志3丁目15-3 797971476 神北(宝健)第1-73 令和2年5月19日 令和8年5月31日 令和2年5月19日
000028 2000177071 おうちＣａｆｅ　＆　Ｋｉｔｃｈｅｎ　ＥＲ 665-0006 宝塚市紅葉ガ丘1-4 797204171 飲食店営業(4)その他 一般 國見 恵里 神北(宝健)第1-74 令和2年5月20日 令和8年5月31日 令和2年5月20日
000028 2000177097 とりの館 665-0034 宝塚市小林5-4-24 797736005 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社館 代表取締役 水谷 公隆 665-0034 兵庫県宝塚市小林5-8-53 797714508 神北(宝健)第1-75 令和2年5月21日 令和8年5月31日 令和2年5月21日
000028 2000177124 山の恵　かりうど 669-1525 三田市対中町11-12 食肉処理業 一般 大西 進 神北(宝健)第1-76 令和2年5月22日 令和8年5月31日 令和2年5月22日
000028 2000177125 山の恵　かりうど 669-1525 三田市対中町11-12 食肉販売業 一般 大西 進 神北(宝健)第1-77 令和2年5月22日 令和8年5月31日 令和2年5月22日
000028 2000177126 山の恵　かりうど 669-1525 三田市対中町11-12 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 大西 進 神北(宝健)第1-78 令和2年5月22日 令和8年5月31日 令和2年5月22日
000028 2000177129 ピザーラ　お届け号　19号車 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社フォーシーズ 代表取締役 浅野 秀則 107-0062 東京都港区南青山5-12-4 334096000 神北(宝健)第1-82 令和2年5月25日 令和7年5月31日 令和2年5月25日
000028 2000177132 樂膳株式会社　宝塚工場 665-0043 宝塚市高松町16-7 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 樂膳株式会社 代表取締役 吉本 博次 661-0975 兵庫県尼崎市下坂部2-23-2 674949894 神北(宝健)第1-79 令和2年5月22日 令和8年5月31日 令和2年5月22日
000028 2000177133 樂膳株式会社　宝塚工場 665-0043 宝塚市高松町16-7 菓子製造業 一般 樂膳株式会社 代表取締役 吉本 博次 661-0975 兵庫県尼崎市下坂部2-23-2 674949894 神北(宝健)第1-80 令和2年5月22日 令和8年5月31日 令和2年5月22日
000028 2000177134 樂膳株式会社　宝塚工場 665-0043 宝塚市高松町16-7 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 樂膳株式会社 代表取締役 吉本 博次 661-0975 兵庫県尼崎市下坂部2-23-2 674949894 神北(宝健)第1-81 令和2年5月22日 令和8年5月31日 令和2年5月22日
000028 2000177149 ポコポコぺぺ 669-1535 三田市南が丘1-30-32 795620976 そうざい製造業 一般 株式会社ＰｏｃｏＰｏｃｏＰｅｐｅ 代表取締役 田原 勇士 669-1535 兵庫県三田市南が丘1-30-32 神北(宝健)第1-83 令和2年5月26日 令和8年5月31日 令和2年5月26日
000028 2000177150 ポコポコぺぺ 669-1535 三田市南が丘1-30-32 795620976 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社ＰｏｃｏＰｏｃｏＰｅｐｅ 代表取締役 田原 勇士 669-1535 兵庫県三田市南が丘1-30-32 神北(宝健)第1-84 令和2年5月26日 令和8年5月31日 令和2年5月26日
000028 2000177182 宝塚東高校食堂 665-0871 宝塚市中山五月台1-12-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡林 英明 神北(宝健)第1-85 令和2年5月27日 令和8年5月31日 令和2年5月27日
000028 2000177192 串かつ　ひげちゃん 665-0864 宝塚市泉町19-26 797870656 飲食店営業(4)その他 一般 大島 富弘 神北(宝健)第1-87 令和2年5月29日 令和8年5月31日 令和2年5月29日
000028 2000177232 白球堂 665-0035 宝塚市逆瀬川1-2-1-182 飲食店営業(4)その他 一般 大池 功 神北(宝健)第1-88 令和2年6月4日 令和8年8月31日 令和2年6月4日
000028 2000177239 ＪＯＫＥＲ 669-1529 三田市中央町11-17-201 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｓプラス 代表取締役 若江 俊介 669-1528 兵庫県三田市駅前町10-6 神北(宝健)第1-90 令和2年6月4日 令和8年8月31日 令和2年6月4日
000028 2000177243 くしん 669-1528 三田市駅前町4-27-C 795659488 飲食店営業(4)その他 一般 Ｋｔｗｏｆｉｖｅ株式会社 代表取締役 山本 健二 669-1528 兵庫県三田市駅前町3-10-108 神北(宝健)第1-92 令和2年6月4日 令和8年8月31日 令和2年6月4日
000028 2000177253 牛角　逆瀬川店 665-0033 宝塚市伊孑志3-8-19　馬殿ビル1F 797764429 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社レインズインターナショナル 代表取締役 澄川 浩太 220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号ランドマークタワー12階 452247022 神北(宝健)第1-89 令和2年6月4日 令和8年8月31日 令和2年6月4日
000028 2000177260 たねのがっこう 669-1544 三田市武庫が丘7-2-3 菓子製造業 一般 墨 順子 神北(宝健)第1-93 令和2年6月4日 令和8年8月31日 令和2年6月4日
000028 2000177261 たねのがっこう 669-1544 三田市武庫が丘7-2-3 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 墨 順子 神北(宝健)第1-94 令和2年6月4日 令和8年8月31日 令和2年6月4日
000028 2000177263 Ｌｉｌａｃ 669-1528 三田市駅前町8-7　2階 795556833 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社リラコーポレーション 代表取締役 髙本 芽衣 669-1528 兵庫県三田市駅前町8番7号2階 795556833 神北(宝健)第1-95 令和2年6月4日 令和8年8月31日 令和2年6月4日
000028 2000177266 大衆焼肉ホルモンやまだ 669-1528 三田市駅前町8-1 795592955 食肉販売業 一般 株式会社食楽研究所 代表取締役 福西 文彦 669-1352 兵庫県三田市須磨田794-36 795602525 神北(宝健)第1-96 令和2年6月4日 令和8年8月31日 令和2年6月4日
000028 2000177289 オクショウ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 田村 恵子 神北(宝健)第1-97 令和2年6月8日 令和7年8月31日 令和2年6月8日
000028 2000177310 くろこめ屋 665-0044 宝塚市末成町29-7　ファミールＭ105 飲食店営業(4)その他 一般 黒木 優美 神北(宝健)第1-101 令和2年6月9日 令和8年8月31日 令和2年6月9日
000028 2000177316 サンパレス 665-0034 宝塚市小林5-13-47　サンパレス逆瀬川３-１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 泰江 美佐緒 神北(宝健)第1-100 令和2年6月9日 令和8年8月31日 令和2年6月9日
000028 2000177329 Ｌｏｕｎｇｅ　Ｌ 669-1528 三田市駅前町4-27 795500017 飲食店営業(4)その他 一般 福本 一生 神北(宝健)第1-102 令和2年6月10日 令和8年8月31日 令和2年6月10日
000028 2000177332 新明和工業株式会社　役員食堂 665-0052 宝塚市新明和町1-1 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社東テスティパル 代表取締役 藤井 俊成 571-0045 大阪府門真市殿島町6番1号 669098181 神北(宝健)第1-99 令和2年6月9日 令和9年8月31日 令和2年6月9日
000028 2000177333 サムギョプサル専門店　竜馬 669-1526 三田市相生町26-21　シャルダン三田１Ｆ 795060493 食肉販売業 一般 橋間 淳子 神北(宝健)第1-103 令和2年6月10日 令和8年8月31日 令和2年6月10日
000028 2000177356 Ｌｏｕｎｇｅ　ＲＥＮ 669-1529 三田市中央町11-17-402 795653630 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｓプラス 代表取締役 若江 俊介 669-1528 兵庫県三田市駅前町10-6 795511502 神北(宝健)第1-104 令和2年6月12日 令和8年8月31日 令和2年6月12日
000028 2000177375 牛角　逆瀬川店 665-0033 宝塚市伊孑志3-8-19　馬殿ビル1F 797764429 食肉販売業 一般 株式会社レインズインターナショナル 代表取締役 澄川 浩太 220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号ランドマークタワー12階 452247022 神北(宝健)第1-105 令和2年6月15日 令和8年8月31日 令和2年6月15日
000028 2000177381 Ｓｉｎ 669-1529 三田市中央町11-17-101 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｓプラス 代表取締役 若江 俊介 669-1528 兵庫県三田市駅前町10-6 神北(宝健)第1-106 令和2年6月16日 令和8年8月31日 令和2年6月16日
000028 2000177401 韓国料理　ハルバン 665-0827 宝塚市小浜2-5-19西村ビル１Ｆ 797518680 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｋ．Ｊ　Ｇｒｏｕｐ 代表取締役 西村 潤基 665-0827 兵庫県宝塚市小浜2-5-19西村ビル１Ｆ 797518680 神北(宝健)第1-108 令和2年6月18日 令和8年8月31日 令和2年6月18日
000028 2000177428 嶋田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 嶋田 陽 神北(宝健)第1-109 令和2年6月23日 令和7年8月31日 令和2年6月23日
000028 2000177429 一品料理　味花 665-0033 宝塚市伊孑志3-16-26 797750015 飲食店営業(4)その他 一般 秋田 夕子 神北(宝健)第1-110 令和2年6月23日 令和8年8月31日 令和2年6月23日
000028 2000177494 じゅうじゅうカルビ三田ウッディタウン店 669-1321 三田市けやき台1-7 795538929 食肉販売業 一般 株式会社トマトアンドアソシエイツ 代表取締役 小林 大二 651-1431 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター1-2 789072555 神北(宝健)第1-111 令和2年6月26日 令和8年8月31日 令和2年6月26日
000028 2000177505 でんえん　ラーメン　宝塚店 665-0045 宝塚市光明町23-23 797738400 飲食店営業(4)その他 一般 田園商事株式会社 代表取締役 園田 直史 665-0013 兵庫県宝塚市宝梅2-7-6 797749501 神北(宝健)第1-112 令和2年6月29日 令和8年8月31日 令和2年6月29日
000028 2000177579 一粒万彩（イチリュウマンサイ） 669-1514 三田市川除677-1 795565588 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社サカイ企画 代表取締役 酒井 壽 669-1544 兵庫県三田市武庫が丘6-5-3 795673055 神北(宝健)第1-117 令和2年7月6日 令和8年8月31日 令和2年7月6日
000028 2000177623 和緒一 665-0842 宝塚市川面5-2-10奧ビル２Ｆ 797520550 飲食店営業(4)その他 一般 村田 稔 神北(宝健)第1-121 令和2年7月9日 令和8年8月31日 令和2年7月9日
000028 2000177635 カフェ　モチャ 665-0046 宝塚市福井町32-38 飲食店営業(4)その他 一般 吉田 圭子 神北(宝健)第1-118 令和2年7月9日 令和8年8月31日 令和2年7月9日
000028 2000177636 カフェ　モチャ 665-0046 宝塚市福井町32-38 菓子製造業 一般 吉田 圭子 神北(宝健)第1-119 令和2年7月9日 令和8年8月31日 令和2年7月9日
000028 2000177647 うなぎ処　うな富　本店 665-0816 宝塚市平井6-8-12 797801031 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社万一 代表取締役 中野 将忠 665-0877 兵庫県宝塚市中山桜台7-2-2 797266922 神北(宝健)第1-122 令和2年7月13日 令和8年8月31日 令和2年7月13日
000028 2000177691 三田　塩と醤 669-1535 三田市南が丘1-50-3 795538022 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社食楽研究所 代表取締役 福西 文彦 669-1352 兵庫県三田市須磨田794-36 795602525 神北(宝健)第1-123 令和2年7月13日 令和8年8月31日 令和2年7月13日
000028 2000177701 ２ｄｕｅ 665-0035 宝塚市逆瀬川1-15-3 797912424 飲食店営業(4)その他 一般 出口 智教 神北(宝健)第1-132 令和2年7月16日 令和8年8月31日 令和2年7月16日
000028 2000177702 飛龍 665-0874 宝塚市中筋3-21-1 797618806 飲食店営業(4)その他 一般 合同会社ＩＳホールディングス 代表社員 白旗 訓 665-0874 兵庫県宝塚市中筋2-11-1-301 797888437 神北(宝健)第1-133 令和2年7月17日 令和8年8月31日 令和2年7月17日
000028 2000177703 アンティークカフェ　カシェット 665-0845 宝塚市栄町1-1-11-2F 797852088 飲食店営業(4)その他 一般 山田 維久子 神北(宝健)第1-129 令和2年7月15日 令和8年8月31日 令和2年7月15日
000028 2000177732 ほわ家 669-1529 三田市中央町4-16 795588129 飲食店営業(4)その他 一般 下浦 知康 神北(宝健)第1-134 令和2年7月20日 令和8年8月31日 令和2年7月20日
000028 2000177740 かごの屋　宝塚店 665-0835 宝塚市旭町3-7-5 797815530 食肉販売業 一般 株式会社ＫＲフードサービス 代表取締役 望月 進 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋三丁目6番26号 668092143 神北(宝健)第1-130 令和2年7月15日 令和8年8月31日 令和2年7月15日
000028 2000177741 かごの屋　宝塚店 665-0835 宝塚市旭町3-7-5 797815530 魚介類販売業 一般 株式会社ＫＲフードサービス 代表取締役 望月 進 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋三丁目6番26号 668092143 神北(宝健)第1-131 令和2年7月15日 令和8年8月31日 令和2年7月15日
000028 2000177768 ほっとホット 669-1341 三田市西相野207-2 795683822 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人　オフコース 理事 村井 吉昭 669-1347 兵庫県三田市つつじが丘南3-8-9 795600271 神北(宝健)第1-135 令和2年7月27日 令和8年8月31日 令和2年7月27日
000028 2000177792 かごの屋　三田ウッディタウン店 669-1322 三田市すずかけ台3-2 795530886 食肉販売業 一般 株式会社ＫＲフードサービス 代表取締役 望月 進 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋三丁目6番26号 668092143 神北(宝健)第1-137 令和2年7月28日 令和9年8月31日 令和2年7月28日
000028 2000177793 かごの屋　三田ウッディタウン店 669-1322 三田市すずかけ台3-2 795530886 魚介類販売業 一般 株式会社ＫＲフードサービス 代表取締役 望月 進 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋三丁目6番26号 668092143 神北(宝健)第1-138 令和2年7月28日 令和9年8月31日 令和2年7月28日
000028 2000177812 焼きたてパン　パンタジー 665-0823 宝塚市安倉南4-38　コープ安倉内 797871500 飲食店営業(4)その他 一般 阿部 健一 神北(宝健)第1-139 令和2年7月31日 令和8年8月31日 令和2年7月31日
000028 2000177839 チャイナ　ダイニング　リウ 669-1529 三田市中央町12-1 795698366 菓子製造業 一般 西川 秀祐 神北(宝健)第1-140 令和2年7月31日 令和8年8月31日 令和2年7月31日
000028 2000177849 ㈱パティシエエスコヤマ　フレーム 669-1324 三田市ゆりのき台5-33-1 795643192 菓子製造業 一般 株式会社パティシエエスコヤマ 代表取締役 小山 進 669-1324 兵庫県三田市ゆりのき台5-32-1 795643192 神北(宝健)第1-141 令和2年8月3日 令和9年8月31日 令和2年8月3日
000028 2000177881 メルミルヒ 665-0844 宝塚市武庫川町7-64　１Ｆアトリエ前 797626800 飲食店営業(4)その他 露店 板野 茂樹 神北(宝健)第1-143 令和2年8月5日 令和7年8月31日 令和2年8月5日



000028 2000177885 シチニア工房 665-0836 宝塚市清荒神3-6-29 菓子製造業 一般 板野 茂樹 神北(宝健)第1-144 令和2年8月5日 令和8年8月31日 令和2年8月5日
000028 2000177892 ＳＨＩＫＡＮＯＫＯ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 グランシュシュ株式会社 代表取締役 柳川 くりあ 651-1304 兵庫県神戸市北区京地2-3-11 神北(宝健)第1-145 令和2年8月6日 令和7年8月31日 令和2年8月6日
000028 2000177893 ＳＨＩＫＡＮＯＫＯ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 グランシュシュ株式会社 代表取締役 柳川 くりあ 651-1304 兵庫県神戸市北区京地2-3-11 神北(宝健)第1-146 令和2年8月6日 令和7年8月31日 令和2年8月6日
000028 2000177897 天串と海鮮の店　はれ天 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社ココカラ 代表取締役 戸塚 寛 534-0016 大阪府大阪市都島区友渕町3-7-5 664545433 神北(宝健)第1-147 令和2年8月6日 令和7年8月31日 令和2年8月6日
000028 2000177905 たこやき　お好みやき　ひろ 665-0863 宝塚市三笠町3-6 797757621 飲食店営業(4)その他 一般 中島 智恵子 神北(宝健)第1-148 令和2年8月7日 令和8年8月31日 令和2年8月7日
000028 2000177957 学校法人　雲雀丘学園 665-0805 宝塚市雲雀丘4-2-1 727591300 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 淀川食品株式会社 代表取締役 田村 隆 532-0036 大阪府大阪市淀川区三津屋中1-1-2 663016831 神北(宝健)第1-151 令和2年8月17日 令和8年8月31日 令和2年8月17日
000028 2000177989 Ｉｓｈｉｎ～いしん～ 665-0033 宝塚市伊孑志1-4-49 797201005 飲食店営業(4)その他 一般 巣守 朋宏 神北(宝健)第1-152 令和2年8月18日 令和8年8月31日 令和2年8月18日
000028 2000177990 Ｇｒａｎｄ　Ｂｒｉｌｌｅｒ 669-1528 三田市駅前町4-24 795638889 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｓプラス 代表取締役 若江 俊介 669-1528 兵庫県三田市駅前町10-6 795511502 神北(宝健)第1-154 令和2年8月18日 令和8年8月31日 令和2年8月18日
000028 2000177993 株式会社こにし観光園 669-1401 三田市小柿1804 795691191 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社こにし観光園 代表取締役 小西 和世 669-1401 兵庫県三田市小柿1804 795691191 神北(宝健)第1-153 令和2年8月18日 令和8年8月31日 令和2年8月18日
000028 2000178053 ファミリーマート八景店 669-1525 三田市対中町25-20 795597277 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｔ２Ｏ 代表取締役 長野 紀子 669-1546 兵庫県三田市弥生が丘1-2-4 795698066 神北(宝健)第1-156 令和2年8月24日 令和8年8月31日 令和2年8月24日
000028 2000178061 ファミリーマート三田フラワータウン店 669-1546 三田市弥生が丘1-2-4 795698066 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｔ２Ｏ 代表取締役 長野 紀子 669-1546 兵庫県三田市弥生が丘1-2-4 795698066 神北(宝健)第1-160 令和2年8月24日 令和8年8月31日 令和2年8月24日
000028 2000178065 焼き菓子工房　ＨＡＮＫ 665-0034 宝塚市小林5-9-105　アネックス・カズ１Ａ 797246955 飲食店営業(4)その他 一般 小原 宏之 神北(宝健)第1-164 令和2年8月25日 令和8年8月31日 令和2年8月25日
000028 2000178066 焼き菓子工房　ＨＡＮＫ 665-0034 宝塚市小林5-9-105　アネックス・カズ１Ａ 797246955 菓子製造業 一般 小原 宏之 神北(宝健)第1-165 令和2年8月25日 令和8年8月31日 令和2年8月25日
000028 2000178067 炭火焼肉やきや三田店 669-1537 三田市西山2-28-2 795612955 飲食店営業(4)その他 一般 宮野 智好 神北(宝健)第1-166 令和2年8月25日 令和8年8月31日 令和2年8月25日
000028 2000178068 炭火焼肉やきや三田店 669-1537 三田市西山2-28-2 795612955 食肉販売業 一般 宮野 智好 神北(宝健)第1-167 令和2年8月25日 令和8年8月31日 令和2年8月25日
000028 2000178072 ジビエ宝の山 669-1211 宝塚市大原野南穴虫1-112-1 797736280 食肉処理業 一般 永井 由崇 神北(宝健)第1-168 令和2年8月26日 令和8年8月31日 令和2年8月26日
000028 2000178073 ジビエ宝の山 669-1211 宝塚市大原野南穴虫1-112-1 797736280 食肉販売業 一般 永井 由崇 神北(宝健)第1-169 令和2年8月26日 令和8年8月31日 令和2年8月26日
000028 2000178079 落合食堂 665-0035 宝塚市逆瀬川1-13-25 797788809 飲食店営業(4)その他 一般 落合 直充 神北(宝健)第1-170 令和2年8月26日 令和8年8月31日 令和2年8月26日
000028 2000178091 １８番フードコミニュケーションズ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 森重 卓 神北(宝健)第1-172 令和2年8月27日 令和7年8月31日 令和2年8月27日
000028 2000178098 四季の里　和平　宝塚店 665-0874 宝塚市中筋8-11-66 797617157 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社たじまじ 代表取締役 佐野 泰久 675-0103 兵庫県加古川市平岡町高畑490-1 794252200 神北(宝健)第1-174 令和2年8月28日 令和8年8月31日 令和2年8月28日
000028 2000178112 トークゆうゆう 669-1533 三田市三田町35-21 795590804 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人言語障害者の社会参加を支援する会しゃべろーよ 理事長 田中 昌明 669-1533 兵庫県三田市三田町35-21 795590804 神北(宝健)第1-173 令和2年8月27日 令和8年8月31日 令和2年8月27日
000028 2000178117 傾奇　－ＫＡＢＵＫＩ－ 669-1529 三田市中央町11-1　２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 廣岡 薫 神北(宝健)第1-176 令和2年8月28日 令和8年8月31日 令和2年8月28日
000028 2000178121 ＰＯＯＨ’Ｓ　ＨＯＵＳＥ 669-1322 三田市すずかけ台1-4-9 795062124 飲食店営業(4)その他 一般 門 恭司 神北(宝健)第1-177 令和2年8月28日 令和8年8月31日 令和2年8月28日
000028 2000178132 ローソン宝塚市役所前 665-0033 宝塚市伊孑志4-1-5 797712063 飲食店営業(4)その他 一般 森下 忠明 神北(宝健)第1-178 令和2年9月1日 令和9年11月30日 令和2年9月1日
000028 2000178146 ｃａｆｅ　ＭＫ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 村上 一樹 神北(宝健)第1-183 令和2年9月1日 令和7年11月30日 令和2年9月1日
000028 2000178163 都宝産業株式会社 665-0041 宝塚市御所の前町12-17 797722231 飲食店営業(4)その他 一般 都宝産業株式会社 代表取締役 龍山 巧 665-0041 兵庫県宝塚市御所の前町12-17 797722231 神北(宝健)第1-184 令和2年9月2日 令和8年11月30日 令和2年9月2日
000028 2000178188 島田商事 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 岡本 康 神北(宝健)第1-185 令和2年9月4日 令和7年11月30日 令和2年9月4日
000028 2000178195 Ｙａｍａ’ｋｉｔｃｈｅｎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山川 玲央 神北(宝健)第1-186 令和2年9月7日 令和7年11月30日 令和2年9月7日
000028 2000178210 木曽路　宝塚店 665-0033 宝塚市伊孑志3-15　ローズスクエア内 797728111 魚介類販売業 一般 株式会社木曽路 代表取締役 内田 豊稔 466-0058 愛知県名古屋市昭和区白金三丁目18番13号 528721811 神北(宝健)第1-189 令和2年9月9日 令和8年11月30日 令和2年9月9日
000028 2000178211 ベーカリーカフェ　サンポッポ 669-1546 三田市弥生が丘1-1-2　サンフラワー１Ｆ 795655777 飲食店営業(4)その他 一般 神野 節子 神北(宝健)第1-187 令和2年9月8日 令和8年11月30日 令和2年9月8日
000028 2000178212 ベーカリーカフェ　サンポッポ 669-1546 三田市弥生が丘1-1-2　サンフラワー１Ｆ 795655777 菓子製造業 一般 神野 節子 神北(宝健)第1-188 令和2年9月8日 令和8年11月30日 令和2年9月8日
000028 2000178265 さいとう 665-0033 宝塚市伊孑志1-4-49 797912377 飲食店営業(4)その他 一般 齊藤 純一郎 神北(宝健)第1-192 令和2年9月16日 令和8年11月30日 令和2年9月16日
000028 2000178274 Ｈｅａｒｔ 665-0836 宝塚市清荒神3-2-13 797841747 飲食店営業(4)その他 一般 北 小奈江 神北(宝健)第1-193 令和2年9月16日 令和7年11月30日 令和2年9月16日
000028 2000178286 こむの事業所 665-0867 宝塚市売布東の町12-9 797878330 そうざい製造業 一般 特定非営利活動法人　こむの事業所 理事 松藤 聖一 665-0867 兵庫県宝塚市売布東の町12-9 797878330 神北(宝健)第1-195 令和2年9月17日 令和9年11月30日 令和2年9月17日
000028 2000178323 農協市場館 パスカルさんだ　一番館 669-1514 三田市川除677-1 795637744 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 兵庫六甲農業協同組合 代表理事 平尾 勝春 651-1313 兵庫県神戸市北区有野中町2-12-13 789816550 神北(宝健)第1-196 令和2年9月23日 令和8年11月30日 令和2年9月23日
000028 2000178385 株式会社健康マルシェ 665-0051 宝塚市高司1-1-16ホワイトプラザ1F 797617130 ソース類製造業 一般 株式会社健康マルシェ 代表取締役 田中 規貴 665-0051 兵庫県宝塚市高司1-1-16 797617130 神北(宝健)第1-198 令和2年9月28日 令和8年11月30日 令和2年9月28日
000028 2000178427 わんがた 665-0842 宝塚市川面3-5-17 797853041 飲食店営業(4)その他 一般 森 晃三 神北(宝健)第1-201 令和2年9月30日 令和8年11月30日 令和2年9月30日
000028 2000178468 カリーキッチン　サンチャイ 665-0034 宝塚市小林1-4-40 飲食店営業(4)その他 一般 福島 春美 神北(宝健)第1-203 令和2年10月5日 令和8年11月30日 令和2年10月5日
000028 2000178511 宝塚ソロマルゲリータ 665-0055 宝塚市大成町1-20 797618034 飲食店営業(4)その他 一般 栗原 良輔 神北(宝健)第1-204 令和2年10月9日 令和8年11月30日 令和2年10月9日
000028 2000178544 Ｙショップ兵庫中央病院 669-1515 三田市大原1314 795636602 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ユーアイクリエイト 代表取締役 中谷 和人 660-0083 兵庫県尼崎市道意町7-1-3 664396118 神北(宝健)第1-206 令和2年10月15日 令和9年11月30日 令和2年10月15日
000028 2000178545 Ｙショップ兵庫中央病院 669-1515 三田市大原1314 795636602 菓子製造業 一般 株式会社ユーアイクリエイト 代表取締役 中谷 和人 660-0083 兵庫県尼崎市道意町7-1-3 664396118 神北(宝健)第1-207 令和2年10月15日 令和9年11月30日 令和2年10月15日
000028 2000178549 こにし家 669-1513 三田市三輪1-13-28 795635248 そうざい製造業 一般 小西 博司 神北(宝健)第1-209 令和2年10月15日 令和8年11月30日 令和2年10月15日
000028 2000178550 こにし家 669-1513 三田市三輪1-13-28 795635248 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 小西 博司 神北(宝健)第1-210 令和2年10月15日 令和8年11月30日 令和2年10月15日
000028 2000178562 音羽鮨　三田出前センター 669-1535 三田市南が丘1-13-10 795621001 魚介類販売業 一般 株式会社音羽 代表取締役 田舞 登志徳 561-0836 大阪府豊中市庄内宝町２丁目１番１号 663353400 神北(宝健)第1-211 令和2年10月16日 令和8年11月30日 令和2年10月16日
000028 2000178583 Ｓｈａｌａ　Ｃａｆｅ 665-0034 宝塚市小林2-12-27ベルメゾン宝塚Ｂ101 飲食店営業(4)その他 一般 岡上 義雄 神北(宝健)第1-212 令和2年10月20日 令和8年11月30日 令和2年10月20日
000028 2000178647 飛龍 665-0874 宝塚市中筋3-21-1 797618806 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 合同会社ＩＳホールディングス 代表社員 白旗 訓 665-0874 兵庫県宝塚市中筋2-11-1-301 797888437 神北(宝健)第1-213 令和2年10月21日 令和8年11月30日 令和2年10月21日
000028 2000178648 まえだ 665-0831 宝塚市米谷1-9-18 797860402 飲食店営業(4)その他 一般 前田 多寿子 神北(宝健)第1-214 令和2年10月26日 令和8年11月30日 令和2年10月26日
000028 2000178708 ＯＳＴＥＲＩＡ　Ｅｒｂｅｔｔａ 665-0004 宝塚市梅野町2-38 797788655 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡尾 岳史 神北(宝健)第1-215 令和2年10月29日 令和8年11月30日 令和2年10月29日
000028 2000178752 Ｓｅｖｅｎ 669-1512 三田市高次2-4-38　203 飲食店営業(4)その他 一般 伊藤 菜々 神北(宝健)第1-219 令和2年11月2日 令和8年11月30日 令和2年11月2日
000028 2000178764 ９（Ｎｉｎｅ） 669-1537 三田市西山2-29-5 飲食店営業(4)その他 一般 畑中 美海 神北(宝健)第1-220 令和2年11月4日 令和8年11月30日 令和2年11月4日
000028 2000178790 ＭＡＧＮＯLＩＡ 665-0011 宝塚市南口2-13-30-Ｄ 797207218 菓子製造業 一般 大岩 弓子 神北(宝健)第1-222 令和2年11月5日 令和8年11月30日 令和2年11月5日
000028 2000178795 ほっかほっか亭　宝塚中山店 665-0874 宝塚市中筋8-12-43 797820231 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社フリーラン 代表取締役 加太 俊也 666-0111 兵庫県川西市大和東三丁目9-5 727677140 神北(宝健)第1-221 令和2年11月5日 令和8年11月30日 令和2年11月5日
000028 2000178818 和え麺　餓鬼 665-0827 宝塚市小浜3-18-4 飲食店営業(4)その他 一般 石井 寛勝 神北(宝健)第1-226 令和2年11月9日 令和8年11月30日 令和2年11月9日
000028 2000178837 株式会社ＣｍＣ　小南商店 669-1515 三田市大原786-2 菓子製造業 一般 株式会社ＣｍＣ 代表取締役 小南 貴洋 669-1515 兵庫県三田市大原786-2 神北(宝健)第1-227 令和2年11月10日 令和8年11月30日 令和2年11月10日
000028 2000178845 歌謡サロン　歌仲間 669-1526 三田市相生町1-40　２Ｆ 795596278 飲食店営業(4)その他 一般 足立 秀幸 神北(宝健)第1-228 令和2年11月11日 令和8年11月30日 令和2年11月11日
000028 2000178872 卸直売＆バーベキュー　活貝センター 665-0034 宝塚市小林2-12-25　プレジデント宝塚101号 797807430 魚介類販売業 一般 コクリキ商事株式会社 代表取締役 國本 樹宣 560-0036 大阪府豊中市蛍池西町一丁目24番12号 神北(宝健)第1-231 令和2年11月12日 令和8年11月30日 令和2年11月12日
000028 2000178873 卸直売＆バーベキュー　活貝センター 665-0034 宝塚市小林2-12-25　プレジデント宝塚101号 797807430 飲食店営業(4)その他 一般 コクリキ商事株式会社 代表取締役 國本 樹宣 560-0036 大阪府豊中市蛍池西町一丁目24番12号 神北(宝健)第1-232 令和2年11月12日 令和8年11月30日 令和2年11月12日
000028 2000178889 乃が美はなれ　三田店 669-1543 三田市下深田386-1サンチェスタショッピングスクエア 795565990 菓子製造業 一般 株式会社浜光 代表取締役 多岐 篤司 651-0085 兵庫県神戸市中央区八幡通4-2-18 782323056 神北(宝健)第1-233 令和2年11月12日 令和8年11月30日 令和2年11月12日
000028 2000178890 Ｆｉｇａｒｏ 669-1537 三田市西山2-28-2　Ｂ-202 795556308 飲食店営業(4)その他 一般 殿勝 聖子 神北(宝健)第1-234 令和2年11月12日 令和8年11月30日 令和2年11月12日
000028 2000178893 株式会社　太明星 669-1505 三田市尼寺1073 795661005 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社太明星 代表取締役 成木 義仁 669-1505 兵庫県三田市尼寺1073番地 795661005 神北(宝健)第1-236 令和2年11月13日 令和8年11月30日 令和2年11月13日
000028 2000178894 株式会社　太明星 669-1505 三田市尼寺1073 795661005 菓子製造業 一般 株式会社太明星 代表取締役 成木 義仁 669-1505 兵庫県三田市尼寺1073番地 795661005 神北(宝健)第1-237 令和2年11月13日 令和8年11月30日 令和2年11月13日
000028 2000178895 日本料理　桶屋町　神田 669-1529 三田市中央町15-24 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 神田 光伸 神北(宝健)第1-238 令和2年11月16日 令和8年11月30日 令和2年11月16日
000028 2000178909 Ｓｐａｒｋ　Ｃａｆｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 自動車 藤田 奈月 神北(宝健)第1-239 令和2年11月18日 令和7年11月30日 令和2年11月18日
000028 2000178918 セブン－イレブン三田学園前店 669-1535 三田市南が丘2-12-36 795596040 飲食店営業(4)その他 一般 小部 千鶴 神北(宝健)第1-240 令和2年11月18日 令和9年11月30日 令和2年11月18日
000028 2000178922 セブン－イレブン三田学園前店 669-1535 三田市南が丘2-12-36 795596040 菓子製造業 一般 小部 千鶴 神北(宝健)第1-244 令和2年11月18日 令和9年11月30日 令和2年11月18日
000028 2000178957 居酒屋Ｖｉｎｃｅｎｔ 665-0852 宝塚市売布2-12-35 飲食店営業(4)その他 一般 久次米 由高 神北(宝健)第1-245 令和2年11月20日 令和8年11月30日 令和2年11月20日
000028 2000178973 株式会社ＣｍＣ　小南商店 669-1515 三田市大原786-2 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＣｍＣ 代表取締役 小南 貴洋 669-1515 兵庫県三田市大原786-2 神北(宝健)第1-246 令和2年11月24日 令和8年11月30日 令和2年11月24日
000028 2000179017 カステラ物語 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 株式会社ＮＥＸＵＳ 代表取締役 杉谷 直人 563-0023 大阪府池田市井口堂三丁目2番2号 727615315 神北(宝健)第1-251 令和2年11月27日 令和7年11月30日 令和2年11月27日
000028 2000179034 天才わっはっは 669-1315 三田市下井沢333 795672339 菓子製造業 一般 株式会社川上食品 代表取締役 川上 晶弘 669-1315 兵庫県三田市下井沢333番地 795672339 神北(宝健)第1-249 令和2年11月26日 令和8年11月30日 令和2年11月26日
000028 2000179035 天才わっはっは 669-1315 三田市下井沢333 795672339 喫茶店営業 一般 株式会社川上食品 代表取締役 川上 晶弘 669-1315 兵庫県三田市下井沢333番地 795672339 神北(宝健)第1-250 令和2年11月26日 令和8年11月30日 令和2年11月26日
000028 2000179072 栄飯店 665-0046 宝塚市福井町32-36 797720077 そうざい製造業 一般 久保田 太一 神北(宝健)第1-248 令和2年11月26日 令和8年11月30日 令和2年11月26日
000028 2000179076 ｂｅＲｕｄｅ 669-1347 三田市つつじが丘南3-1-5 795685575 飲食店営業(4)その他 一般 小田 珠里 神北(宝健)第1-252 令和2年12月1日 令和9年2月28日 令和2年12月1日
000028 2000179114 御料理　ささ田 665-0011 宝塚市南口2-11-23 797721172 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佐々田 博之 神北(宝健)第1-253 令和2年12月7日 令和9年2月28日 令和2年12月7日
000028 2000179117 ＦＲｅｅＹ　Ｃａｆｅ 669-1514 三田市川除144-18 795623395 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＦＲｅｅＹ 代表取締役 福田 善行 669-1514 兵庫県三田市川除140番地 795623390 神北(宝健)第1-254 令和2年12月7日 令和9年2月28日 令和2年12月7日
000028 2000179118 ＦＲｅｅＹ　Ｃａｆｅ 669-1514 三田市川除144-18 795623395 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社ＦＲｅｅＹ 代表取締役 福田 善行 669-1514 兵庫県三田市川除140番地 795623390 神北(宝健)第1-255 令和2年12月7日 令和8年2月28日 令和2年12月7日
000028 2000179175 たこ久 669-1513 三田市三輪3-7-3 795642770 菓子製造業 一般 中林 玲子 神北(宝健)第1-256 令和2年12月11日 令和9年2月28日 令和2年12月11日
000028 2000179182 有馬冨士カンツリークラブ　レストラン 669-1507 三田市香下字ユルシケ谷2003 795632362 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ロックフィールドソリューション株式会社 代表取締役 川畑 慶一 141-0022 東京都品川区東五反田2丁目3番2号タイセイビル8階 354475467 神北(宝健)第1-257 令和2年12月14日 令和9年2月28日 令和2年12月14日
000028 2000179192 Ｍ's Ｃａｆｅ 669-1211 宝塚市大原野南穴虫1-178 飲食店営業(4)その他 一般 住 宮子 神北(宝健)第1-259 令和2年12月15日 令和9年2月28日 令和2年12月15日
000028 2000179205 鮨･季節料理 やわらぎ 669-1313 三田市福島428-2 795672245 魚介類販売業 一般 有限会社　やわらぎ 代表取締役 前中 広和 669-1313 兵庫県三田市福島428-2 795672245 神北(宝健)第1-260 令和2年12月16日 令和9年2月28日 令和2年12月16日
000028 2000179206 鮨･季節料理 やわらぎ 669-1313 三田市福島428-2 795672245 そうざい製造業 一般 有限会社　やわらぎ 代表取締役 前中 広和 669-1313 兵庫県三田市福島428-2 795672245 神北(宝健)第1-261 令和2年12月16日 令和9年2月28日 令和2年12月16日
000028 2000179219 想作料理　翔 669-1533 三田市三田町6-1 795648620 そうざい製造業 一般 増田 翔吾 神北(宝健)第1-262 令和2年12月18日 令和9年2月28日 令和2年12月18日
000028 2000179225 カラオケＢａｒ　Ｍ～えむ～ 669-1512 三田市高次2-4-38　前中テナントビル２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 山西 美紅 神北(宝健)第1-263 令和2年12月18日 令和9年2月28日 令和2年12月18日
000028 2000179231 ｔｏｔｔｏ 665-0054 宝塚市鹿塩2-4-9 798520107 飲食店営業(4)その他 一般 阿部 雅子 神北(宝健)第1-265 令和2年12月21日 令和9年2月28日 令和2年12月21日
000028 2000179236 花咲 669-1417 三田市鈴鹿54-2 795691134 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 神北(宝健)第1-264 令和2年12月18日 令和9年2月28日 令和2年12月18日
000028 2000179282 骨折り餃子　貴月　逆瀬川店 665-0033 宝塚市伊孑志3-15-49宝塚田中ビル101号 797518651 飲食店営業(4)その他 一般 眞木 大輔 神北(宝健)第1-266 令和2年12月24日 令和9年2月28日 令和2年12月24日
000028 2000179310 ＤＯＫＡＣＨＩＮ　ＢＥＥＲ　ＧＡＲＤＥＮ 669-1321 三田市けやき台3-73-3 795674128 飲食店営業(4)その他 一般 宮田 守 神北(宝健)第1-269 令和2年12月25日 令和9年2月28日 令和2年12月25日
000028 2000179334 ＰＥＳＣＥ　Ｄ′ＯＲＯ(ペッシェ ドーロ) 665-0842 宝塚市川面5-4-11 797853783 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 飯田 英二 神北(宝健)第1-270 令和3年1月6日 令和9年2月28日 令和3年1月6日
000028 2000179352 にんじん 665-0035 宝塚市逆瀬川1-11-1　アピア2-102 797752462 飲食店営業(4)その他 一般 堺 真也 神北(宝健)第1-271 令和3年1月8日 令和9年2月28日 令和3年1月8日
000028 2000179386 Ｎ。　ＮＯＴＲＥ　ＳＯＵＨＡＩＴ 665-0072 宝塚市千種4-19-13 菓子製造業 一般 小森 勝美 神北(宝健)第1-274 令和3年1月13日 令和9年2月28日 令和3年1月13日
000028 2000179387 Ｒｅｎ 665-0034 宝塚市小林2-12-25　ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ宝塚116号 797915528 飲食店営業(4)その他 一般 夛田 直子 神北(宝健)第1-275 令和3年1月13日 令和9年2月28日 令和3年1月13日
000028 2000179388 Ｈａｍｏｎ 665-0054 宝塚市鹿塩1-17-11　ヴァンベール仁川106号 菓子製造業 一般 渡辺 昭子 神北(宝健)第1-273 令和3年1月13日 令和9年2月28日 令和3年1月13日
000028 2000179407 Ｂａｒ　Ｓａｌｌｙ 665-0845 宝塚市栄町1-17-7-1Ｆ 797980379 飲食店営業(4)その他 一般 島村 喜久子 神北(宝健)第1-276 令和3年1月14日 令和9年2月28日 令和3年1月14日
000028 2000179412 おととごはん味保 669-1529 三田市中央町10-16 795567185 そうざい製造業 一般 赤坂 豪司 神北(宝健)第1-277 令和3年1月14日 令和9年2月28日 令和3年1月14日
000028 2000179413 おととごはん味保 669-1529 三田市中央町10-16 795567185 魚介類販売業 一般 赤坂 豪司 神北(宝健)第1-278 令和3年1月14日 令和9年2月28日 令和3年1月14日
000028 2000179425 韓国料理　ハルバン 665-0827 宝塚市小浜2-5-19西村ビル１Ｆ 797518680 そうざい製造業 一般 株式会社Ｋ．Ｊ　Ｇｒｏｕｐ 代表取締役 西村 潤基 665-0827 兵庫県宝塚市小浜2-5-19西村ビル１Ｆ 797518680 神北(宝健)第1-279 令和3年1月15日 令和9年2月28日 令和3年1月15日
000028 2000179428 珀 665-0823 宝塚市安倉南4-37-3 飲食店営業(4)その他 一般 谷口 聖樹 神北(宝健)第1-280 令和3年1月15日 令和9年2月28日 令和3年1月15日
000028 2000179430 わか林 665-0011 宝塚市南口2-14-5　サンビオラ５番館２Ｆ 797736018 飲食店営業(4)その他 一般 酒井 至弘 神北(宝健)第1-281 令和3年1月18日 令和9年2月28日 令和3年1月18日
000028 2000179437 ボードゲームカフェ＆バー Child - Child 669-1529 三田市中央町4-33 飲食店営業(4)その他 一般 杉原 潤弥 神北(宝健)第1-284 令和3年1月18日 令和9年2月28日 令和3年1月18日
000028 2000179461 から天 665-0034 宝塚市小林5-4-35 飲食店営業(4)その他 一般 長野 雅至 神北(宝健)第1-287 令和3年1月19日 令和9年2月28日 令和3年1月19日
000028 2000179463 海 665-0864 宝塚市泉町13-23 797753615 飲食店営業(4)その他 一般 出口 恵子 神北(宝健)第1-288 令和3年1月19日 令和9年2月28日 令和3年1月19日
000028 2000179473 お好み焼　Ｈｉｒｏ 665-0044 宝塚市末成町29-7-106 797723298 飲食店営業(4)その他 一般 藤田 勝美 神北(宝健)第1-285 令和3年1月18日 令和9年2月28日 令和3年1月18日
000028 2000179475 名水牡蠣　アルフィオ１９９７ 665-0033 宝塚市伊孑志2-17-10 797617228 そうざい製造業 一般 糸賀 翔平 神北(宝健)第1-282 令和3年1月18日 令和9年2月28日 令和3年1月18日
000028 2000179476 名水牡蠣　アルフィオ１９９７ 665-0033 宝塚市伊孑志2-17-10 797617228 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 糸賀 翔平 神北(宝健)第1-283 令和3年1月18日 令和9年2月28日 令和3年1月18日
000028 2000179478 ハッピースクウェア 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社ハッピースクウェア 代表取締役 阿部 成彦 651-1421 兵庫県西宮市山口町上山口3丁目7-8 789036656 神北(宝健)第1-289 令和3年1月21日 令和8年2月28日 令和3年1月21日
000028 2000179498 ＪＡ兵庫六甲　パスカルさんだ一番館　店頭 669-1514 三田市川除677-1 795637744 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25番24号 665359024 神北(宝健)第1-293 令和3年1月22日 令和8年2月28日 令和3年1月22日
000028 2000179521 株式会社吉蔓 669-1331 三田市広野92 795671108 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社吉蔓 代表取締役 吉田 明広 669-1331 兵庫県三田市広野92 795671108 神北(宝健)第1-290 令和3年1月21日 令和9年2月28日 令和3年1月21日
000028 2000179543 ラーメン佰來軒 665-0877 宝塚市中山桜台2ｰ2-1 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＫＳＫＳ 代表取締役 明石 憲治 665-0877 兵庫県宝塚市中山桜台2丁目2-1 神北(宝健)第1-294 令和3年1月27日 令和9年2月28日 令和3年1月27日
000028 2000179549 和心ダイニング　隆 665-0844 宝塚市武庫川町2-5ﾊﾟｽﾄﾗﾙ宝塚102号 797579300 そうざい製造業 一般 利見 好隆 神北(宝健)第1-291 令和3年1月22日 令和9年2月28日 令和3年1月22日
000028 2000179550 和心ダイニング　隆 665-0844 宝塚市武庫川町2-5ﾊﾟｽﾄﾗﾙ宝塚102号 797579300 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 利見 好隆 神北(宝健)第1-292 令和3年1月22日 令和9年2月28日 令和3年1月22日
000028 2000179587 グランピングバー「ソーセージ家」 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 烏田 友和 神北(宝健)第1-296 令和3年2月1日 令和8年2月28日 令和3年2月1日
000028 2000179598 ８ｃｏｆｆｅｅｒｏａｓｔ 665-0823 宝塚市安倉南1-17-14 797818808 喫茶店営業 一般 黒田 吉範 神北(宝健)第1-297 令和3年2月2日 令和9年2月28日 令和3年2月2日
000028 2000179606 辛ポチャ 669-1537 三田市西山2-29-5　1F 飲食店営業(4)その他 一般 畑中 美海 神北(宝健)第1-298 令和3年2月2日 令和9年2月28日 令和3年2月2日



000028 2000179607 カラオケ　ＪＵＮ 665-0044 宝塚市末成町29-1 飲食店営業(4)その他 一般 佐﨑 克彦 神北(宝健)第1-299 令和3年2月2日 令和9年2月28日 令和3年2月2日
000028 2000179626 キッチン遊び心 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 堀 利実 神北(宝健)第1-300 令和3年2月3日 令和8年2月28日 令和3年2月3日
000028 2000179627 キッチン遊び心 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 堀 利実 神北(宝健)第1-301 令和3年2月3日 令和8年2月28日 令和3年2月3日
000028 2000179648 焼鳥・おでん　ひこぞう 665-0022 宝塚市野上1-5-3　1階E-2 飲食店営業(4)その他 一般 井上 健 神北(宝健)第1-302 令和3年2月4日 令和9年2月28日 令和3年2月4日
000028 2000179655 Ｓｈｒｉｎｅ　Ｐａｄｄｙ　Ｆｉｅｌｄ 669-1355 三田市長坂291-2 795600382 飲食店営業(4)その他 一般 宮田 守 神北(宝健)第1-303 令和3年2月4日 令和9年2月28日 令和3年2月4日
000028 2000179671 おっさんたちのアジト 669-1513 三田市三輪1145 飲食店営業(4)その他 一般 坂部 浩一 神北(宝健)第1-304 令和3年2月8日 令和9年2月28日 令和3年2月8日
000028 2000179685 吹上の森　セントラルキッチン 669-1513 三田市三輪1013 795556737 菓子製造業 一般 池永鉄工株式会社 代表取締役 池永 一雄 537-0011 大阪府大阪市東成区東今里三丁目18番26号 669810141 神北(宝健)第1-305 令和3年2月9日 令和9年2月28日 令和3年2月9日
000028 2000179702 ファミーユ３９仁川店 665-0061 宝塚市仁川北2-7-1-109　さらら仁川南館 798398043 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ファミーユ 代表取締役 中田 二子 563-0054 大阪府池田市大和町2番9号 727518023 神北(宝健)第1-306 令和3年2月10日 令和9年2月28日 令和3年2月10日
000028 2000179707 宝塚ダッシュ村 669-1202 宝塚市上佐曽利寺の上2-66 797910091 飲食店営業(4)その他 露店 長村 眞和 神北(宝健)第1-307 令和3年2月10日 令和8年2月28日 令和3年2月10日
000028 2000179708 オープンカフェ　花さじき 669-1201 宝塚市香合新田字中筋2 飲食店営業(4)その他 露店 一般社団法人真涼会 代表理事 長村 眞和 669-1201 兵庫県宝塚市香合新田大明神11 神北(宝健)第1-308 令和3年2月10日 令和8年2月28日 令和3年2月10日
000028 2000179720 Cucina　Italiana　e　Gastronomia  CICCIO 665-0033 宝塚市伊孑志3-15-49　田中ﾋﾞﾙ1階右 797753311 そうざい製造業 一般 谷口 勝彦 神北(宝健)第1-309 令和3年2月10日 令和9年2月28日 令和3年2月10日
000028 2000179724 閂 665-0003 宝塚市湯本町1-33 797627879 飲食店営業(4)その他 一般 牛尾 基照 神北(宝健)第1-310 令和3年2月12日 令和9年2月28日 令和3年2月12日
000028 2000179726 まるさん　松本 665-0004 宝塚市梅野町1-29 魚介類販売業 一般 松本 章太郎 神北(宝健)第1-311 令和3年2月12日 令和9年2月28日 令和3年2月12日
000028 2000179744 さんだサンライズホテル 669-1526 三田市相生町1-39 795592660 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社東甲インテリア 代表取締役 澤田 貫三 662-0034 兵庫県西宮市西田町6番14号 798330464 神北(宝健)第1-312 令和3年2月16日 令和9年2月28日 令和3年2月16日
000028 2000179754 大将 665-0815 宝塚市山本丸橋2-15-3 飲食店営業(4)その他 一般 郷田 明久 神北(宝健)第1-314 令和3年2月17日 令和9年2月28日 令和3年2月17日
000028 2000179755 Ｆｕｎｋｙ－ｄ－翔 665-0034 宝塚市小林5-4-24　ジャルダン宝塚105店舗 飲食店営業(4)その他 一般 岩室 ひかる 神北(宝健)第1-313 令和3年2月16日 令和9年2月28日 令和3年2月16日
000028 2000179756 １２３新三田店 669-1313 三田市福島字宮野前501-90 795599123 喫茶店営業 一般 株式会社延田エンタープライズ 代表取締役 延田 尚弘 565-0822 大阪府大阪市中央区心斎橋筋二丁目1番6号 662134123 神北(宝健)第1-315 令和3年2月17日 令和9年2月28日 令和3年2月17日
000028 2000179760 宝香苑 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 一般社団法人真涼会 代表理事 長村 眞和 669-1201 兵庫県宝塚市香合新田大明神11 神北(宝健)第1-316 令和3年2月18日 令和8年2月28日 令和3年2月18日
000028 2000179780 マンダリンゆりのき台営業所 669-1324 三田市ゆりのき台6-9-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社マンダリン 代表取締役 野﨑 繁光 669-1533 兵庫県三田市三田町2-5 神北(宝健)第1-317 令和3年2月18日 令和9年2月28日 令和3年2月18日
000028 2000179781 たこ焼きやっちゃん 669-1313 三田市福島501-90　１２３新三田店頭 飲食店営業(4)その他 露店 橋上 泰宜 神北(宝健)第1-318 令和3年2月18日 令和8年2月28日 令和3年2月18日
000028 2000179792 溝口農園 669-1211 宝塚市大原野字溝内13 菓子製造業 一般 溝口 美都子 神北(宝健)第1-319 令和3年2月19日 令和9年2月28日 令和3年2月19日
000028 2000179801 寿し　地魚を喰らう！ 665-0035 宝塚市逆瀬川1-13-27　トヨタビル101号 797807733 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ナリゼン 代表取締役 柿本 博一 153-0061 東京都目黒区中目黒三丁目6番1号千陽アポロンビル8･9階 神北(宝健)第1-320 令和3年2月22日 令和9年2月28日 令和3年2月22日
000028 2000179802 寿し　地魚を喰らう！ 665-0035 宝塚市逆瀬川1-13-27　トヨタビル101号 797807733 魚介類販売業 一般 株式会社ナリゼン 代表取締役 柿本 博一 153-0061 東京都目黒区中目黒三丁目6番1号千陽アポロンビル8･9階 神北(宝健)第1-321 令和3年2月22日 令和9年2月28日 令和3年2月22日
000028 2000179817 セブン-イレブン宝塚宮の町店 665-0843 宝塚市宮の町10-3 797857705 飲食店営業(4)その他 一般 山田 光香 神北(宝健)第1-323 令和3年2月22日 令和10年2月29日 令和3年2月22日
000028 2000179823 ＢＩＺＣＡＦＥ 669-1330 三田市学園上ケ原1 795567588 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社エンリッション 代表取締役 柿本 優祐 602-0033 京都府京都市上京区今出川通室町東入今出川町313番地2Ｅ 754174466 神北(宝健)第1-322 令和3年2月22日 令和9年2月28日 令和3年2月22日
000028 2000179883 エイジフリーハウス宝塚中山 665-0862 宝塚市今里町1-38 797815390 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 パナソニックエイジフリー株式会社 代表取締役 坂口 哲也 571-0000 大阪府門真市大字門真1048番地 669062224 神北(宝健)第1-327 令和3年2月26日 令和9年2月28日 令和3年2月26日
000028 2000179919 メルカート三田店 669-1348 三田市つつじが丘北2-1-1 795680840 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社淡味 代表取締役 村津 徳昭 656-2311 兵庫県淡路市久留麻2204-1 799709010 神北(宝健)第1-328 令和3年2月26日 令和9年2月28日 令和3年2月26日
000028 2000179920 メルカート三田店 669-1348 三田市つつじが丘北2-1-1 795680840 そうざい製造業 一般 株式会社淡味 代表取締役 村津 徳昭 656-2311 兵庫県淡路市久留麻2204-1 799709010 神北(宝健)第1-329 令和3年2月26日 令和9年2月28日 令和3年2月26日
000028 2000179923 メルカート三田店 669-1348 三田市つつじが丘北2-1-1 795680840 魚介類販売業 一般 株式会社淡味 代表取締役 村津 徳昭 656-2311 兵庫県淡路市久留麻2204-1 799709010 神北(宝健)第1-332 令和3年2月26日 令和9年2月28日 令和3年2月26日
000028 2000179924 メルカート三田店 669-1348 三田市つつじが丘北2-1-1 795680840 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社淡味 代表取締役 村津 徳昭 656-2311 兵庫県淡路市久留麻2204-1 799709010 神北(宝健)第1-333 令和3年2月26日 令和9年2月28日 令和3年2月26日
000028 2000179945 くぬすぱーほいすひぇん 669-1533 三田市三田町14-7 菓子製造業 一般 神北(宝健)第1-338 令和3年3月3日 令和9年5月31日 令和3年3月3日
000028 2000179946 くぬすぱーほいすひぇん 669-1533 三田市三田町14-7 乳製品製造業 一般 神北(宝健)第1-339 令和3年3月3日 令和9年5月31日 令和3年3月3日
000028 2000179955 ファミリーマート　宝塚山本丸橋店 665-0815 宝塚市山本丸橋3-16-1 797820280 飲食店営業(4)その他 一般 伊達 秀行 神北(宝健)第1-339 令和3年3月4日 令和9年5月31日 令和3年3月4日
000028 2000180002 ファミリーマート宝塚御所の前店 665-0041 宝塚市御所の前町14-25 797765225 飲食店営業(4)その他 一般 上江洲 昌道 神北(宝健)第1-343 令和3年3月8日 令和9年5月31日 令和3年3月8日
000028 2000180056 天ぷら和食　まんてん 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　ソリオＧＦ 797627782 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ライブリーヒカリ 代表取締役 金山 天徳 665-0845 兵庫県宝塚市栄町1丁目14番8号ライブリービル１階 797845975 神北(宝健)第1-348 令和3年3月11日 令和9年5月31日 令和3年3月11日
000028 2000180057 焼肉　劉　-リュウ- 665-0056 宝塚市中野町4-17 797751353 飲食店営業(4)その他 一般 江本 亮太郎 神北(宝健)第1-351 令和3年3月11日 令和9年5月31日 令和3年3月11日
000028 2000180061 特別養護老人ホームサンサリテ三田 669-1527 三田市中町16-3 795999595 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社蒲公英 代表取締役 藤田 順也 532-0023 大阪府大阪市淀川区十三東2-9-2 668852277 神北(宝健)第1-350 令和3年3月11日 令和10年5月31日 令和3年3月11日
000028 2000180065 特別養護老人ホームサンサリテ三田 669-1527 三田市中町16-3 795565822 飲食店営業(4)その他 一般 社会福祉法人健輪会 理事長 中島 健之 574-0072 大阪府大東市深野二丁目6番1 728750007 神北(宝健)第1-349 令和3年3月11日 令和9年5月31日 令和3年3月11日
000028 2000180118 Ｍｉｒｕｉ 665-0022 宝塚市野上3-13-4 797614240 菓子製造業 一般 齊藤 絢音 神北(宝健)第1-356 令和3年3月18日 令和9年5月31日 令和3年3月18日
000028 2000180119 Ｍｉｒｕｉ 665-0022 宝塚市野上3-13-4 797614240 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 齊藤 絢音 神北(宝健)第1-357 令和3年3月18日 令和9年5月31日 令和3年3月18日
000028 2000180131 L'arcobaleno（ラルコバレーノ） 669-1341 三田市西相野587-15 飲食店営業(4)その他 一般 田村 美和 神北(宝健)第1-353 令和3年3月16日 令和9年5月31日 令和3年3月16日
000028 2000180132 L'arcobaleno（ラルコバレーノ） 669-1341 三田市西相野587-15 菓子製造業 一般 田村 美和 神北(宝健)第1-354 令和3年3月16日 令和9年5月31日 令和3年3月16日
000028 2000180135 実なる 669-1412 三田市木器字大平1134-1 飲食店営業(4)その他 一般 長谷川 美樹 神北(宝健)第1-355 令和3年3月16日 令和9年5月31日 令和3年3月16日
000028 2000180139 ＴＡＫＩＢＩ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 新城 博史 神北(宝健)第1-359 令和3年3月19日 令和8年5月31日 令和3年3月19日
000028 2000180152 宝塚カーディナル 665-0023 宝塚市蔵人字深谷1391-1宝塚ゴルフクラブ内レストラン 797723887 菓子製造業 一般 株式会社　カーディナル 代表取締役 三好 康弘 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-2-9第一三好ビル 663443535 神北(宝健)第1-358 令和3年3月18日 令和9年5月31日 令和3年3月18日
000028 2000180153 ふくふくキッチン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 田中 日佐男 神北(宝健)第1-362 令和3年3月22日 令和8年5月31日 令和3年3月22日
000028 2000180159 うなぎ処　うな富　三田店 669-1323 三田市あかしあ台4-14-3 795587003 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社万一 代表取締役 中野 将忠 665-0877 兵庫県宝塚市中山桜台7丁目2番2号 797266922 神北(宝健)第1-360 令和3年3月19日 令和9年5月31日 令和3年3月19日
000028 2000180200 ユニバーサルワーキング 669-1526 三田市相生町19-8 795556553 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社オフィス野村 代表取締役 野村 弘子 669-1544 兵庫県三田市武庫が丘7丁目4-F-102 795556553 神北(宝健)第1-364 令和3年3月23日 令和9年5月31日 令和3年3月23日
000028 2000180234 魚国総本社・宝塚２７９７６ 665-0045 宝塚市光明町10-24 797743590 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社魚国総本社 代表取締役 田所 伸浩 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町1-6-19 664785729 神北(宝健)第1-365 令和3年3月23日 令和10年5月31日 令和3年3月23日
000028 2000180295 Ｆ♭ＬＡＴ（フラット） 665-0836 宝塚市清荒神3丁目14-16 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平尾 直人 神北(宝健)第1-366 令和3年3月24日 令和9年5月31日 令和3年3月24日
000028 2000180296 Ｆ♭ＬＡＴ（フラット） 665-0836 宝塚市清荒神3丁目14-16 菓子製造業 一般 平尾 直人 神北(宝健)第1-367 令和3年3月24日 令和9年5月31日 令和3年3月24日
000028 2000180330 Ｌｏｕｎｇｅ　ＢＬＡＣＫ 669-1529 三田市中央町11-17-502 795511502 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｓプラス 代表取締役 若江 俊介 669-1528 兵庫県三田市駅前町10-6 795511502 神北(宝健)第1-369 令和3年3月31日 令和9年5月31日 令和3年3月31日
000028 2000180331 ａｎｙｍａｎｙｓｈｏｐ 669-1529 三田市中央町15-24 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 杉浦 勲 神北(宝健)第1-370 令和3年3月31日 令和9年5月31日 令和3年3月31日
000028 2000180332 ａｎｙｍａｎｙｓｈｏｐ 669-1529 三田市中央町15-24 菓子製造業 一般 杉浦 勲 神北(宝健)第1-371 令和3年3月31日 令和9年5月31日 令和3年3月31日
000028 2000180333 ａｎｙｍａｎｙｓｈｏｐ 669-1529 三田市中央町15-24 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 杉浦 勲 神北(宝健)第1-372 令和3年3月31日 令和8年5月31日 令和3年3月31日
000028 2000180334 芝口商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 芝口 力也 神北(宝健)第1-2 令和3年4月1日 令和8年5月31日 令和3年4月1日
000028 2000180338 cafe dining fiore 665-0836 宝塚市清荒神1-11-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大鳥 正芳 神北(宝健)第1-1 令和3年4月1日 令和9年5月31日 令和3年4月1日
000028 2000180339 plando partⅡ 665-0054 宝塚市鹿塩1-2-6 798521122 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社プランドゥー 取締役 犬塚 浩一 665-0051 兵庫県宝塚市高司二丁目15番8号 797741199 神北(宝健)第1-3 令和3年4月1日 令和9年5月31日 令和3年4月1日
000028 2000180362 クレセントカフェ 669-1330 三田市学園上ケ原1　Lunch Box内 795657676 喫茶店営業 一般 関西学院大学生活協同組合 代表理事 池上 正寿 662-0891 兵庫県西宮市上ケ原一番町1番155号関西学院内 798537001 神北(宝健)第2-4 令和3年4月2日 令和9年5月31日 令和3年4月2日
000028 2000180363 クレセントカフェ 669-1330 三田市学園上ケ原1　Lunch Box内 795657676 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 関西学院大学生活協同組合 代表理事 池上 正寿 662-0891 兵庫県西宮市上ケ原一番町1番155号関西学院内 798537001 神北(宝健)第2-5 令和3年4月2日 令和8年5月31日 令和3年4月2日
000028 2000180371 炭火焼肉ふうふう亭 669-1526 三田市相生町1-43 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 入江 末吉 神北(宝健)第1-4 令和3年4月2日 令和9年5月31日 令和3年4月2日
000028 2000180372 炭火焼肉ふうふう亭 669-1526 三田市相生町1-43 食肉販売業 一般 入江 末吉 神北(宝健)第2-3 令和3年4月2日 令和9年5月31日 令和3年4月2日
000028 2000180397 Ｐｕｒｅ　Ｗｈｉｔｅ（ピュアホワイト） 669-1503 三田市乙原2401-29 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 野々部 昌継 神北(宝健)第1-6 令和3年4月5日 令和8年5月31日 令和3年4月5日
000028 2000180398 小浜おはぎ研究所 665-0827 宝塚市小浜2-1-2-101 菓子製造業 一般 藤原 幸司 神北(宝健)第2-1 令和3年4月1日 令和9年5月31日 令和3年4月1日
000028 2000180403 宝塚ソロマルゲリータ 665-0055 宝塚市大成町1-20 797618034 菓子製造業 一般 栗原 良輔 神北(宝健)第2-2 令和3年4月1日 令和9年5月31日 令和3年4月1日
000028 2000180405 あわじさんちのかれーぱん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 ネオヴェーション合同会社 代表社員 髙橋 良任 562-0041 大阪府箕面市桜2丁目5番76 663354666 神北(宝健)第2-8 令和3年4月6日 令和8年5月31日 令和3年4月6日
000028 2000180416 麺屋　田所商店　三田店 669-1523 三田市寺村町4463-1 795565550 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＤＥＫＵＮＩＯ 代表取締役 福西 文彦 669-1535 兵庫県三田市南が丘1丁目51番2号 795602525 神北(宝健)第1-7 令和3年4月5日 令和9年5月31日 令和3年4月5日
000028 2000180427 株式会社オットマンカンパニー（一宮100さ4064） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 ビルギ アイハン 神北(宝健)第1-5 令和3年4月5日 令和8年5月31日 令和3年4月5日
000028 2000180450 cafe NoRa（カフェ　ノラ） 669-1415 三田市上槻瀬109 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 村山 優子 神北(宝健)第1-9 令和3年4月6日 令和9年5月31日 令和3年4月6日
000028 2000180451 cafe NoRa（カフェ　ノラ） 669-1415 三田市上槻瀬109 菓子製造業 一般 村山 優子 神北(宝健)第2-9 令和3年4月6日 令和9年5月31日 令和3年4月6日
000028 2000180464 京丹波 669-1533 三田市三田町9-10-102 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社京丹波 代表取締役 金光 啓次 604-8053 京都府京都市中京区錦小路通麩屋町東入鍛冶屋町206番地 752120989 神北(宝健)第1-11 令和3年4月12日 令和9年5月31日 令和3年4月12日
000028 2000180480 ＶＡＮＳＡＮ　三田店 669-1527 三田市中町12-14 795642338 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社けんじフードサービス 代表取締役 森脇 和成 677-0052 兵庫県西脇市和田町253 795231958 神北(宝健)第1-10 令和3年4月8日 令和9年5月31日 令和3年4月8日
000028 2000180534 ＨＡＮＫ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 小原 宏之 神北(宝健)第2-12 令和3年4月12日 令和8年5月31日 令和3年4月12日
000028 2000180544 Ｓｎａｃｋ　Ａｍｉ 669-1529 三田市中央町12-8 飲食店営業(4)その他 一般 井手 美和子 神北(宝健)第1-16 令和3年4月15日 令和9年5月31日 令和3年4月15日
000028 2000180583 UNBY GENERAL GOODS STORE SANDA 669-1303 三田市末2189番地1 795509033 飲食店営業(4)その他 一般 ＵＮＢＹ株式会社 代表取締役 冨士松 大智 532-0026 大阪府大阪市淀川区塚本五丁目3番11-506号 666069169 神北(宝健)第1-19 令和3年4月19日 令和9年5月31日 令和3年4月19日
000028 2000180588 串カツ七福神 669-1529 三田市中央町4-24井殿テナント 752120989 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社京丹波 代表取締役 金光 啓次 604-8053 京都府京都市中京区錦小路通麩屋町東入鍛冶屋町206番地 752120989 神北(宝健)第1-17 令和3年4月16日 令和9年5月31日 令和3年4月16日
000028 2000180608 ﾃｨｰﾙｰﾑ　エメラルド 665-0823 宝塚市安倉南1-22-1 797842519 菓子製造業 一般 藤原 一二美 神北(宝健)第2-11 令和3年4月12日 令和9年5月31日 令和3年4月12日
000028 2000180611 宝塚高原ゴルフクラブ内  レストラン 665-0808 宝塚市切畑字長尾山14番地 797885353 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宝塚高原ゴルフ株式会社 代表取締役 稲山 建一郎 665-0808 兵庫県宝塚市切畑字長尾山14番地 797885353 神北(宝健)第1-12 令和3年4月14日 令和9年5月31日 令和3年4月14日
000028 2000180612 宝塚高原ゴルフクラブ内  練習場レストハウス 665-0808 宝塚市切畑字長尾山14番地 797885353 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宝塚高原ゴルフ株式会社 代表取締役 稲山 建一郎 665-0808 兵庫県宝塚市切畑字長尾山14番地 797885353 神北(宝健)第1-13 令和3年4月14日 令和9年5月31日 令和3年4月14日
000028 2000180613 宝塚高原ゴルフクラブ内  インコース売店№14 665-0808 宝塚市切畑字長尾山14番地 797885353 飲食店営業(4)その他 一般 宝塚高原ゴルフ株式会社 代表取締役 稲山 建一郎 665-0808 兵庫県宝塚市切畑字長尾山14番地 797885353 神北(宝健)第1-14 令和3年4月14日 令和9年5月31日 令和3年4月14日
000028 2000180614 宝塚高原ゴルフクラブ内  アウトコース売店№6 665-0808 宝塚市切畑字長尾山14番地 797885353 飲食店営業(4)その他 一般 宝塚高原ゴルフ株式会社 代表取締役 稲山 建一郎 665-0808 兵庫県宝塚市切畑字長尾山14番地 797885353 神北(宝健)第1-15 令和3年4月14日 令和9年5月31日 令和3年4月14日
000028 2000180647 えびす製菓 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 川口 元成 神北(宝健)第1-21 令和3年4月20日 令和8年5月31日 令和3年4月20日
000028 2000180648 えびす製菓 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 川口 元成 神北(宝健)第2-15 令和3年4月20日 令和8年5月31日 令和3年4月20日
000028 2000180664 酒処　夕子 669-1529 三田市中央町12-7　2号室 795636565 飲食店営業(4)その他 一般 寺本 裕子 神北(宝健)第1-23 令和3年4月23日 令和9年5月31日 令和3年4月23日
000028 2000180671 ローソン宝塚中筋八丁目 665-0874 宝塚市中筋8-21-31 797892600 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ＳＴＡＣ 代表取締役 髙橋 陽 663-8003 兵庫県西宮市上大市2丁目9番26号 798519307 神北(宝健)第1-22 令和3年4月22日 令和10年5月31日 令和3年4月22日
000028 2000180675 ＴＯＢＥＲＡ 665-0051 宝塚市高司2-17-10 797980656 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森川 佳苗 神北(宝健)第1-20 令和3年4月20日 令和9年5月31日 令和3年4月20日
000028 2000180676 ＴＯＢＥＲＡ 665-0051 宝塚市高司2-17-10 797980656 菓子製造業 一般 森川 佳苗 神北(宝健)第2-14 令和3年4月20日 令和9年5月31日 令和3年4月20日
000028 2000180725 Share　Cafe 665-0845 宝塚市栄町1-1-19西村ビル102 797857766 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人宝塚ＮＰＯセンター 理事 中山 光子 665-0845 兵庫県宝塚市栄町2丁目1番1号 797857766 神北(宝健)第2-24 令和3年4月30日 令和9年5月31日 令和3年4月30日
000028 2000180730 ＳａｉＴｏ 669-1231 宝塚市玉瀬字タワ23番地 菓子製造業 一般 後北 菜央 神北(宝健)第2-16 令和3年4月21日 令和9年5月31日 令和3年4月21日
000028 2000180772 ＴＨＡＬＩ　宝塚店 665-0056 宝塚市中野町4-23 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社ＫＲＩＳＨＮＡ 代表社員 シング・ヴィジェイ・プラタップ 662-0077 兵庫県西宮市久出ケ谷町10番41号 神北(宝健)第1-26 令和3年4月27日 令和9年5月31日 令和3年4月27日
000028 2000180792 シチニア食堂 665-0836 宝塚市清荒神3-14-13 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 板野 茂樹 神北(宝健)第1-27 令和3年4月28日 令和9年5月31日 令和3年4月28日
000028 2000180793 シチニア食堂 665-0836 宝塚市清荒神3-14-13 菓子製造業 一般 板野 茂樹 神北(宝健)第2-20 令和3年4月28日 令和9年5月31日 令和3年4月28日
000028 2000180794 ｗｈａ？　ｎｏｕｖｅａｕ　ＳＡＫＵＲＡＩ  （ワ？　ヌーボー　サクライ） 665-0034 宝塚市小林2丁目11-8 797730483 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 よし元文化社株式会社 代表取締役 櫻井 良成 665-0034 兵庫県宝塚市小林2丁目11-8 神北(宝健)第1-28 令和3年4月30日 令和9年5月31日 令和3年4月30日
000028 2000180795 Ａｓｉａｎ　Ｃｏｆｆｅｅ　Ｍａｒｋｅｔ 665-0836 宝塚市清荒神3-13-14アプローズ清荒神１Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日本ＥＣＯＴＳ株式会社 代表取締役 小田 浩正 563-0055 大阪府池田市菅原町11-1-303 727501520 神北(宝健)第1-29 令和3年4月30日 令和9年5月31日 令和3年4月30日
000028 2000180796 Ａｓｉａｎ　Ｃｏｆｆｅｅ　Ｍａｒｋｅｔ 665-0836 宝塚市清荒神3-13-14アプローズ清荒神１Ｆ 菓子製造業 一般 日本ＥＣＯＴＳ株式会社 代表取締役 小田 浩正 563-0055 大阪府池田市菅原町11-1-303 727501520 神北(宝健)第2-26 令和3年4月30日 令和9年5月31日 令和3年4月30日
000028 2000180809 さらまっぽ宝塚店 665-0034 宝塚市小林5丁目5-17 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 豊山 祐三子 神北(宝健)第1-30 令和3年5月6日 令和9年5月31日 令和3年5月6日
000028 2000180810 さらまっぽ宝塚店 665-0034 宝塚市小林5丁目5-17 食肉販売業 一般 豊山 祐三子 神北(宝健)第2-27 令和3年5月6日 令和9年5月31日 令和3年5月6日
000028 2000180814 グロアール 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 野村 清美 神北(宝健)第2-37 令和3年5月12日 令和8年5月31日 令和3年5月12日
000028 2000180827 明月記 665-0804 宝塚市雲雀丘山手2-10-11 727583333 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社空鷹 代表取締役 新井 博 665-0804 兵庫県宝塚市雲雀丘山手2丁目10番11号 727583333 神北(宝健)第1-36 令和3年5月11日 令和9年5月31日 令和3年5月11日
000028 2000180828 明月記遊行亭 665-0804 宝塚市雲雀丘山手2-10-11 727567800 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社空鷹 代表取締役 新井 博 665-0804 兵庫県宝塚市雲雀丘山手2丁目10番11号 727583333 神北(宝健)第1-37 令和3年5月11日 令和9年5月31日 令和3年5月11日
000028 2000180835 カラオケ　でーべん 665-0033 宝塚市伊孑志2-17-12 797738410 飲食店営業(4)その他 一般 運天 憲太 神北(宝健)第1-31 令和3年5月6日 令和9年5月31日 令和3年5月6日
000028 2000180908 三田見野屋 669-1506 三田市志手原882 795642222 飲食店営業(4)その他 一般 日乃本食産株式会社 代表取締役 見野 裕重 669-1506 兵庫県三田市志手原882番地 795642222 神北(宝健)第1-38 令和3年5月11日 令和9年5月31日 令和3年5月11日
000028 2000180920 手造り弁当はるさき 669-1515 三田市大原1554 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 西本 俊子 神北(宝健)第1-39 令和3年5月13日 令和8年5月31日 令和3年5月13日
000028 2000180921 ラ・ムー新三田店  （惣菜） 669-1313 三田市福島2-8 795677730 飲食店営業(4)その他 一般 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南704番地の5 864351100 神北(宝健)第1-32 令和3年5月11日 令和9年5月31日 令和3年5月11日
000028 2000180922 ラ・ムー新三田店  （ドーナツ） 669-1313 三田市福島2-8 795677730 菓子製造業 一般 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南704番地の5 864351100 神北(宝健)第2-30 令和3年5月11日 令和9年5月31日 令和3年5月11日
000028 2000180923 ラ・ムー新三田店  （サンドイッチ） 669-1313 三田市福島2-8 795677730 飲食店営業(4)その他 一般 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南704番地の5 864351100 神北(宝健)第1-33 令和3年5月11日 令和9年5月31日 令和3年5月11日
000028 2000180924 ラ・ムー新三田店  （パン） 669-1313 三田市福島2-8 795677730 菓子製造業 一般 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南704番地の5 864351100 神北(宝健)第2-31 令和3年5月11日 令和9年5月31日 令和3年5月11日
000028 2000180925 ラ・ムー新三田店  （寿司） 669-1313 三田市福島2-8 795677730 飲食店営業(4)その他 一般 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南704番地の5 864351100 神北(宝健)第1-34 令和3年5月11日 令和9年5月31日 令和3年5月11日
000028 2000180927 ラ・ムー新三田店 669-1313 三田市福島2-8 795677730 食肉販売業 一般 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南704番地の5 864351100 神北(宝健)第2-33 令和3年5月11日 令和9年5月31日 令和3年5月11日
000028 2000180928 ラ・ムー新三田店 669-1313 三田市福島2-8 795677730 魚介類販売業 一般 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南704番地の5 864351100 神北(宝健)第2-34 令和3年5月11日 令和9年5月31日 令和3年5月11日
000028 2000180929 ラ・ムー新三田店  （たこやき） 669-1313 三田市福島2-8 795677730 飲食店営業(4)その他 一般 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南704番地の5 864351100 神北(宝健)第1-35 令和3年5月11日 令和9年5月31日 令和3年5月11日
000028 2000180930 ラ・ムー新三田店  （たいやき） 669-1313 三田市福島2-8 795677730 菓子製造業 一般 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南704番地の5 864351100 神北(宝健)第2-35 令和3年5月11日 令和9年5月31日 令和3年5月11日



000028 2000180931 ラ・ムー新三田店 669-1313 三田市福島2-8 795677730 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南704番地の5 864351100 神北(宝健)第2-36 令和3年5月11日 令和8年5月31日 令和3年5月11日
000028 2000180938 Ｌｏｕｎｇｅ　Ｂａｒ　Ｓｔｅｌｌａ 669-1529 三田市中央町12-8 飲食店営業(4)その他 一般 歯朶 哲也 神北(宝健)第1-40 令和3年5月13日 令和9年5月31日 令和3年5月13日
000028 2000180963 サンパレス六甲 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社関西新生活互助会 代表取締役 中西 亜衣 669-1529 兵庫県三田市中央町4番26号 795630520 神北(宝健)第1-42 令和3年5月20日 令和8年5月31日 令和3年5月20日
000028 2000180977 ムナール 669-1546 三田市弥生が丘1-1-1　フローラ88-109 795587161 飲食店営業(4)その他 一般 GHIMIRE ACHARYA KAMALA 神北(宝健)第1-43 令和3年5月21日 令和9年5月31日 令和3年5月21日
000028 2000180990 Ａｎ ｃｏｍ　ｃｈｕａ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 安生 真弓 神北(宝健)第1-41 令和3年5月17日 令和8年5月31日 令和3年5月17日
000028 2000181026 特定非営利活動法人　こむの事業所 665-0867 宝塚市売布東の町12-9 797878330 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 特定非営利活動法人こむの事業所 理事 松藤 聖一 665-0867 兵庫県宝塚市売布東の町12番9号 797878330 神北(宝健)第2-39 令和3年5月21日 令和10年5月31日 令和3年5月21日
000028 2000181100 千鳥 665-0034 宝塚市小林4-8-2日興スカイマンション107 飲食店営業(4)その他 一般 川端 あゆみ 神北(宝健)第1-48 令和3年5月28日 令和9年5月31日 令和3年5月28日
000028 2000181102 キッチンかたつむり 669-1535 三田市南が丘1-52-3-202 795538223 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社キオッチョラ 代表取締役 白石 美菜子 665-0022 兵庫県宝塚市野上一丁目5番10-601号 795538223 神北(宝健)第1-47 令和3年5月27日 令和9年5月31日 令和3年5月27日
000028 2000181103 シチニア食堂 665-0836 宝塚市清荒神3-14-13 797200714 そうざい製造業 一般 板野 茂樹 神北(宝健)第2-40 令和3年5月27日 令和9年5月31日 令和3年5月27日
000028 2000181104 シチニア食堂 665-0836 宝塚市清荒神3-14-13 797200714 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 板野 茂樹 神北(宝健)第2-41 令和3年5月27日 令和9年5月31日 令和3年5月27日
000028 2000181129 Ｂｕｒｇｅｒ　Ｈｏｕｓｅ　ＡＬＴＯ 669-1528 三田市駅前町6-5　リード21　2階 飲食店営業(4)その他 一般 井上 一馬 神北(宝健)第1-44 令和3年5月24日 令和9年5月31日 令和3年5月24日
000028 2000181146 ローソン宝塚鹿塩一丁目店 665-0054 宝塚市鹿塩1-10-18 飲食店営業(4)その他 一般 川谷 勉 神北(宝健)第1-45 令和3年5月26日 令和10年5月31日 令和3年5月26日
000028 2000181147 ローソン阪急仁川駅前店 665-0061 宝塚市仁川北2-7-1 798521112 飲食店営業(4)その他 一般 川谷 勉 神北(宝健)第1-46 令和3年5月26日 令和10年5月31日 令和3年5月26日
000028 2000181226 フェル・デュ・パパン 665-0847 宝塚市すみれガ丘2-5-1-8 797812552 菓子製造業 一般 神山 謙次 神北(宝健)第2-43 令和3年6月1日 令和9年8月31日 令和3年6月1日
000028 2000181254 たこ焼まるちゃん 665-0045 宝塚市光明町22-29 カサベージュ光明町101 飲食店営業(4)その他 一般 長谷川 穂香 神北(宝健)第1-51 令和3年6月10日 令和9年8月31日 令和3年6月10日
000028 2000181301 なないろ。 665-0831 宝塚市米谷2-14-30 飲食店営業(4)その他 一般 鈴江 尚子 神北(宝健)第1-49 令和3年6月8日 令和9年8月31日 令和3年6月8日
000028 2000181314 ＃ｋａｓｅｉｆｕｎａｇａｏ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 長尾 和幸 神北(宝健)第1-50 令和3年6月9日 令和8年8月31日 令和3年6月9日
000028 2000181320 Ｂｉｏ宝塚 665-0842 宝塚市川面5-10-25ユニベール宝塚１Ｆ110号室 797850831 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社グットハーベスト 代表取締役 伊東 寛子 563-0041 大阪府池田市満寿美町2番9-604号 727500831 神北(宝健)第1-52 令和3年6月14日 令和9年8月31日 令和3年6月14日
000028 2000181321 Ｂｉｏ宝塚 665-0842 宝塚市川面5-10-25ユニベール宝塚１Ｆ110号室 797850831 そうざい製造業 一般 株式会社グットハーベスト 代表取締役 伊東 寛子 563-0041 大阪府池田市満寿美町2番9-604号 727500831 神北(宝健)第2-44 令和3年6月14日 令和9年8月31日 令和3年6月14日
000028 2000181347 セブン－イレブン三田三輪３丁目店 669-1513 三田市三輪3-837-11 795640034 飲食店営業(4)その他 一般 山口 由里子 神北(宝健)第1-53 令和3年6月16日 令和9年8月31日 令和3年6月16日
000028 2000181405 溝口農園 669-1211 宝塚市大原野字溝内13 797910855 漬物製造業 一般 溝口 美都子 神北(宝健)第2-45 令和3年6月17日 令和9年8月31日 令和3年6月17日
000028 2000181409 マンダリン　キッチン 669-1526 三田市相生町18-33 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社マンダリン 代表取締役 野﨑 繁光 669-1533 兵庫県三田市三田町2番5号 神北(宝健)第1-54 令和3年6月17日 令和9年8月31日 令和3年6月17日
000028 2000181459 大成機工㈱三田工場　工場（CCW受託） 669-1339 三田市テクノパーク14-5 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359022 神北(宝健)第2-46 令和3年6月21日 令和9年8月31日 令和3年6月21日
000028 2000181463 すし処　大政屋 665-0035 宝塚市逆瀬川1-11-1アピア2　181号 797710008 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社魚奏 取締役 555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島三丁目8番19号 664760300 神北(宝健)第1-55 令和3年6月17日 令和9年8月31日 令和3年6月17日
000028 2000181545 サンタクルス　ザ　タカラヅカ 665-0844 宝塚市武庫川町6-22 797831188 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社グランメール芦屋 代表取締役 鈴木 孝育 659-0023 兵庫県芦屋市大東町3番3号 5014175159 神北(宝健)第1-58 令和3年6月24日 令和9年8月31日 令和3年6月24日
000028 2000181546 サンタクルス　ザ　タカラヅカ  メディテラニー 665-0844 宝塚市武庫川町6-22 797831188 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社グランメール芦屋 代表取締役 鈴木 孝育 659-0023 兵庫県芦屋市大東町3番3号 5014175159 神北(宝健)第1-59 令和3年6月24日 令和9年8月31日 令和3年6月24日
000028 2000181549 ひばりキッチン 669-1348 三田市つつじが丘北3-6-9 そうざい製造業 一般 田中 美智子 神北(宝健)第2-47 令和3年6月25日 令和9年8月31日 令和3年6月25日
000028 2000181575 コメダ珈琲店　新三田駅前店 669-1313 三田市福島2-5-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社フクダフーズ 代表取締役 福田 歩 679-0213 兵庫県加東市光明寺46番地 795483162 神北(宝健)第1-57 令和3年6月23日 令和9年8月31日 令和3年6月23日
000028 2000181811 山陰ゆかりの店　郷音 665-0836 宝塚市清荒神1-12-22 797860686 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社山陰道 代表取締役 白岩 俊夫 665-0841 兵庫県宝塚市御殿山三丁目19番15号 797843721 神北(宝健)第1-60 令和3年7月5日 令和9年8月31日 令和3年7月5日
000028 2000181919 もんどり 669-1311 三田市加茂1082-6 795672023 飲食店営業(4)その他 一般 岩元 繁男 神北(宝健)第1-67 令和3年7月15日 令和9年8月31日 令和3年7月15日
000028 2000181932 ＣＡＦＥ　ＦＬＯＷ 665-0055 宝塚市大成町3-16 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平田 史 神北(宝健)第1-66 令和3年7月15日 令和9年8月31日 令和3年7月15日
000028 2000181946 １２３宝塚店 665-0051 宝塚市高司4-6-31 797710958 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 株式会社延田エンタープライズ 代表取締役 延田 尚弘 542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋二丁目1番6号 662134123 神北(宝健)第1-61 令和3年7月13日 令和9年8月31日 令和3年7月13日
000028 2000181947 Ｌｏｕｎｇｅ　「ＣＥＮＥ」 669-1528 三田市駅前町4-27 795626611 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Sプラス 代表取締役 若江 俊介 669-1528 兵庫県三田市駅前町10番6号 795511502 神北(宝健)第1-73 令和3年7月19日 令和9年8月31日 令和3年7月19日
000028 2000181975 ＣＡＦＥ　＆　ＢＡＲ　ＰＬＵＭＥ 665-0821 宝塚市安倉北3-6-5 797528490 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉尾 純子 神北(宝健)第1-64 令和3年7月15日 令和9年8月31日 令和3年7月15日
000028 2000181995 かたつむり号 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。） 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社シュネッケ 代表取締役 石野 節世 669-1526 兵庫県三田市相生町9番18号 795568008 神北(宝健)第1-74 令和3年7月20日 令和8年8月31日 令和3年7月20日
000028 2000182038 クレープハウス haruharu 669-1526 三田市相生町21-12 飲食店営業(4)その他 一般 増田 翔吾 神北(宝健)第1-68 令和3年7月15日 令和9年8月31日 令和3年7月15日
000028 2000182060 ファミリーマート三田テクノパーク店 669-1339 三田市テクノパーク18-13 795607250 飲食店営業(4)その他 一般 中田 成栄 神北(宝健)第1-69 令和3年7月16日 令和9年8月31日 令和3年7月16日
000028 2000182100 リアンレーブ宝塚事業所 665-0811 宝塚市南ひばりガ丘2丁目9-22 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＬＥＯＣ 代表取締役 田島 利行 100-0004 東京都千代田区大手町一丁目1番3号 385505220 神北(宝健)第1-363 令和3年3月22日 令和10年5月31日 令和3年3月22日
000028 2000182102 ままごとや有馬高校店 669-1531 三田市天神2-1-50 795641988 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＣＩＭＹカンパニー 代表取締役 谷 祐次 669-1325 兵庫県三田市さくら坂1-1 795621986 神北(宝健)第1-368 令和3年3月24日 令和10年5月31日 令和3年3月24日
000028 2000182123 サント・アン　ビオターブルサント・アン 669-1535 三田市南が丘2-7-10 795645383 飲食店営業(4)その他 露店40L 有限会社サント・アン 代表取締役 林 紗希 669-1535 兵庫県三田市南が丘二丁目7番10号 795645383 神北(宝健)第1-62 令和3年7月13日 令和8年8月31日 令和3年7月13日
000028 2000182205 マルコウ博美洋/マルコウ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 橋本 浩 神北(宝健)第1-92 令和3年7月30日 令和8年8月31日 令和3年7月30日
000028 2000182211 トレーニングカフェ 665-0836 宝塚市清荒神3-9-15 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社森企画 代表取締役 森岡 忠男 666-0225 兵庫県川辺郡猪名川町木津字有井裏4番地5 7052642289 神北(宝健)第1-79 令和3年7月27日 令和9年8月31日 令和3年7月27日
000028 2000182212 Ｂｏｕｌａｎｇｅｒｉｅ・聖 665-0021 宝塚市中州1-2-12ＰＡＬＡＺＺＯ逆瀬川101号 菓子製造業 一般 合同会社ＢｒａｖｅＮｅｗＷｏｒｌｄ 代表社員 松永 聖 665-0054 兵庫県宝塚市鹿塩一丁目17番11-305号 5036128080 神北(宝健)第2-48 令和3年7月26日 令和9年8月31日 令和3年7月26日
000028 2000182278 エクセレント宝塚　ガーデンヒルズ 665-0816 宝塚市平井5-4-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 布施マルタマフーズ株式会社 代表取締役 荻田 正博 578-0943 大阪府東大阪市若江南町三丁目６番7号 667285538 神北(宝健)第1-81 令和3年7月27日 令和9年8月31日 令和3年7月27日
000028 2000182298 ｃｅｌｅｓｔｅ 665-0874 宝塚市中筋6-7-18 797205345 菓子製造業 一般 兼山 雅代 神北(宝健)第2-49 令和3年7月27日 令和9年8月31日 令和3年7月27日
000028 2000182324 株式会社ベネッセスタイルケア　アリア宝塚 665-0022 宝塚市野上2-3-44 797773660 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＬＥＯＣ 代表取締役 田島 利行 100-0004 東京都千代田区大手町一丁目1番3号 352208550 神北(宝健)第1-93 令和3年8月2日 令和10年8月31日 令和3年8月2日
000028 2000182413 カフェテラス　ロム 665-0872 宝塚市中筋3-2-5 飲食店営業(4)その他 一般 ケーワイエムエンジニアリング有限会社 代表取締役 岸 正和 664-0844 兵庫県伊丹市口酒井二丁目8番22号 727705210 神北(宝健)第1-102 令和3年8月6日 令和9年8月31日 令和3年8月6日
000028 2000182429 nomad商会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 中村 拓司 神北(宝健)第1-94 令和3年8月4日 令和8年8月31日 令和3年8月4日
000028 2000182431 ＡＯＺＯＲＡｔｏ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L オンタック株式会社 代表取締役 井上 眞司 651-1524 兵庫県神戸市北区大沢町中大沢761番地の1 789507010 神北(宝健)第1-110 令和3年8月11日 令和8年8月31日 令和3年8月11日
000028 2000182432 セブン－イレブン　宝塚安倉南３丁目店 665-0823 宝塚市安倉南3-8-18 797842157 飲食店営業(4)その他 一般 寶持 和良 神北(宝健)第1-95 令和3年8月5日 令和10年8月31日 令和3年8月5日
000028 2000182447 オクショウ 669-1529 三田市中央町16-3 795622039 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田村 恵子 神北(宝健)第1-104 令和3年8月6日 令和9年8月31日 令和3年8月6日
000028 2000182448 オクショウ 669-1529 三田市中央町16-3 795622039 菓子製造業 一般 田村 恵子 神北(宝健)第2-58 令和3年8月6日 令和9年8月31日 令和3年8月6日
000028 2000182489 創作カレー　ツキノワ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 菅 尚弘 神北(宝健)第1-109 令和3年8月11日 令和8年8月31日 令和3年8月11日
000028 2000182544 Ｐｉｃｃｏ　Ｌａｔｔｅ（ピッコ　ラッテ） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社Ｐｉｃｃｏ 代表取締役 細山田 貴志 535-0002 大阪府大阪市旭区大宮二丁目10番7号 661158959 神北(宝健)第1-108 令和3年8月10日 令和8年8月31日 令和3年8月10日
000028 2000182789 がんこ宝塚苑 665-0845 宝塚市栄町3-3-15 797858188 魚介類販売業 一般 がんこフードサービス株式会社 代表取締役 小嶋 達典 532-0025 大阪府大阪市淀川区新北野一丁目2番13号 663082288 神北(宝健)第2-69 令和3年8月24日 令和9年8月31日 令和3年8月24日
000028 2000182790 がんこ宝塚苑 665-0845 宝塚市栄町3-3-15 797858188 食肉販売業 一般 がんこフードサービス株式会社 代表取締役 小嶋 達典 532-0025 大阪府大阪市淀川区新北野一丁目2番13号 663082288 神北(宝健)第2-70 令和3年8月24日 令和9年8月31日 令和3年8月24日
000028 2000182957 Ｃｏｐｅ　Ｓｔａｎｄ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社ミールファーム 代表取締役 片桐 慶一 594-0052 大阪府和泉市阪本町299番地の3 725463902 神北(宝健)第1-160 令和3年9月10日 令和8年11月30日 令和3年9月10日
000028 2000182966 おつぎ 665-0861 宝塚市中山寺2-6-7 797863990 飲食店営業(4)その他 一般 伏尾 友美 神北(宝健)第1-155 令和3年9月1日 令和9年11月30日 令和3年9月1日
000028 2000183007 にじ屋　Sandabase 669-1537 三田市西山2-8-19 795530248 飲食店営業(4)その他 一般 片山 慶彦 神北(宝健)第1-158 令和3年9月7日 令和9年11月30日 令和3年9月7日
000028 2000183008 にじ屋　Sandabase 669-1537 三田市西山2-8-19 795530248 魚介類販売業 一般 片山 慶彦 神北(宝健)第2-76 令和3年9月7日 令和9年11月30日 令和3年9月7日
000028 2000183022 すき家　１７６号三田三輪 669-1513 三田市三輪4-1-10 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 367838850 神北(宝健)第1-162 令和3年9月10日 令和10年11月30日 令和3年9月10日
000028 2000183034 明洞市場 669-1528 三田市駅前町4-27 飲食店営業(4)その他 一般 Ｋｔｗｏｆｉｖｅ株式会社 代表取締役 山本 健二 669-1528 兵庫県三田市駅前町3番10-108号 795511502 神北(宝健)第1-161 令和3年9月10日 令和9年11月30日 令和3年9月10日
000028 2000183044 なや玄 669-1204 宝塚市長谷字手立46-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 尾花 登志子 神北(宝健)第1-157 令和3年9月3日 令和9年11月30日 令和3年9月3日
000028 2000183095 まる陣 665-0852 宝塚市売布2-5-1ピピアめふ1　1001-3号室 飲食店営業(4)その他 一般 陣内 充則 神北(宝健)第1-163 令和3年9月14日 令和10年11月30日 令和3年9月14日
000028 2000183277 Ｆｌｏｕｒｉｓｈ 665-0836 宝塚市清荒神1-17-16-105 797618068 菓子製造業 一般 株式会社ＥＸＰＬＯＲＤＯＭ 代表取締役 楠本 恵子 665-0011 兵庫県宝塚市南口二丁目11番8号101号室 797778871 神北(宝健)第2-77 令和3年9月15日 令和9年11月30日 令和3年9月15日
000028 2000183387 ＣＯＮＣＥＮＴ　ＭＡＲＫＥＴ 665-0844 宝塚市武庫川町4-10（株）宝塚キムラヤ第一ビル　1Ｆ 797850208 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｓａｕｄｅ 代表取締役 岩井 直人 662-0047 兵庫県西宮市寿町5番15号 798230707 神北(宝健)第1-164 令和3年9月22日 令和9年11月30日 令和3年9月22日
000028 2000183388 ＣＯＮＣＥＮＴ　ＭＡＲＫＥＴ 665-0844 宝塚市武庫川町4-10（株）宝塚キムラヤ第一ビル　1Ｆ 797850208 菓子製造業 一般 株式会社Ｓａｕｄｅ 代表取締役 岩井 直人 662-0047 兵庫県西宮市寿町5番15号 798230707 神北(宝健)第2-78 令和3年9月22日 令和9年11月30日 令和3年9月22日
000028 2000183456 天カブ 665-0034 宝塚市小林5-4-36 飲食店営業(4)その他 一般 野澤 康行 神北(宝健)第1-165 令和3年9月30日 令和9年11月30日 令和3年9月30日
000028 2000183604 ｃａｆｅ １０７ ＋ ｄｏｇ 669-1358 三田市藍本1799-2 飲食店営業(4)その他 一般 花谷 薫里 神北(宝健)第1-168 令和3年9月30日 令和9年11月30日 令和3年9月30日
000028 2000183652 田嶋商店 665-0861 宝塚市中山寺2-8-10 797862412 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 田嶋 千代 神北(宝健)第1-170 令和3年10月4日 令和9年11月30日 令和3年10月4日
000028 2000183671 飛龍 665-0874 宝塚市中筋3-21-1 797618806 そうざい製造業 一般 合同会社ＩＳホールディングス 代表社員 白旗 訓 665-0874 兵庫県宝塚市中筋2-11-1-301 797888437 神北(宝健)第2-79 令和3年9月28日 令和9年11月30日 令和3年9月28日
000028 2000183860 覚王山 フルーツ大福 弁才天 宝塚店 665-0845 宝塚市栄町2-1-1ソリオ宝塚1　1F内 菓子製造業 一般 有限会社ディーンズ・ママ 代表取締役 山本 三郎 669-1131 兵庫県西宮市清瀬台20番4号 797612155 神北(宝健)第2-85 令和3年10月11日 令和9年11月30日 令和3年10月11日
000028 2000183908 Ｃｈｅｚ Ｈｏｒｉ 665-0861 宝塚市中山寺2-1-3 797616552 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 堀之内 雅史 神北(宝健)第1-169 令和3年10月4日 令和9年11月30日 令和3年10月4日
000028 2000183935 シプサ１４ 665-0034 宝塚市小林5-5-36 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 髙森 安代 神北(宝健)第1-181 令和3年10月12日 令和9年11月30日 令和3年10月12日
000028 2000183944 サンレイ・フーズ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 新田 日佐光 神北(宝健)第1-183 令和3年10月12日 令和8年11月30日 令和3年10月12日
000028 2000183947 サンレイ・フーズ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 新田 日佐光 神北(宝健)第1-184 令和3年10月12日 令和9年11月30日 令和3年10月12日
000028 2000184140 カジュアルラウンジＬｅｅ 669-1529 三田市中央町12-7 795651661 飲食店営業(4)その他 一般 𠮷田 侑香里 神北(宝健)第1-195 令和3年10月20日 令和9年11月30日 令和3年10月20日
000028 2000184162 中華そば　わらべ 669-1303 三田市末2007-2 795676539 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有賀 優幸 神北(宝健)第1-172 令和3年10月7日 令和9年11月30日 令和3年10月7日
000028 2000184178 宝塚菓子処れもん  （ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ ＪＡＵＭＥ ＣＩＴＲＯＮ） 665-0842 宝塚市川面5-10-25ユニベール宝塚Ｔ07 797696162 飲食店営業(4)その他 一般 松尾 浩司 神北(宝健)第1-174 令和3年10月8日 令和9年11月30日 令和3年10月8日
000028 2000184179 宝塚菓子処れもん  （ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ ＪＡＵＭＥ ＣＩＴＲＯＮ） 665-0842 宝塚市川面5-10-25ユニベール宝塚Ｔ07 797847611 菓子製造業 一般 松尾 浩司 神北(宝健)第2-81 令和3年10月8日 令和9年11月30日 令和3年10月8日
000028 2000184417 ｅｌ　Ｂａｕ　Ｄｅｃｏｒａｔｉｏｎ  Ａｔｅｌｉｅｒ　＋　Ｆａｒｍ 669-1241 宝塚市切畑川尻24 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 下江 潤一 神北(宝健)第1-185 令和3年10月14日 令和9年11月30日 令和3年10月14日
000028 2000184421 和食さと　宝塚インター店 665-0822 宝塚市安倉中3-8-35 797812760 食肉販売業 一般 サトフードサービス株式会社 代表取締役 重里 政彦 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号大阪国際ビルディング30階 677099905 神北(宝健)第2-90 令和3年10月22日 令和9年11月30日 令和3年10月22日
000028 2000184469 和食さと　三田ウッディタウン店 669-1321 三田市けやき台1-5　けやきプラザ 795658825 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 サトフードサービス株式会社 代表取締役 重里 政彦 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号大阪国際ビルディング30階 677223104 神北(宝健)第1-206 令和3年10月26日 令和10年11月30日 令和3年10月26日
000028 2000184470 和食さと　三田ウッディタウン店 669-1321 三田市けやき台1-5　けやきプラザ 795658825 食肉販売業 一般 サトフードサービス株式会社 代表取締役 重里 政彦 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号大阪国際ビルディング30階 677223104 神北(宝健)第2-94 令和3年10月26日 令和10年11月30日 令和3年10月26日
000028 2000184490 ｓａｊｉ食堂 665-0003 宝塚市湯本町2-6　セザンヌ宝塚101 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 伊藤 麻美 神北(宝健)第1-196 令和3年10月21日 令和9年11月30日 令和3年10月21日
000028 2000184543 木曽路　宝塚店 665-0033 宝塚市伊孑志3-15　ローズスクエア内 797728111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社木曽路 代表取締役 内田 豊稔 466-0058 愛知県名古屋市昭和区白金三丁目18番13号 528721811 神北(宝健)第1-204 令和3年10月26日 令和9年11月30日 令和3年10月26日
000028 2000184586 さとカフェ 669-1416 三田市下里305 795690131 飲食店営業(4)その他 一般 岡田 秀紀 神北(宝健)第1-208 令和3年10月27日 令和9年11月30日 令和3年10月27日
000028 2000184637 Ｍｏｔｏ　Ｃｏｌａ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 五明 基 神北(宝健)第1-219 令和3年11月5日 令和8年11月30日 令和3年11月5日
000028 2000184793 スパイス日和 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 井上 美花 神北(宝健)第1-226 令和3年11月10日 令和8年11月30日 令和3年11月10日
000028 2000184821 ホットスタッフ 669-1535 三田市南が丘1-17-38 サンビル２Ｆ 795625103 飲食店営業(4)その他 一般 藤本 豊 神北(宝健)第1-217 令和3年11月4日 令和9年11月30日 令和3年11月4日
000028 2000184835 菓子工房　ソリマチ 665-0885 宝塚市山本台3-16-1　705 菓子製造業 一般 反町 千恵子 神北(宝健)第2-99 令和3年11月9日 令和9年11月30日 令和3年11月9日
000028 2000184840 海雲台　（ヘウンデ） 665-0836 宝塚市清荒神1-11-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 武田 早苗 神北(宝健)第1-221 令和3年11月9日 令和9年11月30日 令和3年11月9日
000028 2000185041 Ｂｏｏちゃんのたこ焼き 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 廣山 良子 神北(宝健)第1-235 令和3年11月15日 令和8年11月30日 令和3年11月15日
000028 2000185257 ｔｌａｈｕｓ 669-1337 三田市学園4-1 795592620 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社グリーンポット貿易部 代表取締役 古川 琢也 673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川748番地25 794762688 神北(宝健)第1-250 令和3年11月19日 令和9年11月30日 令和3年11月19日
000028 2000185588 峠茶屋 669-1413 三田市下槻瀬879-21 795691828 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前中 孝夫 神北(宝健)第1-249 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 2000185604 両国 665-0843 宝塚市宮の町15-5荒神川ビル102 797864490 水産製品製造業 一般 石田 修三 神北(宝健)第2-103 令和3年11月17日 令和9年11月30日 令和3年11月17日
000028 2000185683 ラ・ブラーチェ 665-0842 宝塚市川面5-6-1ベルボワビル101 797847666 そうざい製造業 一般 松井 隆史 神北(宝健)第2-109 令和3年11月25日 令和9年11月30日 令和3年11月25日
000028 2000185748 グランアップル神戸三田 669-1547 三田市富士が丘5-54 795644126 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社レック 代表取締役 高橋 泉 669-1529 兵庫県三田市中央町4番5号 795532550 神北(宝健)第1-256 令和3年11月22日 令和9年11月30日 令和3年11月22日
000028 2000185790 池カラ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社Ｃａｔｅｒｉｎｇ　Ｋｉｔｃｈｅｎ 代表取締役 櫃本 秀一 591-8001 大阪府堺市北区常磐町三丁15番15号 神北(宝健)第1-254 令和3年11月22日 令和8年11月30日 令和3年11月22日
000028 2000185806 cafe 我風 669-1347 三田市つつじが丘南3-11-10 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長谷川 裕啓 神北(宝健)第1-260 令和3年11月25日 令和9年11月30日 令和3年11月25日
000028 2000185822 Ｈａｍａｍｏｔｏ 665-0836 宝塚市清荒神3-2-14 飲食店営業(4)その他 一般 濵本 年之 神北(宝健)第1-261 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 2000185826 たこやき　ひね屋 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　ソリオ１　ＧＦＢ１３１ 飲食店営業(4)その他 一般 日根 憲司 神北(宝健)第1-262 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 2000185837 シャンティ　ベビーカステラ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 合同会社Ｔｗｏ　Ｔｈｒｅｅ　Ｓｔｙｌｅ 代表社員 大竹 怜 674-0092 兵庫県明石市二見町東二見2028番地の5 789448723 神北(宝健)第1-267 令和3年11月29日 令和8年11月30日 令和3年11月29日
000028 2000185843 ＳＨＩＣＴ（シクト） 665-0845 宝塚市栄町1-1-11　1F 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 寺地 一貴 神北(宝健)第1-268 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 2000185844 ＳＨＩＣＴ（シクト） 665-0845 宝塚市栄町1-1-11　1F 菓子製造業 一般 寺地 一貴 神北(宝健)第2-114 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 2000185918 ＨＡＣＨＩ 665-0805 宝塚市雲雀丘1-2-11-103 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 マック株式会社 代表取締役 守屋 弘司 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場四丁目13番3号 662828200 神北(宝健)第1-272 令和3年12月3日 令和10年2月29日 令和3年12月3日
000028 2000186175 Ｂｅａｒ’ｓ　ｃａｆｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 宮﨑 ゆりえ 神北(宝健)第1-270 令和3年12月2日 令和9年2月28日 令和3年12月2日
000028 2000186229 名水牡蠣　アルフィオ１９９７ 665-0033 宝塚市伊孑志2-17-10 797617228 魚介類販売業 一般 糸賀 翔平 神北(宝健)第2-115 令和3年12月3日 令和10年2月29日 令和3年12月3日
000028 2000186245 Ｕｌｉｅｌ　Ｆｏｏｄ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 又吉 春美 神北(宝健)第1-271 令和3年12月2日 令和9年2月28日 令和3年12月2日
000028 2000186283 結日和 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 澤田 美智子 神北(宝健)第1-280 令和3年12月9日 令和9年2月28日 令和3年12月9日
000028 2000186284 ＡＨＳＯ 665-0836 宝塚市清荒神3-6-27 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川村 真純 神北(宝健)第1-278 令和3年12月9日 令和10年2月29日 令和3年12月9日
000028 2000186286 来楽館 665-0815 宝塚市山本丸橋1-5-3 菓子製造業 一般 金岡 建夫 神北(宝健)第2-116 令和3年12月9日 令和10年2月29日 令和3年12月9日



000028 2000186345 ＹＯＵＴＥＣ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 宮川 優 神北(宝健)第1-281 令和3年12月10日 令和9年2月28日 令和3年12月10日
000028 2000186351 情熱屋台 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 787426664 飲食店営業(4)その他 露店80L 有限会社コム 代表取締役 西浦 大 651-0078 兵庫県神戸市中央区八雲通六丁目2番8号 787426664 神北(宝健)第1-277 令和3年12月8日 令和9年2月28日 令和3年12月8日
000028 2000186355 国立病院機構　兵庫中央病院 669-1515 三田市大原1314 795632121 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 京都ケータリング株式会社 代表取締役 足達 敏郎 624-0821 京都府舞鶴市字公文名570番地の1 773757500 神北(宝健)第1-273 令和3年12月6日 令和11年2月28日 令和3年12月6日
000028 2000186361 クレープキッチンＮ 665-0874 宝塚市中筋6-18-6 797899992 飲食店営業(4)その他 自動車80L 中元 隆夫 神北(宝健)第1-274 令和3年12月7日 令和9年2月28日 令和3年12月7日
000028 2000186362 ｎａｇｏｍｉｙａ　ｎｏ　ＴＯＮＡＲＩ 665-0842 宝塚市川面5-6-1　ベルボアビル202 797816281 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 原田 聡子 神北(宝健)第1-276 令和3年12月8日 令和10年2月29日 令和3年12月8日
000028 2000186430 クラウドナレッジ 665-0024 宝塚市逆瀬台1-3逆瀬川マンションB-102 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 マウンテンサイド合同会社 代表社員 国友 賀弘 665-0024 兵庫県宝塚市逆瀬台一丁目3番逆瀬川マンションB棟102号室 神北(宝健)第1-275 令和3年12月7日 令和10年2月29日 令和3年12月7日
000028 2000186487 ローソンＨＡ阪急宝塚店 665-0845 宝塚市栄町2-3-1阪急宝塚駅改札外 797819431 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アズナス 代表取締役 佐桑 勇 530-0012 大阪府大阪市北区角田町8番7号 667434107 神北(宝健)第1-283 令和3年12月13日 令和11年2月28日 令和3年12月13日
000028 2000186494 ローソンＨＡ阪急逆瀬川店 665-0035 宝塚市逆瀬川2-1-17　阪急逆瀬川駅2階 797779022 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アズナス 代表取締役 佐桑 勇 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 6637434107 神北(宝健)第1-282 令和3年12月13日 令和11年2月28日 令和3年12月13日
000028 2000186714 ＯＮＬＹ ＯＮＥ 669-1533 三田市三田町16-12-101 795017117 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 株式会社ＯＮＬＹ ＯＮＥ ＲＥＡＬ ＥＳＴＡＴＥ 代表取締役 奥村 達也 666-0014 兵庫県川西市小戸二丁目4番1号 727567117 神北(宝健)第1-284 令和3年12月17日 令和9年2月28日 令和3年12月17日
000028 2000186751 株式会社健康マルシェ 665-0051 宝塚市高司1-1-16 797617130 清涼飲料水製造業 一般 株式会社健康マルシェ 代表取締役 田中 規貴 665-0051 兵庫県宝塚市高司一丁目1番16号 797617130 神北(宝健)第2-117 令和3年12月24日 令和10年2月29日 令和3年12月24日
000028 2000186752 株式会社健康マルシェ 665-0051 宝塚市高司1-1-16 797617130 そうざい製造業 一般 株式会社健康マルシェ 代表取締役 田中 規貴 665-0051 兵庫県宝塚市高司一丁目1番16号 797617130 神北(宝健)第2-118 令和3年12月24日 令和10年2月29日 令和3年12月24日
000028 2000186753 株式会社健康マルシェ 665-0051 宝塚市高司1-1-16 797617130 菓子製造業 一般 株式会社健康マルシェ 代表取締役 田中 規貴 665-0051 兵庫県宝塚市高司一丁目1番16号 797617130 神北(宝健)第2-119 令和3年12月24日 令和10年2月29日 令和3年12月24日
000028 2000186900 ＰＯＲＫ　ＨＯＵＳＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 森山 悠太 神北(宝健)第1-290 令和4年1月11日 令和9年2月28日 令和4年1月11日
000028 2000186908 Aux petits délices 665-0022 宝塚市野上2-4-18 797962028 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鹿島 清子 神北(宝健)第1-285 令和3年12月23日 令和10年2月29日 令和3年12月23日
000028 2000186917 八代堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 田村 信子 神北(宝健)第1-287 令和4年1月5日 令和9年2月28日 令和4年1月5日
000028 2000186936 ザ　ベストケバブ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社アルスラン 代表取締役 アルスラン・ オクタイ 594-0002 大阪府和泉市上町151番地の1(1007) 神北(宝健)第1-294 令和4年1月13日 令和9年2月28日 令和4年1月13日
000028 2000186975 角亀 665-0047 宝塚市亀井町11-35ハイムセトル102 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平塚 光幸 神北(宝健)第1-288 令和4年1月6日 令和10年2月29日 令和4年1月6日
000028 2000187004 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　ＥＮ 669-1528 三田市駅前町3-10ルネ三田駅前ハートシティ102Ａ 795623200 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＣＥＮＡ　ＲＯＴＯＮＤＡ 代表取締役 菊富 友一 669-1528 兵庫県三田市駅前町3番10号ルネ三田駅前ハートシティ102Ａ 795623200 神北(宝健)第1-299 令和4年1月17日 令和10年2月29日 令和4年1月17日
000028 2000187005 ｃａｆｅ　とおりみち 669-1526 三田市相生町21-12 飲食店営業(4)その他 一般 日本農商支援機構株式会社 代表取締役 中田 英一 669-1345 兵庫県三田市下相野1534-54 神北(宝健)第1-296 令和4年1月14日 令和10年2月29日 令和4年1月14日
000028 2000187006 Ｄｏｌｃｉ　Ｆｏｒｅｓｔａ　Ａｓｕｋａ 669-1526 三田市相生町21-12 菓子製造業 一般 日本農商支援機構株式会社 代表取締役 中田 英一 669-1345 兵庫県三田市下相野1534-54 神北(宝健)第2-122 令和4年1月14日 令和10年2月29日 令和4年1月14日
000028 2000187007 キッチンカーコーポレーション　宇奈とと 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社キッチンカーコーポレーション 代表取締役 寶川 康 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町四丁目18番11号 669499113 神北(宝健)第1-304 令和4年1月18日 令和9年2月28日 令和4年1月18日
000028 2000187009 ひだまり　ここ 665-0051 宝塚市高司1-1-13 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西浦 千秋 神北(宝健)第1-293 令和4年1月12日 令和10年2月29日 令和4年1月12日
000028 2000187021 Ｐｏｎｏ　ｃａｆｅ　ポノ　カフェ 669-1515 三田市大原1310-7 795068018 密封包装食品製造業 一般 藤原 なおみ 神北(宝健)第2-124 令和4年1月19日 令和10年2月29日 令和4年1月19日
000028 2000187053 和季ｋａｙａ 669-1529 三田市中央町4-10　宮脇三田ビル１階２号室 795649111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上野 潤一 神北(宝健)第1-306 令和4年1月19日 令和10年2月29日 令和4年1月19日
000028 2000187103 ポカポカパン 669-1315 三田市下井沢76-2 795672915 菓子製造業 一般 羽渕 みな子 神北(宝健)第2-121 令和4年1月14日 令和10年2月29日 令和4年1月14日
000028 2000187105 スージー 665-0822 宝塚市安倉中4-1-5 797844115 そうざい製造業 一般 新井 秋子 神北(宝健)第2-126 令和4年1月24日 令和10年2月29日 令和4年1月24日
000028 2000187128 ピザーラ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社フォーシーズ 代表取締役 淺野 秀則 107-0062 東京都港区南青山五丁目12番4号 334096000 神北(宝健)第1-318 令和4年1月25日 令和9年2月28日 令和4年1月25日
000028 2000187136 ローソン宝塚インター店 665-0822 宝塚市安倉中1-13-7 797867539 飲食店営業(4)その他 一般 森下 忠明 神北(宝健)第1-301 令和4年1月18日 令和11年2月28日 令和4年1月18日
000028 2000187193 ｓｍｉｌｅｙ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 野川 悟 神北(宝健)第1-334 令和4年1月31日 令和9年2月28日 令和4年1月31日
000028 2000187229 旨いラーメンゆうや　新三田店 669-1313 三田市福島471ｰ3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ＹＡＳ合同会社 代表社員 金田 康裕 669-1313 兵庫県三田市福島471番地3 神北(宝健)第1-315 令和4年1月24日 令和10年2月29日 令和4年1月24日
000028 2000187234 ビオ・ガーデン 665-0836 宝塚市清荒神2-1-3 797615142 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社アイムファクトリー 代表取締役 川畑 雅巳 651-0093 兵庫県神戸市中央区二宮町二丁目12-4 788552093 神北(宝健)第1-327 令和4年1月27日 令和10年2月29日 令和4年1月27日
000028 2000187275 ルーク 665-0021 宝塚市中州1-3-20-102号 飲食店営業(4)その他 一般 長澤 啓之 神北(宝健)第1-330 令和4年1月28日 令和10年2月29日 令和4年1月28日
000028 2000187279 Doux　Cadeau　ドゥーカドー 665-0874 宝塚市中筋4-10-18-102 菓子製造業 一般 川口 麻貴 神北(宝健)第2-130 令和4年2月2日 令和10年2月29日 令和4年2月2日
000028 2000187280 ＪＲＡ阪神競馬場　ＵＭＡＪＯ　ＳＰＯＴ 665-0053 宝塚市駒の町1-1　UMAJO　SPOT 798517151 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 株式会社エイトキューブ 代表取締役 橘 恵治 547-0026 大阪府大阪市平野区喜連西四丁目6番27号 643024444 神北(宝健)第1-339 令和4年2月2日 令和10年2月29日 令和4年2月2日
000028 2000187290 デコ・アンド・ベジ製菓工房 665-0836 宝塚市清荒神2-1-3 797615142 菓子製造業 一般 株式会社アイムファクトリー 代表取締役 川畑 雅巳 651-0093 兵庫県神戸市中央区二宮町二丁目12-4 788552093 神北(宝健)第2-128 令和4年1月27日 令和10年2月29日 令和4年1月27日
000028 2000187299 ＭＩＲＥ　ｊｏｕｌｅ 665-0021 宝塚市中州1-15-2　BF6 飲食店営業(4)その他 一般 木村 亜沙美 神北(宝健)第1-317 令和4年1月25日 令和10年2月29日 令和4年1月25日
000028 2000187320 かっぽう居酒屋　鋼吉 669-1528 三田市駅前町3-10ルミネ三田駅前ハートシティ1-102B 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 金岡 摩衣 神北(宝健)第1-341 令和4年2月7日 令和10年2月29日 令和4年2月7日
000028 2000187325 Ｗａｎａ‘ａｏ　ａｉｎａ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 若林 麻実 神北(宝健)第1-323 令和4年1月27日 令和9年2月28日 令和4年1月27日
000028 2000187326 ＳＯＴ ＣＯＦＦＥＥ 665-0805 宝塚市雲雀丘2-6-19 飲食店営業(4)その他 一般 合同会社Ｔｏｋｏｗａｋａ 代表社員 章　怡　明 665-0805 兵庫県宝塚市雲雀丘二丁目6番19号 神北(宝健)第1-324 令和4年1月27日 令和10年2月29日 令和4年1月27日
000028 2000187327 ＳＯＴ ＣＯＦＦＥＥ 665-0805 宝塚市雲雀丘2-6-19 菓子製造業 一般 合同会社Ｔｏｋｏｗａｋａ 代表社員 章　怡　明 665-0805 兵庫県宝塚市雲雀丘二丁目6番19号 神北(宝健)第2-127 令和4年1月27日 令和10年2月29日 令和4年1月27日
000028 2000187333 ＯＲＯ　ＣＡＦＥ　宝塚店 665-0844 宝塚市武庫川町1-2　ﾋﾞｶﾞｰﾎﾟﾘｽ133１F 797615090 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社オーロ 代表取締役 伊藤 修平 560-0021 大阪府豊中市本町二丁目2番5号 668429501 神北(宝健)第1-340 令和4年2月4日 令和10年2月29日 令和4年2月4日
000028 2000187396 ファミリーマート三田三輪店 669-1513 三田市三輪1-8-8 795536001 飲食店営業(4)その他 一般 上田 賢治 神北(宝健)第1-335 令和4年1月31日 令和10年2月29日 令和4年1月31日
000028 2000187421 ｅ'ｍの屋根 665-0866 宝塚市星の荘24-26 797810399 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｍ 代表取締役 岸本 理江 665-0874 兵庫県宝塚市中筋五丁目13-19 神北(宝健)第1-338 令和4年2月2日 令和10年2月29日 令和4年2月2日
000028 2000187456 阪神ミュージックサービス 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 山田 克人 神北(宝健)第1-346 令和4年2月9日 令和9年2月28日 令和4年2月9日
000028 2000187534 傾奇　－ＫＡＢＵＫＩ－ 669-1529 三田市中央町11-1-2Ｆ 795556544 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｋ's　ｆｒａｇｒａｎｃｅ 代表取締役 廣岡 薫 669-1529 兵庫県三田市中央町11番1号2階 神北(宝健)第1-347 令和4年2月9日 令和10年2月29日 令和4年2月9日
000028 2000187564 カラオケスタジオ　ふれんど 669-1535 三田市南が丘1-40-22 795635728 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社大浦商店 代表取締役 大浦 貴裕 669-1512 兵庫県三田市高次二丁目11番8号 795633775 神北(宝健)第1-350 令和4年2月15日 令和10年2月29日 令和4年2月15日
000028 2000187600 Ｌｅｍｏｎ　Ｔｒｅｅ 665-0056 宝塚市中野町1-9　山田マンション102 797741084 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人コスモス 理事長 木本 大輔 665-0056 兵庫県宝塚市中野町20-10 797728739 神北(宝健)第2-136 令和4年2月21日 令和10年2月29日 令和4年2月21日
000028 2000187622 Ｆｌａｖｏｕｒ　Ｊ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 佐藤 勝太 神北(宝健)第1-356 令和4年2月24日 令和10年2月29日 令和4年2月24日
000028 2000187647 ＨＡＢＩＫＩＮＯコロッケ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 798783195 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社ＨＡＰＰＹベリー 代表取締役 菅野 知美 663-8181 兵庫県西宮市若草町二丁目13番18号ボヌワール若草101号 798783195 神北(宝健)第1-367 令和4年2月28日 令和9年2月28日 令和4年2月28日
000028 2000187662 ＢＯＮＴＥＮ　パスカルさんだ店 669-1514 三田市川除677-1　パスカルさんだ一番館 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社梵天 代表取締役 辻田 誠 666-0138 兵庫県川西市西多田字楠根4番6号 727865063 神北(宝健)第1-354 令和4年2月22日 令和10年2月29日 令和4年2月22日
000028 2000187678 インコース売店 669-1241 宝塚市切畑桜小場19 797866261 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ユニテックスゴルフ 代表取締役 中務 稔也 669-1241 兵庫県宝塚市切畑桜小場19番地 797866261 神北(宝健)第1-361 令和4年2月25日 令和10年2月29日 令和4年2月25日
000028 2000187688 宝塚クラシックゴルフ倶楽部レストラン 669-1241 宝塚市切畑字桜小場19 797266279 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 5017464264 神北(宝健)第1-360 令和4年2月25日 令和10年2月29日 令和4年2月25日
000028 2000187697 ＫＩＮＧ＆ＱＵＥＥＮ　ＢＡＲ　Ｅｙｅｓ 669-1528 三田市駅前町11-1　レバンテ104 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｋ'ｓ　ｆｒａｇｒａｎｃｅ 代表取締役 廣岡 薫 669-1529 兵庫県三田市中央町11番1号2階 神北(宝健)第1-366 令和4年2月28日 令和10年2月29日 令和4年2月28日
000028 2000187703 信号機 665-0034 宝塚市小林4-12-11 797204749 菓子製造業 一般 髙市 清次 神北(宝健)第2-142 令和4年3月1日 令和10年5月31日 令和4年3月1日
000028 2000187707 アウトコース売店 669-1241 宝塚市切畑桜小場19 797866261 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ユニテックスゴルフ 代表取締役 中務 稔也 669-1241 兵庫県宝塚市切畑桜小場19番地 797866261 神北(宝健)第1-362 令和4年2月25日 令和10年2月29日 令和4年2月25日
000028 2000187711 三京 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 黒井 崇司 神北(宝健)第1-370 令和4年3月3日 令和9年5月31日 令和4年3月3日
000028 2000187744 Ｗｅｌｌ－Ｂｅｉｎｇ Ｆｉｔｎｅｓｓ 仁川 665-0061 宝塚市仁川北3-7-20仁川リバーサイドヒルズ1Ｆ 798515585 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社プロフェッショナルトレーナーズチーム 代表取締役 西岡 宗徳 663-8111 兵庫県西宮市二見町2番18-201号 798665080 神北(宝健)第2-138 令和4年2月22日 令和10年2月29日 令和4年2月22日
000028 2000187763 幸せの一皿 665-0057 宝塚市大吹町5-18 そうざい製造業 一般 渡部 蕾 神北(宝健)第2-139 令和4年2月24日 令和10年2月29日 令和4年2月24日
000028 2000187774 かつ丼吉兵衛　三田店 669-1525 三田市対中町9-12 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社吉兵衛 代表取締役 上林 守 650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町二丁目11-1センタープラザ西館ビル地下1階Ａ-22 785156460 神北(宝健)第1-372 令和4年3月7日 令和10年5月31日 令和4年3月7日
000028 2000187778 淡路島バーガー宝塚花やしき店 665-0881 宝塚市山本東3-6ゴールドビル宝塚101 797885003 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社テルッツォ 代表取締役 西田 光彦 665-0022 兵庫県宝塚市野上一丁目1番8号 797740234 神北(宝健)第1-375 令和4年3月8日 令和10年5月31日 令和4年3月8日
000028 2000187789 セブン00イレブン 宝塚小林5丁目店 665-0034 宝塚市小林5-4-10 797731767 飲食店営業(4)その他 一般 吉田 正治 神北(宝健)第1-371 令和4年3月4日 令和11年5月31日 令和4年3月4日
000028 2000187803 ジャージー食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L ジャージー食品株式会社 代表取締役 多田 美樹 869-2402 熊本県阿蘇郡南小国町満願寺6494-1 666970990 神北(宝健)第1-376 令和4年3月10日 令和9年5月31日 令和4年3月10日
000028 2000187827 ろまん家号 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社浪漫家グループ 代表取締役 福井 将一 612-0025 京都府京都市伏見区深草キトロ町33番地10 756462234 神北(宝健)第1-378 令和4年3月10日 令和9年5月31日 令和4年3月10日
000028 2000187832 ルーク 665-0021 宝塚市中州1-3-20-102号 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ルーク 代表取締役 寺田 富子 665-0021 兵庫県宝塚市中州一丁目3番20号 797786744 神北(宝健)第1-368 令和4年3月1日 令和10年5月31日 令和4年3月1日
000028 2000187836 ＺＵＫＡ ルーク 665-0021 宝塚市中州1-3-20-203号 797786744 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 株式会社ルーク 代表取締役 寺田 富子 665-0021 兵庫県宝塚市中州一丁目3番20号 797786744 神北(宝健)第1-369 令和4年3月1日 令和10年5月31日 令和4年3月1日
000028 2000187837 シェアキッチン神戸三田店 669-1515 三田市大原712-10 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 晋也 神北(宝健)第1-379 令和4年3月10日 令和10年5月31日 令和4年3月10日
000028 2000187846 ３２９３事業所 665-0812 宝塚市口谷東3-30 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 イフスコヘルスケア株式会社 代表取締役 髙石 清彦 553-0003 大阪府大阪市福島区福島七丁目15番26号 664583916 神北(宝健)第1-377 令和4年3月10日 令和10年5月31日 令和4年3月10日
000028 2000187849 平井商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 平井 満男 神北(宝健)第1-380 令和4年3月10日 令和9年5月31日 令和4年3月10日
000028 2000187891 爛漫 665-0822 宝塚市安倉中5-11-8-101 797616633 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 坂上 聡 神北(宝健)第1-384 令和4年3月14日 令和10年5月31日 令和4年3月14日
000028 2000187954 かしの木工房　こはま 665-0827 宝塚市小浜4-1-27 797855171 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 332873611 神北(宝健)第1-381 令和4年3月11日 令和10年5月31日 令和4年3月11日
000028 2000187962 ロピア兵庫三田店 669-1321 三田市けやき台1-7 795590298 魚介類販売業 一般 株式会社ロピア 代表取締役 髙木 勇輔 212-0016 神奈川県川崎市幸区南幸町二丁目9番地 445560297 神北(宝健)第2-144 令和4年3月7日 令和11年5月31日 令和4年3月7日
000028 2000187963 ロピア兵庫三田店（鮮魚寿司） 669-1321 三田市けやき台1-7 795590298 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ロピア 代表取締役 髙木 勇輔 212-0016 神奈川県川崎市幸区南幸町二丁目9番地 445560297 神北(宝健)第1-374 令和4年3月7日 令和11年5月31日 令和4年3月7日
000028 2000187964 ロピア兵庫三田店（惣菜） 669-1321 三田市けやき台1-7 795590298 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ロピア 代表取締役 髙木 勇輔 212-0016 神奈川県川崎市幸区南幸町二丁目9番地 445560297 神北(宝健)第1-373 令和4年3月7日 令和11年5月31日 令和4年3月7日
000028 2000187965 ロピア兵庫三田店 669-1321 三田市けやき台1-7 795590298 食肉販売業 一般 株式会社ロピア 代表取締役 髙木 勇輔 212-0016 神奈川県川崎市幸区南幸町二丁目9番地 445560297 神北(宝健)第2-143 令和4年3月7日 令和11年5月31日 令和4年3月7日
000028 2000187989 執事のお屋敷　～Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　ＢＡＲ～ 669-1528 三田市駅前町11-1 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社Ｋ'ｓ　ｆｒａｇｒａｎｃｅ 代表取締役 廣岡 薫 669-1529 兵庫県三田市中央町11番1号2階 神北(宝健)第1-387 令和4年3月15日 令和10年5月31日 令和4年3月15日
000028 2000187996 宝塚あしたば園 665-0825 宝塚市安倉西3-1-7 797878252 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 332873611 神北(宝健)第1-382 令和4年3月11日 令和10年5月31日 令和4年3月11日
000028 2000187999 ラーメンさくらまる三田店 669-1537 三田市西山2-28-5 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石井 康裕 神北(宝健)第1-386 令和4年3月14日 令和10年5月31日 令和4年3月14日
000028 2000188000 ラーメンさくらまる三田店 669-1537 三田市西山2-28-5 麺類製造業 一般 石井 康裕 神北(宝健)第2-145 令和4年3月14日 令和10年5月31日 令和4年3月14日
000028 2000188001 宝塚けやきの里 665-0825 宝塚市安倉西4-1-1 797819161 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 332873611 神北(宝健)第1-383 令和4年3月11日 令和10年5月31日 令和4年3月11日
000028 2000188002 ＴＳＵＫＥＭＯＮＯ 669-1204 宝塚市長谷字蔵本11 797910021 漬物製造業 一般 藤川 尚子 神北(宝健)第2-146 令和4年3月14日 令和10年5月31日 令和4年3月14日
000028 2000188065 平井商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 平井 満男 神北(宝健)第1-390 令和4年3月18日 令和9年5月31日 令和4年3月18日
000028 2000188079 介護付有料老人ホーム  スーパー・コートプレミアム宝塚 665-0045 宝塚市光明町30-12 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社塩梅 代表取締役 今井 清秀 567-0834 大阪府茨木市学園南町7番5号 726571122 神北(宝健)第1-392 令和4年3月23日 令和11年5月31日 令和4年3月23日
000028 2000188120 カラオケＢＡＲ　ルビー 665-0852 宝塚市売布2-11-1ピピアめふ2　2-113区画 飲食店営業(4)その他 一般 中西 百合子 神北(宝健)第1-389 令和4年3月18日 令和10年5月31日 令和4年3月18日
000028 2000188127 宝塚さざんかの家 665-0825 宝塚市安倉西3-1-5 797848700 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 332873611 神北(宝健)第1-396 令和4年3月25日 令和10年5月31日 令和4年3月25日
000028 2000188157 ｋｕｒｏ’ｓ 665-0883 宝塚市山本中2-3-29 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 黒澤 新二 神北(宝健)第1-393 令和4年3月23日 令和10年5月31日 令和4年3月23日
000028 2000188166 逆瀬川幼稚園　給食室 665-0033 宝塚市伊孑志1-4-50 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ハートスフードクリエーツ株式会社 代表取締役 西脇 章 658-0045 兵庫県神戸市東灘区御影石町四丁目15番15号 788915401 神北(宝健)第1-397 令和4年3月28日 令和10年5月31日 令和4年3月28日
000028 2000188194 ローソン三田南が丘一丁目店 669-1535 三田市南が丘1-51-11 795625510 飲食店営業(4)その他 一般 ディアーサークル株式会社 代表取締役 鹿丸 秀也 669-1337 兵庫県三田市学園七丁目3番地6 795587722 神北(宝健)第1-398 令和4年3月29日 令和10年5月31日 令和4年3月29日
000028 2000188250 五五屋　宝塚店 665-0842 宝塚市川面5-10-25ユニベール宝塚 地下1階B04 菓子製造業 一般 株式会社リンクアンドシェア 代表取締役 中間 秀悟 541-0046 大阪府大阪市中央区平野町二丁目2番7号 668095525 神北(宝健)第2-149 令和4年3月29日 令和10年5月31日 令和4年3月29日
000028 2000188254 峠茶屋 669-1413 三田市下槻瀬879-21 795691828 密封包装食品製造業 一般 前中 孝夫 神北(宝健)第2-148 令和4年3月28日 令和10年5月31日 令和4年3月28日
000028 2000188258 武内製麺株式会社 669-1535 三田市南が丘2-8 795020095 麺類製造業 一般 武内製麺株式会社 代表取締役 武内 宏文 669-1535 兵庫県三田市南が丘二丁目8番 795020095 神北(宝健)第2-147 令和4年3月23日 令和10年5月31日 令和4年3月23日
000028 2000188261 住友化学　健康・農業関連事業研究所  社員食堂 665-0051 宝塚市高司4-2-1 797742000 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 コンパスグループ・ジャパン株式会社 代表取締役 石田 隆嗣 104-0045 東京都中央区築地五丁目5番12号 335440351 神北(宝健)第1-395 令和4年3月24日 令和10年5月31日 令和4年3月24日
000028 2000188402 おむすびと一汁三菜カフェ　むすび 665-0034 宝塚市小林3-10-8グローバル小林Ⅱ101号102号 797628072 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 パーチ株式会社 代表取締役 佐々木 晋也 665-0003 兵庫県宝塚市湯本町5番3号 797618072 神北(宝健)第1-1 令和4年4月6日 令和10年5月31日 令和4年4月6日
000028 2000188434 カラオケ　おさるの村　三田ウッディタウン店 669-1322 三田市すずかけ台3-2 795592626 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＦｒｏｍＶｉＶｉ 代表取締役 衣笠 美幸 670-0061 兵庫県姫路市西今宿三丁目9番17号 792950360 神北(宝健)第1-3 令和4年4月7日 令和10年5月31日 令和4年4月7日
000028 2000188461 桜キッチン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社礎 代表取締役 阪本 美穂 545-0022 大阪府大阪市阿倍野区播磨町一丁目20番23-601号 671756285 神北(宝健)第1-11 令和4年4月13日 令和9年5月31日 令和4年4月13日
000028 2000188473 ＰＩＫＯ 669-1546 三田市弥生が丘1-1-2　サンフラワービル108号 795657337 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中畑 哲 神北(宝健)第1-2 令和4年4月7日 令和10年5月31日 令和4年4月7日
000028 2000188474 Ｌａ　ｆｌｅｕｒ 665-0003 宝塚市湯本町1-1　ＥＸＥ宝塚101 797786820 飲食店営業(4)その他 一般 畑 ちとせ 神北(宝健)第1-4 令和4年4月11日 令和10年5月31日 令和4年4月11日
000028 2000188475 Ｌａ　ｆｌｅｕｒ 665-0003 宝塚市湯本町1-1　ＥＸＥ宝塚101 797786820 菓子製造業 一般 畑 ちとせ 神北(宝健)第2-1 令和4年4月11日 令和10年5月31日 令和4年4月11日
000028 2000188476 美佳味 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 有限会社美佳味 代表取締役 阪本 典彦 593-8305 大阪府堺市西区堀上緑町一丁目1番地の5 722737545 神北(宝健)第1-5 令和4年4月11日 令和9年5月31日 令和4年4月11日
000028 2000188477 Ｃｕｃｉｎａ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 井村輸送株式会社 代表取締役 井村 佳嗣 639-0266 奈良県香芝市旭ケ丘一丁目26番地の1 745798558 神北(宝健)第1-10 令和4年4月12日 令和9年5月31日 令和4年4月12日
000028 2000188520 あっぱれ地魚本舗  卸直売&ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ　活貝ｾﾝﾀｰ　清荒神漁港 665-0836 宝塚市清荒神1-11-1 797616232 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ナリゼン 代表取締役 柿本 博一 153-0061 東京都目黒区中目黒三丁目6番1号千陽アポロンビル8・9階 798311182 神北(宝健)第1-16 令和4年4月14日 令和10年5月31日 令和4年4月14日
000028 2000188521 あっぱれ地魚本舗  卸直売&ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ　活貝ｾﾝﾀｰ　清荒神漁港 665-0836 宝塚市清荒神1-11-1 797616232 魚介類販売業 一般 株式会社ナリゼン 代表取締役 柿本 博一 153-0061 東京都目黒区中目黒三丁目6番1号千陽アポロンビル8・9階 798311182 神北(宝健)第2-3 令和4年4月14日 令和10年5月31日 令和4年4月14日
000028 2000188522 あっぱれ地魚本舗  卸直売&ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ　活貝ｾﾝﾀｰ　清荒神漁港 665-0836 宝塚市清荒神1-11-1 797616232 そうざい製造業 一般 株式会社ナリゼン 代表取締役 柿本 博一 153-0061 東京都目黒区中目黒三丁目6番1号千陽アポロンビル8・9階 798311182 神北(宝健)第2-4 令和4年4月14日 令和10年5月31日 令和4年4月14日
000028 2000188523 あっぱれ地魚本舗  卸直売&ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ　活貝ｾﾝﾀｰ　清荒神漁港 665-0836 宝塚市清荒神1-11-1 797616232 水産製品製造業 一般 株式会社ナリゼン 代表取締役 柿本 博一 153-0061 東京都目黒区中目黒三丁目6番1号千陽アポロンビル8・9階 798311182 神北(宝健)第2-5 令和4年4月14日 令和10年5月31日 令和4年4月14日
000028 2000188543 パン工房アルム 669-1322 三田市すずかけ台1-6-4-102 795018887 菓子製造業 一般 西川 将史 神北(宝健)第2-7 令和4年4月18日 令和10年5月31日 令和4年4月18日
000028 2000188551 宝塚北サービスエリア　サブトイレ側 669-1231 宝塚市玉瀬字奥之焼1-125 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 トーヨーベンディング株式会社 代表取締役 大久保 智司 452-0839 愛知県名古屋市西区見寄町167番地 525011771 神北(宝健)第2-6 令和4年4月18日 令和10年5月31日 令和4年4月18日
000028 2000188579 おさぜん農園 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 株式会社おさぜん農園 代表取締役 長村 善和 614-8241 京都府八幡市内里宮ノ前18番地 759826757 神北(宝健)第1-12 令和4年4月13日 令和9年5月31日 令和4年4月13日
000028 2000188587 ゴリラのひざ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 藤岡 建 神北(宝健)第1-22 令和4年4月20日 令和9年5月31日 令和4年4月20日
000028 2000188656 久富食堂 669-1355 三田市長坂623-49 795682086 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 庄本 久德 神北(宝健)第1-30 令和4年4月22日 令和10年5月31日 令和4年4月22日
000028 2000188658 肉の外間 665-0044 宝塚市末成町39-8　1Ｆ 797722964 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社肉の外間 代表取締役 外間 完昌 665-0044 兵庫県宝塚市末成町39番8号 797722964 神北(宝健)第1-8 令和4年4月11日 令和10年5月31日 令和4年4月11日
000028 2000188659 肉の外間 665-0044 宝塚市末成町39-8　1Ｆ 797722964 食肉販売業 一般 株式会社肉の外間 代表取締役 外間 完昌 665-0044 兵庫県宝塚市末成町39番8号 797722964 神北(宝健)第2-2 令和4年4月11日 令和10年5月31日 令和4年4月11日
000028 2000188660 焼肉ホルモン　そとま 665-0044 宝塚市末成町39-8　2Ｆ 797721129 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社肉の外間 代表取締役 外間 完昌 665-0044 兵庫県宝塚市末成町39番8号 797722964 神北(宝健)第1-7 令和4年4月11日 令和10年5月31日 令和4年4月11日
000028 2000188705 ブランカ食堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 野上 秀幸 神北(宝健)第1-13 令和4年4月14日 令和9年5月31日 令和4年4月14日



000028 2000188834 魚の松本 665-0045 宝塚市光明町29-3　エステート川西101 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社まるさん松本 代表社員 松本 章太郎 665-0033 兵庫県宝塚市伊孑志四丁目12番22号 神北(宝健)第1-24 令和4年4月20日 令和10年5月31日 令和4年4月20日
000028 2000188869 夢パン工房三田あかしあ台店 669-1323 三田市あかしあ台4-14-2　アロハカフェ内 菓子製造業 一般 株式会社レアールパスコベーカリーズ 代表取締役 福澤 吉弘 461-0011 愛知県名古屋市東区白壁五丁目3番地 524196467 神北(宝健)第2-10 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 2000188870 福来亭 665-0827 宝塚市小浜3-1-27　石山ビル103号 797871246 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 古川 恵史 神北(宝健)第1-23 令和4年4月20日 令和10年5月31日 令和4年4月20日
000028 2000188875 芋ぴっぴ。宝塚店 665-0845 宝塚市栄町3-9ｰ9 飲食店営業(4)その他 一般 ＯＸＹ株式会社 代表取締役 山下 拓馬 564-0053 大阪府吹田市江の木町3番11号第3ロンヂェビル7階A号室 663007610 神北(宝健)第1-44 令和4年5月6日 令和10年5月31日 令和4年5月6日
000028 2000188902 植物セラピーあろあろ 665-0807 宝塚市長尾台2-11-16 727676434 密封包装食品製造業 一般 辻 朝恵 神北(宝健)第2-15 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 2000188903 けんけん　ぱっ 669-1411 三田市波豆川1744-3 菓子製造業 一般 松崎 七海 神北(宝健)第2-11 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 2000188931 ＣＨＵＮＫＹ ｓｌｉｃｅ　ｐｉｚｚａ 665-0836 宝塚市清荒神3-2-13 飲食店営業(4)その他 一般 島川 男樹 神北(宝健)第1-34 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 2000188947 ｍｉｋｏ 665-0045 宝塚市光明町30-11 飲食店営業(4)その他 一般 片岡 美玖 神北(宝健)第1-35 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 2000188948 ｍｉｋｏ 665-0045 宝塚市光明町30-11 菓子製造業 一般 片岡 美玖 神北(宝健)第2-14 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 2000188976 Ｔｏｒｉｐｏ 665-0021 宝塚市中州1-1-1アピアきた108 飲食店営業(4)その他 一般 海老 信行 神北(宝健)第1-49 令和4年5月10日 令和10年5月31日 令和4年5月10日
000028 2000189011 やっちゃん 669-1528 三田市駅前町5-4　2号室 795082855 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 酒井 英樹 神北(宝健)第1-42 令和4年5月2日 令和10年5月31日 令和4年5月2日
000028 2000189012 みかく 665-0842 宝塚市川面5丁目10-38 797860002 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 河野 淳 神北(宝健)第1-60 令和4年5月13日 令和10年5月31日 令和4年5月13日
000028 2000189030 唐揚げ　福鶏商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 福田 啓人 神北(宝健)第1-64 令和4年5月16日 令和9年5月31日 令和4年5月16日
000028 2000189034 キユーピータマゴ三田工場 669-1339 三田市テクノパーク38 795687351 液卵製造業 一般 キユーピータマゴ株式会社 代表取締役 扇田 博昭 182-0002 東京都調布市仙川町二丁目5番地7 353845111 神北(宝健)第2-8 令和4年4月19日 令和12年5月31日 令和4年4月19日
000028 2000189038 ドミノ・ピザ　宝塚高司店 665-0051 宝塚市高司1-3-8 797740511 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｎｏｖｏ 代表取締役 堺 新悟 665-0051 兵庫県宝塚市高司1丁目3番8号 797740511 神北(宝健)第1-67 令和4年5月17日 令和10年5月31日 令和4年5月17日
000028 2000189045 京のおばんざい　たいたん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 寺本 吉彦 神北(宝健)第1-68 令和4年5月17日 令和9年5月31日 令和4年5月17日
000028 2000189046 たなごころ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 松木 健 神北(宝健)第1-69 令和4年5月17日 令和9年5月31日 令和4年5月17日
000028 2000189064 ｅｖｅｒｙｄａｙサポート 665-0852 宝塚市売布4-1-12　メゾンドムール205 797863588 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 合同会社ｅｖｅｒｙｄａｙサポート 代表社員 堀部 大地 665-0887 兵庫県宝塚市山手台東五丁目23番12号 797863588 神北(宝健)第1-43 令和4年5月6日 令和10年5月31日 令和4年5月6日
000028 2000189074 ままごとや 669-1531 三田市天神2-4-15 795641988 そうざい製造業 一般 株式会社ＣＩＭＹカンパニー 代表取締役 谷 祐次 669-1325 兵庫県三田市さくら坂1-1 795621986 神北(宝健)第2-20 令和4年5月11日 令和11年5月31日 令和4年5月11日
000028 2000189079 Ｌｏｎｇｅ　Ｂａｒ　Ｕ'Яａ 669-1529 三田市中央町9-34　ロイヤル三田ビル2F 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 東 成晃 神北(宝健)第1-50 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 2000189080 Ｂａｒ　ＺＥＲＯ 669-1529 三田市中央町9-34　ロイヤル三田ビル2F 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 東 成晃 神北(宝健)第1-51 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 2000189131 マルナカ三田店 669-1543 三田市下深田字角ヲレ386-1 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社ウォーターワン 代表取締役 小早川 克史 733-0821 広島県広島市西区庚午北四丁目2番13号 822723435 神北(宝健)第2-9 令和4年4月19日 令和10年5月31日 令和4年4月19日
000028 2000189136 ひなたぼっこ 669-1231 宝塚市玉瀬字イヅリハ104 797910900 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 細見 文子 神北(宝健)第1-41 令和4年5月2日 令和10年5月31日 令和4年5月2日
000028 2000189142 南波屋 669-1513 三田市三輪4-5-20 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 山本 達也 神北(宝健)第1-53 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 2000189146 Ｍｏｌｔｏ　Ｂｕｏｎｏ　宝塚店　ＺＵＣＡＦＥ 665-0845 宝塚市栄町1-6-1　花のみちセルカ1番館109 797868088 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社夢みーる 代表取締役 岩佐 将志 665-0844 兵庫県宝塚市武庫川町1番5-507号 797868088 神北(宝健)第1-52 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 2000189158 サングレートゴルフ倶楽部レストラン 669-1403 三田市川原1035-12 795608200 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ワンハート 代表取締役 岡元 茂則 665-0822 兵庫県宝塚市安倉中五丁目25番1号 663114886 神北(宝健)第1-66 令和4年5月16日 令和10年5月31日 令和4年5月16日
000028 2000189197 ケンタッキーフライドチキン宝塚インター店 665-0821 宝塚市安倉北2-18-15 797832165 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 フーズネットワーク株式会社 代表取締役 筒井 靖雄 567-0876 大阪府茨木市天王二丁目2番1号さとみマンション 727928780 神北(宝健)第1-54 令和4年5月12日 令和11年5月31日 令和4年5月12日
000028 2000189213 ｎｅｏ鉄板焼バル　もじお 669-1529 三田市中央町11-18 795556377 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｓ＆Ｙフード 代表取締役 篠倉 康宏 669-1526 兵庫県三田市相生町1番40号相生スカイパーク１F 神北(宝健)第1-78 令和4年5月18日 令和10年5月31日 令和4年5月18日
000028 2000189215 ガーリッシュ　ガーリック 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 山岡 龍二 神北(宝健)第1-99 令和4年5月26日 令和9年5月31日 令和4年5月26日
000028 2000189219 宝塚菓匠　味蔵 665-0883 宝塚市山本中2-14-2 菓子製造業 一般 株式会社味蔵 代表取締役 上杉 裕 665-0045 兵庫県宝塚市光明町22番5号 797749655 神北(宝健)第2-27 令和4年5月25日 令和10年5月31日 令和4年5月25日
000028 2000189220 スタンド　モルト 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　ソリオ1　B133 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 古川 律子 神北(宝健)第1-101 令和4年5月26日 令和10年5月31日 令和4年5月26日
000028 2000189221 ささ家 665-0827 宝塚市小浜3-1-27-102 797817373 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さん 代表取締役 長嶋 裕人 665-0827 兵庫県宝塚市小浜三丁目1番27号 797817373 神北(宝健)第1-102 令和4年5月26日 令和10年5月31日 令和4年5月26日
000028 2000189298 ピザバス　４号車 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社フォーシーズ 代表取締役 浅野 秀則 107-0062 東京都港区南青山五丁目12番4号 334096002 神北(宝健)第1-118 令和4年6月2日 令和9年8月31日 令和4年6月2日
000028 2000189321 がんこ宝塚苑 665-0845 宝塚市栄町3-3-15 797858188 菓子製造業 一般 がんこフードサービス株式会社 代表取締役 小嶋 達典 532-0025 大阪府大阪市淀川区新北野一丁目2番13号 663082288 神北(宝健)第2-26 令和4年5月23日 令和10年5月31日 令和4年5月23日
000028 2000189341 野上あゆみ保育園 665-0022 宝塚市野上2-3-38 797764500 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 332873611 神北(宝健)第1-97 令和4年5月25日 令和10年5月31日 令和4年5月25日
000028 2000189342 逆瀬川あゆみ保育園 665-0035 宝塚市逆瀬川2-2-8 797770415 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 332873611 神北(宝健)第1-98 令和4年5月25日 令和10年5月31日 令和4年5月25日
000028 2000189348 Ｄｅｌｉｃｉｏｕｓ　Ｆａｃｔｏｒｙ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 本並 聖央 神北(宝健)第1-113 令和4年5月31日 令和10年5月31日 令和4年5月31日
000028 2000189357 御殿山あゆみ保育園 665-0841 宝塚市御殿山2-1-70 797854854 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 332873611 神北(宝健)第1-115 令和4年5月31日 令和10年5月31日 令和4年5月31日
000028 2000189358 Ｓａｎｔａ　ｓｔｒｅｅｔ 665-0047 宝塚市亀井町12-4 797722981 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上田 恵利 神北(宝健)第1-120 令和4年6月8日 令和10年8月31日 令和4年6月8日
000028 2000189370 箕面カレーアッサン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 石井 隆裕 神北(宝健)第1-117 令和4年6月1日 令和9年8月31日 令和4年6月1日
000028 2000189384 Ｐｉｅ，ｇｕｒｕｇｕｒｕ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社𠮷崎屋 代表取締役 𠮷﨑 智宏 639-0251 奈良県香芝市逢坂六丁目736番地1ホワイトマンション1-A号室 745472681 神北(宝健)第1-121 令和4年6月9日 令和9年8月31日 令和4年6月9日
000028 2000189387 三田牛専門　甲斐（三福奥座敷） 669-1528 三田市駅前町8-36 795590124 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＤＥＫＵＮＩＯ 代表取締役 福西 文彦 669-1535 兵庫県三田市南が丘一丁目51番2号 795602525 神北(宝健)第1-106 令和4年5月27日 令和10年5月31日 令和4年5月27日
000028 2000189391 スターバックスコーヒー三田キッピーモール店 669-1528 三田市駅前町2-1キッピーモール2階 795556210 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 スターバックスコーヒージャパン株式会社 代表取締役 水口 貴文 141-0021 東京都品川区上大崎二丁目25番2号 357455510 神北(宝健)第1-122 令和4年6月9日 令和10年8月31日 令和4年6月9日
000028 2000189464 酔って小屋 665-0033 宝塚市伊孑志2-17-8　ビバラージヒル1階Ａ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 水口 唯 神北(宝健)第1-119 令和4年6月3日 令和10年8月31日 令和4年6月3日
000028 2000189480 ｙｕｍｅｍｉ食堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 藤目 初枝 神北(宝健)第1-124 令和4年6月15日 令和9年8月31日 令和4年6月15日
000028 2000189514 まさや　阪急仁川店 665-0061 宝塚市仁川北2-9-43カースル仁川102 798517778 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平山 恵介 神北(宝健)第1-128 令和4年6月20日 令和10年8月31日 令和4年6月20日
000028 2000189521 ｐｉｃｃｏｌａ　ｔｏｒｔａ 665-0836 宝塚市清荒神3-3-19　ハイムＳ101号 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 杉浦 貴美子 神北(宝健)第1-123 令和4年6月14日 令和10年8月31日 令和4年6月14日
000028 2000189522 ｐｉｃｃｏｌａ　ｔｏｒｔａ 665-0836 宝塚市清荒神3-3-19　ハイムＳ101号 菓子製造業 一般 杉浦 貴美子 神北(宝健)第2-35 令和4年6月14日 令和10年8月31日 令和4年6月14日
000028 2000189524 ビアガーデン 665-0845 宝塚市栄町2-2-2 飲食店営業(4)その他 露店40L 有限会社エスク 代表取締役 横路 直明 665-0852 兵庫県宝塚市売布四丁目3番30-3307 797915051 神北(宝健)第1-125 令和4年6月15日 令和9年8月31日 令和4年6月15日
000028 2000189544 ＢＥＥＲ　ＣＥＬＬＡＲ　ＨＡＮＳＨＩＮ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社瀬戸内 代表取締役 青木 栄一 760-0068 香川県高松市松島町三丁目5番1号 878053875 神北(宝健)第1-127 令和4年6月17日 令和9年8月31日 令和4年6月17日
000028 2000189545 旬彩西川 665-0045 宝塚市光明町8-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社旬彩西川 代表取締役 鈴木 いづみ 562-0004 大阪府箕面市牧落一丁目14番21号 797865411 神北(宝健)第1-126 令和4年6月17日 令和11年8月31日 令和4年6月17日
000028 2000189546 Ｆｌｏｕｒｉｓｈ 665-0836 宝塚市清荒神1-17-16-105 797618068 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＥＸＰＬＯＲＤＯＭ 代表取締役 楠本 恵子 665-0011 兵庫県宝塚市南口二丁目11番8号101号室 797778871 神北(宝健)第1-129 令和4年6月21日 令和10年8月31日 令和4年6月21日
000028 2000189550 和風中華　佐分利　saburi 665-0004 宝塚市梅野町2-7 797860937 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ＣＵＩ ＪＵＮ 神北(宝健)第1-130 令和4年6月22日 令和10年8月31日 令和4年6月22日
000028 2000189574 Ｈｏｌｙ　Ｍｏｕｎｔａｉｎ 669-1358 三田市藍本189 795069329 密封包装食品製造業 一般 株式会社Ｈｏｌｙ　Ｍｏｕｎｔａｉｎ 代表取締役 谷口 明子 669-1358 兵庫県三田市藍本189番地 795069329 神北(宝健)第2-36 令和4年6月20日 令和10年8月31日 令和4年6月20日
000028 2000189575 Ｈｏｌｙ　Ｍｏｕｎｔａｉｎ 669-1358 三田市藍本189 795069329 漬物製造業 一般 株式会社Ｈｏｌｙ　Ｍｏｕｎｔａｉｎ 代表取締役 谷口 明子 669-1358 兵庫県三田市藍本189番地 795069329 神北(宝健)第2-37 令和4年6月20日 令和10年8月31日 令和4年6月20日
000028 2000189586 マールレンシコ 669-1537 三田市西山2-27-28 795641051 菓子製造業 一般 杉山 真澄 神北(宝健)第2-38 令和4年6月23日 令和10年8月31日 令和4年6月23日
000028 2000189628 ＯＳＴＥＲＩＡ　Ｅｒｂｅｔｔａ 665-0004 宝塚市梅野町2-38 797788655 そうざい製造業 一般 岡尾 岳史 神北(宝健)第2-41 令和4年6月27日 令和10年8月31日 令和4年6月27日
000028 2000189632 パントリーＪＲ宝塚駅店 665-0845 宝塚市栄町2-7-13 797860951 そうざい製造業 一般 株式会社大近 代表取締役 中津 裕彦 553-0003 大阪府大阪市福島区福島六丁目10番11号 664585261 神北(宝健)第2-40 令和4年6月27日 令和11年8月31日 令和4年6月27日
000028 2000189640 ハイビスカス 665-0034 宝塚市小林2-12-25　プレジデント宝塚105 797627260 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 坂下 優香 神北(宝健)第1-132 令和4年6月28日 令和10年8月31日 令和4年6月28日
000028 2000189651 有限会社参福 665-0836 宝塚市清荒神3-13-27 797845628 漬物製造業 一般 有限会社参福 代表取締役 移川 満也 665-0836 兵庫県宝塚市清荒神三丁目13番27号 797845628 神北(宝健)第2-42 令和4年6月27日 令和10年8月31日 令和4年6月27日
000028 2000189657 ＣＯＦＦＥＥ　ＳＴＡＮＤ　Ｗｉｌｙ 665-0836 宝塚市清荒神3-2-9 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社住宅工作 代表取締役 島田 浩志 669-1131 兵庫県西宮市清瀬台12番11号 797208120 神北(宝健)第1-131 令和4年6月24日 令和10年8月31日 令和4年6月24日
000028 2000189658 ＣＯＦＦＥＥ　ＳＴＡＮＤ　Ｗｉｌｙ 665-0836 宝塚市清荒神3-2-9 菓子製造業 一般 株式会社住宅工作 代表取締役 島田 浩志 669-1131 兵庫県西宮市清瀬台12番11号 797208120 神北(宝健)第2-39 令和4年6月24日 令和10年8月31日 令和4年6月24日
000028 2000189736 キャトル・シャルー 669-1528 三田市駅前町16-1コスモスビル102号 菓子製造業 一般 株式会社エキップ・レーヴ 代表取締役 奥村 裕仁 651-1515 兵庫県神戸市北区上津台2丁目38番12号 神北(宝健)第2-44 令和4年7月6日 令和10年8月31日 令和4年7月6日
000028 2000189745 菓子工房　ＩＲＯ 665-0887 宝塚市山手台東5-19-9 菓子製造業 一般 比計 未希子 神北(宝健)第2-43 令和4年6月30日 令和10年8月31日 令和4年6月30日
000028 2000189746 がんこ三田の里 669-1515 三田市大原149 795631001 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 がんこフードサービス株式会社 代表取締役 小嶋 達典 532-0025 大阪府大阪市淀川区新北野一丁目2番13号 663082288 神北(宝健)第1-133 令和4年6月30日 令和10年8月31日 令和4年6月30日
000028 2000189763 Ｔｈｅ　Ｃｒｉｃｋｅｔｅｒｓ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L Ｍatthew Ａnderson 神北(宝健)第1-134 令和4年7月11日 令和9年8月31日 令和4年7月11日
000028 2000189796 こぐまのＨｏｔ　ｓａｎｄ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 松浦 渉 神北(宝健)第1-135 令和4年7月11日 令和9年8月31日 令和4年7月11日
000028 2000189822 茶來茶 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社ＰＬＡＣＥ　ＭＡＲＫ 代表取締役 西尾 雅之 650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通二丁目1番5号 5054345404 神北(宝健)第1-136 令和4年7月12日 令和10年8月31日 令和4年7月12日
000028 2000189833 ＳＴＡＮＤ－ＫＯＢＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 寺山 正晃 神北(宝健)第1-138 令和4年7月13日 令和9年8月31日 令和4年7月13日
000028 2000189881 株式会社勢戸　加工場 669-1345 三田市下相野1721-3 795600207 そうざい製造業 一般 株式会社勢戸 代表取締役 勢戸 章示 669-1345 兵庫県三田市下相野306番地の3 795680298 神北(宝健)第2-45 令和4年7月8日 令和10年8月31日 令和4年7月8日
000028 2000189937 ｃａｆｅ　ハンキーパンキー食堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 飯田 直子 神北(宝健)第1-137 令和4年7月12日 令和9年8月31日 令和4年7月12日
000028 2000189941 素園茶屋 665-0031 宝塚市末広町1-21-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川口 知栄 神北(宝健)第1-145 令和4年7月21日 令和10年8月31日 令和4年7月21日
000028 2000189952 ｙｏｍｅｐａｎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 安場 真理子 神北(宝健)第1-140 令和4年7月13日 令和9年8月31日 令和4年7月13日
000028 2000189967 ｍａｒｃｈ 669-1358 三田市藍本322-1 795587933 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前中 穂乃花 神北(宝健)第1-139 令和4年7月13日 令和10年8月31日 令和4年7月13日
000028 2000189968 ｍａｒｃｈ 669-1358 三田市藍本322-1 795587933 菓子製造業 一般 前中 穂乃花 神北(宝健)第2-46 令和4年7月13日 令和10年8月31日 令和4年7月13日
000028 2000190003 ザ　トラック　カフェ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 小西 奈美 神北(宝健)第1-143 令和4年7月19日 令和9年8月31日 令和4年7月19日
000028 2000190041 空とぶからあげ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 山田 容子 神北(宝健)第1-154 令和4年7月26日 令和9年8月31日 令和4年7月26日
000028 2000190079 ゴーゴーエイト 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社パブリックエナジージャパン 代表取締役 荻野 善弘 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町一丁目3番3号 662037788 神北(宝健)第1-152 令和4年7月26日 令和9年8月31日 令和4年7月26日
000028 2000190093 セブン－イレブン　相野駅前店 669-1345 三田市下相野字上喜戸377-1 795607101 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 髙瀬 喜大 神北(宝健)第1-153 令和4年7月26日 令和11年8月31日 令和4年7月26日
000028 2000190099 とろり天使のわらびもち　三田店 669-1529 三田市中央町2-7 飲食店営業(4)その他 一般 細川 満広 神北(宝健)第1-144 令和4年7月19日 令和10年8月31日 令和4年7月19日
000028 2000190100 とろり天使のわらびもち　三田店 669-1529 三田市中央町2-7 菓子製造業 一般 細川 満広 神北(宝健)第2-47 令和4年7月19日 令和10年8月31日 令和4年7月19日
000028 2000190127 湖梅園 669-1349 三田市大川瀬1450-3 795684226 漬物製造業 一般 小仲 由美 神北(宝健)第2-52 令和4年8月1日 令和10年8月31日 令和4年8月1日
000028 2000190144 ＭｉｍｏｓａＹａ（ミモザヤ） 665-0842 宝塚市川面5-7-33 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 玉衡 神北(宝健)第1-156 令和4年7月27日 令和10年8月31日 令和4年7月27日
000028 2000190145 ＭｉｍｏｓａＹａ（ミモザヤ） 665-0842 宝塚市川面5-7-33 そうざい製造業 一般 田中 玉衡 神北(宝健)第2-51 令和4年7月27日 令和10年8月31日 令和4年7月27日
000028 2000190178 ｚｅａｌ（ジオール） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 山口 雅之 神北(宝健)第1-172 令和4年8月4日 令和9年8月31日 令和4年8月4日
000028 2000190204 ひばりキッチン 669-1348 三田市つつじが丘北3-6-9 菓子製造業 一般 田中 美智子 神北(宝健)第2-54 令和4年8月5日 令和10年8月31日 令和4年8月5日
000028 2000190219 湊川相野学園　学生食堂 669-1342 三田市四ツ辻1430 795600084 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 シダックスフードサービス株式会社 代表取締役 佐藤 好男 182-0021 東京都調布市調布ケ丘三丁目6番地3 424898914 神北(宝健)第1-176 令和4年8月5日 令和10年8月31日 令和4年8月5日
000028 2000190251 纏－ｍａｔｏｉ－宝塚店 665-0034 宝塚市小林5-5-17 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ブランドネットワーク 取締役 田中 良明 665-0844 兵庫県宝塚市武庫川町5番45-405号 神北(宝健)第1-173 令和4年8月5日 令和10年8月31日 令和4年8月5日
000028 2000190254 トヨカワコーヒー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 豊川 清美 神北(宝健)第1-184 令和4年8月10日 令和9年8月31日 令和4年8月10日
000028 2000190296 ミツジロウ 669-1535 三田市南が丘1-22-10　2Ｆ 795587572 飲食店営業(4)その他 一般 志知 健太 神北(宝健)第1-171 令和4年8月4日 令和10年8月31日 令和4年8月4日
000028 2000190298 ミツジロウ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社サブ・グリーン 代表取締役 福本 涼駕 669-1548 兵庫県三田市池尻411番地2 795612131 神北(宝健)第1-169 令和4年8月2日 令和9年8月31日 令和4年8月2日
000028 2000190339 淡路島バーガー　三田有馬富士店 669-1506 三田市志手原375-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩崎 みどり 神北(宝健)第1-178 令和4年8月8日 令和10年8月31日 令和4年8月8日
000028 2000190360 ベトナムカフェバオバオ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 田中 彩乃 神北(宝健)第1-183 令和4年8月10日 令和9年8月31日 令和4年8月10日
000028 2000190362 ＨＩＮＡＴＡ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 坂口 卓也 神北(宝健)第1-180 令和4年8月9日 令和9年8月31日 令和4年8月9日
000028 2000190412 タソガレコーヒースタンド 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社ＣＩＣＴ 代表取締役 林 浩 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4-13-15ビームキャラ南船場１Ｆ 662240931 神北(宝健)第1-204 令和4年8月23日 令和9年8月31日 令和4年8月23日
000028 2000190448 おむすびカフェ　ゆりむすび 665-0044 宝塚市末成町19-24 797201804 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 灘井 裕里 神北(宝健)第1-214 令和4年8月26日 令和10年8月31日 令和4年8月26日
000028 2000190449 カフェ　アート 665-0822 宝塚市安倉中5-1-4　1F 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 渡邊 尚子 神北(宝健)第1-215 令和4年8月26日 令和10年8月31日 令和4年8月26日
000028 2000190459 Ｈｅａｒｔ　Ｌａｎｄ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 松村 典子 神北(宝健)第1-201 令和4年8月22日 令和9年8月31日 令和4年8月22日
000028 2000190480 ＦＯＯＤ　ＴＲＵＣＫ　ひなた 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 江ノ畑 真代 神北(宝健)第1-202 令和4年8月23日 令和9年8月31日 令和4年8月23日
000028 2000190495 キリカブ珈琲 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 山本 早百合 神北(宝健)第1-217 令和4年8月29日 令和9年8月31日 令和4年8月29日
000028 2000190543 キッチン　ナポリのとなり 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 繁野 敦史 神北(宝健)第1-203 令和4年8月23日 令和10年8月31日 令和4年8月23日
000028 2000190565 あか小校区コミカフェ 669-1323 三田市あかしあ台1-50-3 795010082 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 酒井 俊一 神北(宝健)第1-212 令和4年8月25日 令和11年8月31日 令和4年8月25日
000028 2000190566 日本料理　桶屋町　神田 669-1529 三田市中央町15-24 795091529 そうざい製造業 一般 神田 光伸 神北(宝健)第2-59 令和4年8月25日 令和10年8月31日 令和4年8月25日
000028 2000190570 ｍａｍｍａ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 782014037 飲食店営業(4)その他 露店40L 浅田 葉月 神北(宝健)第1-224 令和4年9月5日 令和9年11月30日 令和4年9月5日
000028 2000190571 南波屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 山本 達也 神北(宝健)第1-211 令和4年8月25日 令和9年8月31日 令和4年8月25日
000028 2000190573 インド・ネパールレストラン　ダウラギリ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L SAPKOTA RAM PRASAD 神北(宝健)第1-216 令和4年8月26日 令和9年8月31日 令和4年8月26日
000028 2000190576 ＢＲＡＶＯ！ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 永田 美咲 神北(宝健)第1-225 令和4年9月6日 令和9年11月30日 令和4年9月6日
000028 2000190596 ファータクラブ 665-0836 宝塚市清荒神1-11-18 797982155 飲食店営業(4)その他 一般 木村 文重 神北(宝健)第1-226 令和4年9月7日 令和10年11月30日 令和4年9月7日
000028 2000190606 ラーメン魁力屋　宝塚店 665-0824 宝塚市金井町21-1 797874777 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社魁力屋 代表取締役 藤田 宗 604-8152 京都府京都市中京区烏丸通錦小路上る手洗水町670番地 752113338 神北(宝健)第1-220 令和4年8月30日 令和10年8月31日 令和4年8月30日
000028 2000190612 美寿 665-0034 宝塚市小林5-4-44川尻ビル1号室 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西村 美和 神北(宝健)第1-228 令和4年9月8日 令和10年11月30日 令和4年9月8日
000028 2000190636 ＰＵＪＡ 669-1535 三田市南が丘2-3-27 795656200 冷凍食品製造業 一般 SITAULA PUNNYA PRASAD 神北(宝健)第2-63 令和4年8月30日 令和10年8月31日 令和4年8月30日
000028 2000190646 あすか　宝塚安倉店 665-0823 宝塚市安倉南1-20-33 797873655 魚介類販売業 一般 株式会社飛鳥 代表取締役 上原 信弘 567-0876 大阪府茨木市天王1-3-22-106 神北(宝健)第2-64 令和4年8月30日 令和10年8月31日 令和4年8月30日



000028 2000190654 ＣＡＢＯ　ＦＩＴＮＥＳＳ　ＣＬＵＢ 665-0825 宝塚市安倉西4-25-1 797872000 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｌ．Ｂ．Ｓ 代表取締役 三村 智樹 665-0825 兵庫県宝塚市安倉西四丁目25番1号 797872000 神北(宝健)第1-230 令和4年9月9日 令和10年11月30日 令和4年9月9日
000028 2000190655 宝塚ソロマルゲリータ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 栗原 良輔 神北(宝健)第1-232 令和4年9月12日 令和9年11月30日 令和4年9月12日
000028 2000190665 ロピア三田対中店（ピザ） 669-1525 三田市対中町19-12 795622983 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ロピア 代表取締役 髙木 勇輔 212-0016 神奈川県川崎市幸区南幸町二丁目9番地 445560298 神北(宝健)第1-233 令和4年9月12日 令和11年11月30日 令和4年9月12日
000028 2000190666 ロピア三田対中店（惣菜） 669-1525 三田市対中町19-12 795622983 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ロピア 代表取締役 髙木 勇輔 212-0016 神奈川県川崎市幸区南幸町二丁目9番地 445560298 神北(宝健)第1-234 令和4年9月12日 令和11年11月30日 令和4年9月12日
000028 2000190667 ロピア三田対中店（鮮魚・寿司） 669-1525 三田市対中町19-12 795622983 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ロピア 代表取締役 髙木 勇輔 212-0016 神奈川県川崎市幸区南幸町二丁目9番地 445560298 神北(宝健)第1-235 令和4年9月12日 令和11年11月30日 令和4年9月12日
000028 2000190668 ロピア三田対中店 669-1525 三田市対中町19-12 795622983 魚介類販売業 一般 株式会社ロピア 代表取締役 髙木 勇輔 212-0016 神奈川県川崎市幸区南幸町二丁目9番地 445560298 神北(宝健)第2-66 令和4年9月12日 令和11年11月30日 令和4年9月12日
000028 2000190669 ロピア三田対中店 669-1525 三田市対中町19-12 795622983 食肉販売業 一般 株式会社ロピア 代表取締役 髙木 勇輔 212-0016 神奈川県川崎市幸区南幸町二丁目9番地 445560298 神北(宝健)第2-67 令和4年9月12日 令和11年11月30日 令和4年9月12日
000028 2000190702 ＢＡＳＥ　ＣＡＭＰ 000-0000 三田市内一円 飲食店営業(4)その他 露店80L 有限会社山栄建設工業 代表取締役 山根 誠一 651-1505 兵庫県神戸市北区道場町日下部1717番地 789075077 神北(宝健)第1-227 令和4年9月7日 令和9年11月30日 令和4年9月7日
000028 2000190704 ＳＯＴ　ＣＯＦＦＥＥ　宝塚仁川 665-0061 宝塚市仁川北3-7-5-2F 727689868 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ビットバイビット 代表取締役 岡田 枝理子 571-0037 大阪府門真市ひえ島町31番48号 677101504 神北(宝健)第1-229 令和4年9月8日 令和10年11月30日 令和4年9月8日
000028 2000190705 ＳＯＴ　ＣＯＦＦＥＥ　宝塚仁川 665-0061 宝塚市仁川北3-7-5-2F 727689868 菓子製造業 一般 株式会社ビットバイビット 代表取締役 岡田 枝理子 571-0037 大阪府門真市ひえ島町31番48号 677101504 神北(宝健)第2-65 令和4年9月8日 令和10年11月30日 令和4年9月8日
000028 2000190722 阪神競馬場　調整ルーム食堂 665-0053 宝塚市駒の町1-1 798517151 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ケイ・エス・コミュニティ 代表取締役 秋本 剛 113-0034 東京都文京区湯島二丁目29番4号 358006671 神北(宝健)第1-236 令和4年9月14日 令和10年11月30日 令和4年9月14日
000028 2000190723 厩務員食堂 665-0053 宝塚市駒の町1-1 798528097 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ケイ・エス・コミュニティ 代表取締役 秋本 剛 113-0034 東京都文京区湯島二丁目29番4号 358006671 神北(宝健)第1-237 令和4年9月14日 令和11年11月30日 令和4年9月14日
000028 2000190730 Ｂｌｕｅ　Ｍｏｏｎ 669-1527 三田市中町7-38 795626080 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 横山 彩英子 神北(宝健)第1-231 令和4年9月9日 令和10年11月30日 令和4年9月9日
000028 2000190747 ＨＯＬＯ　ＨＯＬＯ　ＫＩＴＣＨＥＮ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 尾﨑 麻矢 神北(宝健)第1-240 令和4年9月20日 令和10年11月30日 令和4年9月20日
000028 2000190749 ピアット　コロラティ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社コロラティ 代表取締役 西 広明 651-1213 兵庫県神戸市北区広陵町一丁目128番地 782029981 神北(宝健)第1-241 令和4年9月20日 令和9年11月30日 令和4年9月20日
000028 2000190754 千里ぎょうざ　小春堂 665-0035 宝塚市逆瀬川1-11-1 アピア2 B12 797786100 そうざい製造業 一般 フレインズデザインワークス株式会社 代表取締役 片岡 篤 542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋一丁目17番21号シスタービル2階 675071330 神北(宝健)第2-68 令和4年9月20日 令和10年11月30日 令和4年9月20日
000028 2000190768 合同会社イマジネ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 合同会社イマジネ 代表社員 藤原 雅晃 669-5231 兵庫県朝来市和田山町林垣1248 5035543400 神北(宝健)第1-238 令和4年9月15日 令和9年11月30日 令和4年9月15日
000028 2000190784 日本中央競馬会　阪神競馬場　仁川寮 665-0061 宝塚市仁川北2-12-20 798523320 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　ケイ・エス・コミュニティ 代表取締役 秋本 剛 113-0034 東京都文京区湯島二丁目29番4号 358006671 神北(宝健)第1-245 令和4年9月22日 令和10年11月30日 令和4年9月22日
000028 2000190792 ＨＵＧ　ＣＡＦＥ 665-0034 宝塚市小林2-7-30 797771200 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一般社団法人高次脳機能障害者サポートネット 代表理事 中山 猛 665-0881 兵庫県宝塚市山本東一丁目3番6号 797788901 神北(宝健)第1-246 令和4年9月22日 令和10年11月30日 令和4年9月22日
000028 2000190827 ＣＯＦＦＥＥ　ＳＴＡＮＤ　ＦＬＡＮＫＥＲ 665-0816 宝塚市平井2-7-4セントラルハウス1-B 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 別所 千枝 神北(宝健)第1-239 令和4年9月16日 令和10年11月30日 令和4年9月16日
000028 2000190836 中嶋水産 665-0035 宝塚市逆瀬川1-2-1　アピア1 B63 797729677 飲食店営業(4)その他 一般 中嶋 怜史 神北(宝健)第1-242 令和4年9月20日 令和10年11月30日 令和4年9月20日
000028 2000190837 中嶋水産 665-0035 宝塚市逆瀬川1-2-1　アピア1 B63 797729677 魚介類販売業 一般 中嶋 怜史 神北(宝健)第2-69 令和4年9月20日 令和10年11月30日 令和4年9月20日
000028 2000190849 福助ファーム漬物工場 669-1535 三田市南が丘1-50-25 漬物製造業 一般 株式会社福助ファーム 代表取締役 福西 文彦 669-1352 兵庫県三田市須磨田794番地36 795602525 神北(宝健)第2-70 令和4年9月22日 令和10年11月30日 令和4年9月22日
000028 2000190853 まるふくｃａｆｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 福井 恭司 神北(宝健)第1-247 令和4年9月26日 令和9年11月30日 令和4年9月26日
000028 2000190858 兵庫ブレイバーズ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 川崎 大介 神北(宝健)第1-244 令和4年9月21日 令和9年11月30日 令和4年9月21日
000028 2000190871 今西松陽園 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 今西 みずほ 神北(宝健)第1-248 令和4年9月27日 令和9年11月30日 令和4年9月27日
000028 2000190905 ＡＳＡＫＡＲＡ　ＧＯＯＤ　ＳＴＯＲＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L アナザーテーブル合同会社 代表社員 川崎 正太 540-0006 大阪府大阪市中央区法円坂1-4-6法円坂ハイツ102 664674009 神北(宝健)第1-251 令和4年9月29日 令和9年11月30日 令和4年9月29日
000028 2000190916 槻 665-0035 宝塚市逆瀬川1-11-1アピア2　1階184 飲食店営業(4)その他 一般 廣畑 規子 神北(宝健)第1-249 令和4年9月29日 令和10年11月30日 令和4年9月29日
000028 2000190917 ふじや　からあげ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L ミキコーポレーション株式会社 代表取締役 三木 大器 574-0011 大阪府大東市北条三丁目16番6号 728038107 神北(宝健)第1-250 令和4年9月29日 令和9年11月30日 令和4年9月29日
000028 2000190923 宝塚北サービスエリア　サブトイレ側２ 669-1231 宝塚市玉瀬字奥之焼1-125 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 トーヨーベンディング株式会社 代表取締役 大久保 智司 452-0839 愛知県名古屋市西区見寄町167番地 525411771 神北(宝健)第2-72 令和4年9月30日 令和10年11月30日 令和4年9月30日
000028 2000190941 ＧＲＩＬＬ　卍屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 藤波 雄矢 神北(宝健)第1-243 令和4年9月20日 令和9年11月30日 令和4年9月20日
000028 2000190988 宝塚パンドン 665-0845 宝塚市栄町1-6-1　花のみちセルカ1番館2Ｆ 797868100 菓子製造業 一般 株式会社エムケイプロジェクト 代表取締役 齊藤 慶子 151-0053 東京都渋谷区代々木二丁目7番5号 353543888 神北(宝健)第2-71 令和4年9月27日 令和11年11月30日 令和4年9月27日
000028 2000191012 Ｐｕｒ　ａ　ｐｕｒ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 一般社団法人Ｐｕｒ　ａ　ｐｕｒ 代表理事 行 羽那 661-0032 兵庫県尼崎市武庫之荘東二丁目14番19号 671745345 神北(宝健)第1-254 令和4年9月30日 令和9年11月30日 令和4年9月30日
000028 2000191015 縁屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 柊コンサルタント合同会社 代表社員 田木 伸明 510-0943 三重県四日市市西日野町1645番地24 593378333 神北(宝健)第1-257 令和4年10月5日 令和9年11月30日 令和4年10月5日
000028 2000191021 明洞市場 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 松本 敬史 神北(宝健)第1-258 令和4年10月5日 令和9年11月30日 令和4年10月5日
000028 2000191036 ｗａｂｉ－ｓａｂｉ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社Ｈ＆Ｙ　ｄｕｐｌｅ 代表取締役 花澤 良隆 591-8007 大阪府堺市北区奥本町二丁4番地1F号 722304680 神北(宝健)第1-259 令和4年10月5日 令和9年11月30日 令和4年10月5日
000028 2000191046 ＳＰＩＲＩＴＵＳ　ｃｏｆｆｅｅ　ｒｏａｓｔｅｒ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 平石 義将 神北(宝健)第1-253 令和4年9月30日 令和9年11月30日 令和4年9月30日
000028 2000191055 割烹　花鳥月露 665-0816 宝塚市平井5-4-1 797801165 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社エクセレントケアシステム 代表取締役 大川 一則 770-0939 徳島県徳島市かちどき橋一丁目22番地1 886231165 神北(宝健)第1-252 令和4年9月30日 令和11年11月30日 令和4年9月30日
000028 2000191066 よるやすみ 665-0882 宝塚市山本南1-20-12 797808866 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 坂上 万里 神北(宝健)第1-255 令和4年9月30日 令和10年11月30日 令和4年9月30日
000028 2000191069 Ｎａｔｕｒａｌ 和　ｄｉｎｉｎｇ　わしん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 田邉 誠 神北(宝健)第1-263 令和4年10月7日 令和9年11月30日 令和4年10月7日
000028 2000191073 ハヌル 665-0033 宝塚市伊孑志4-1-1　北極ビル1Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社エスアールエス 代表取締役 宮本 来理 665-0054 兵庫県宝塚市鹿塩二丁目5番18号 798538873 神北(宝健)第1-256 令和4年10月3日 令和10年11月30日 令和4年10月3日
000028 2000191130 和幸プレミアム宝塚 665-0033 宝塚市伊孑志3-14-47 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社マルフクメディカルフーズ 代表取締役 直田 勝彦 571-0015 大阪府門真市三ツ島六丁目25番21号 728860880 神北(宝健)第1-260 令和4年10月5日 令和11年11月30日 令和4年10月5日
000028 2000191132 Ｈａｔｃｈ　Ｋｉｔｃｈｅｎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 三井 寛希 神北(宝健)第1-267 令和4年10月13日 令和9年11月30日 令和4年10月13日
000028 2000191149 土曜日のマチソワ・Ｌａｕ’ａｉ 665-0845 宝塚市栄町1-6-1-204 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 戸川 沙也華 神北(宝健)第1-261 令和4年10月6日 令和10年11月30日 令和4年10月6日
000028 2000191150 土曜日のマチソワ・Ｌａｕ’ａｉ 665-0845 宝塚市栄町1-6-1-204 食品の小分け業 一般 戸川 沙也華 神北(宝健)第2-74 令和4年10月6日 令和10年11月30日 令和4年10月6日
000028 2000191152 天串と海鮮の店　はれ天 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社ココカラ 代表取締役 戸塚 寛 534-0016 大阪府大阪市都島区友渕町三丁目7番5号 664545433 神北(宝健)第1-269 令和4年10月13日 令和9年11月30日 令和4年10月13日
000028 2000191167 仁川スタミナラーメン　アブラカラメ 665-0061 宝塚市仁川北2-10-31 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社ＬＡＰＩＳ　ＳＴＹＬＥ 代表社員 上原 沙織 662-0822 兵庫県西宮市松籟荘7-21ニューコーベビル101 798616115 神北(宝健)第1-268 令和4年10月13日 令和10年11月30日 令和4年10月13日
000028 2000191172 ｎｉｗａｔｏｃｏ　ｔｅａ 665-0012 宝塚市寿楽荘15-35 菓子製造業 一般 田村 千晶 神北(宝健)第2-73 令和4年10月5日 令和10年11月30日 令和4年10月5日
000028 2000191182 なかにし家 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社中久フードサービス 代表取締役 中西 久子 497-0052 愛知県海部郡蟹江町大字西之森字海山308番地 567745560 神北(宝健)第1-262 令和4年10月7日 令和9年11月30日 令和4年10月7日
000028 2000191197 Ｔ’ｓ　ｃａｆｅ　Ｋｙｏｔｏ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社ダブルアール 代表取締役 谷口 泰史 604-8824 京都府京都市中京区壬生高樋町48番地18 758227558 神北(宝健)第1-266 令和4年10月11日 令和9年11月30日 令和4年10月11日
000028 2000191245 ファミリーマート三田南が丘店 669-1535 三田市南が丘1-40-10 795698081 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ファミリーマート 代表取締役 細見 研介 108-0023 東京都港区芝浦三丁目1番21号 364367600 神北(宝健)第1-274 令和4年10月18日 令和10年11月30日 令和4年10月18日
000028 2000191270 黒潮市場 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 734480008 飲食店営業(4)その他 自動車200L 和歌山マリーナシティ株式会社 代表取締役 田尻 賀大 641-0014 和歌山県和歌山市毛見1527番地 734480008 神北(宝健)第1-270 令和4年10月14日 令和10年11月30日 令和4年10月14日
000028 2000191271 黒潮市場 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 734480008 魚介類販売業 自動車80L 和歌山マリーナシティ株式会社 代表取締役 田尻 賀大 641-0014 和歌山県和歌山市毛見1527番地 734480008 神北(宝健)第2-76 令和4年10月14日 令和10年11月30日 令和4年10月14日
000028 2000191292 Ｌｏｃｏ　Ｂｏｙ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 中尾 海斗 神北(宝健)第1-273 令和4年10月17日 令和9年11月30日 令和4年10月17日
000028 2000191330 ＧＬＩＤＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社ＧＬＩＤＥ 代表取締役 山口 雄基 577-0024 大阪府東大阪市荒本西一丁目3番36号 643065500 神北(宝健)第1-292 令和4年10月26日 令和9年11月30日 令和4年10月26日
000028 2000191379 株式会社万代宝塚東洋町店 665-0032 宝塚市東洋町5-3 797765401 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東3丁目10番13号 667203305 神北(宝健)第1-276 令和4年10月18日 令和11年11月30日 令和4年10月18日
000028 2000191389 Ａｎｔａｒｅｓ 669-1529 三田市中央町9-22-3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 諫山 さほり 神北(宝健)第1-280 令和4年10月21日 令和10年11月30日 令和4年10月21日
000028 2000191391 ライフデリ宝塚店 665-0013 宝塚市宝梅3-2-9 797912210 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 新田 泰康 神北(宝健)第1-277 令和4年10月18日 令和10年11月30日 令和4年10月18日
000028 2000191398 Ｂａｒ　Ｅｎｄ 669-1529 三田市中央町9-22-3 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 堀田 豊裕 神北(宝健)第1-284 令和4年10月24日 令和10年11月30日 令和4年10月24日
000028 2000191406 ミニワン厨房 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　宝塚阪急2Ｆ 797811233 菓子製造業 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8番7号 663611381 神北(宝健)第2-81 令和4年10月24日 令和10年11月30日 令和4年10月24日
000028 2000191438 粉いち 669-1514 三田市川除677-1 795637744 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 稲岡 英明 神北(宝健)第1-279 令和4年10月21日 令和10年11月30日 令和4年10月21日
000028 2000191477 ジャパンコーヒーフェスティバル 665-0844 宝塚市武庫川町内 飲食店営業(4)その他 露店40L 一般社団法人日本コーヒーフェスティバル実行委員会 代表理事 川久保 彬雅 532-0002 大阪府大阪市淀川区東三国一丁目32番22号 神北(宝健)第1-302 令和4年11月1日 令和9年11月30日 令和4年11月1日
000028 2000191524 炭火焼肉たむら 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社ＴＫＦ 代表取締役 田村 憲司 536-0005 大阪府大阪市城東区中央一丁目8番30（503号） 669328339 神北(宝健)第1-293 令和4年10月27日 令和9年11月30日 令和4年10月27日
000028 2000191532 ファミリーマート宝塚ほしのそう店 665-0831 宝塚市米谷1-40-21 797853811 飲食店営業(4)その他 一般 大隅 邦寛 神北(宝健)第1-300 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 2000191558 インド　ネパール　ダイニング　カフェ　ムナール 669-1321 三田市けやき台1-6-2 795587706 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ギミレ　アチャリャ カマラ 神北(宝健)第1-299 令和4年10月28日 令和10年11月30日 令和4年10月28日
000028 2000191581 やきとり　たけちゃん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 和泉 武志 神北(宝健)第1-306 令和4年11月2日 令和9年11月30日 令和4年11月2日
000028 2000191585 三田市多世代交流館シニア・ユースひろば 669-1546 三田市弥生が丘1-1-2　サンフラワービル2階 795628423 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 社会福祉法人三田市社会福祉協議会 理事長 大澤 洋一 669-1514 兵庫県三田市川除675番地 795595940 神北(宝健)第1-303 令和4年11月1日 令和10年11月30日 令和4年11月1日
000028 2000191589 みさご珈琲 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 向井 務 神北(宝健)第1-301 令和4年10月31日 令和9年11月30日 令和4年10月31日
000028 2000191597 ハルピン味噌らーめん　大蔵 669-1535 三田市南が丘1-50-3 795568355 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＴａｉＺｏｕ 代表取締役 塩本 裕望 669-1535 兵庫県三田市南が丘一丁目50番3号 795568355 神北(宝健)第1-298 令和4年10月28日 令和10年11月30日 令和4年10月28日
000028 2000191639 やはず食堂 665-0033 宝塚市伊孑志4-2-5 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 泉 新太 神北(宝健)第1-296 令和4年10月28日 令和11年11月30日 令和4年10月28日
000028 2000191660 メルカート 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社メルカート 代表取締役 森 智彦 504-0822 岐阜県各務原市蘇原栄町二丁目10番地1 583719037 神北(宝健)第1-314 令和4年11月9日 令和9年11月30日 令和4年11月9日
000028 2000191697 ピザーラ　お届け４１号車 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社フォーシーズ 代表取締役 浅野 秀則 107-0062 東京都港区南青山五丁目12番4号 334096000 神北(宝健)第1-326 令和4年11月15日 令和9年11月30日 令和4年11月15日
000028 2000191701 ｃｕｒａｔｉｏｎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 西山 伸一 神北(宝健)第1-328 令和4年11月16日 令和9年11月30日 令和4年11月16日
000028 2000191710 屋台飯　青花椒 665-0057 宝塚市大吹町5-18 飲食店営業(4)その他 一般 渡部 蕾 神北(宝健)第1-324 令和4年11月15日 令和10年11月30日 令和4年11月15日
000028 2000191711 小樽飯櫃 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社小樽飯櫃 代表取締役 須永 寿紀 047-0016 北海道小樽市信香町1番4号 666185522 神北(宝健)第1-330 令和4年11月16日 令和9年11月30日 令和4年11月16日
000028 2000191782 ブーランジェリーフクイ 669-1349 三田市大川瀬178 795643333 菓子製造業 一般 福井 健一 神北(宝健)第2-91 令和4年11月8日 令和10年11月30日 令和4年11月8日
000028 2000191783 ブーランジェリーフクイ 669-1349 三田市大川瀬178 795643333 密封包装食品製造業 一般 福井 健一 神北(宝健)第2-92 令和4年11月8日 令和10年11月30日 令和4年11月8日
000028 2000191817 てんちゃん 669-1322 三田市すずかけ台2-3-1-115 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 柳井 康宏 神北(宝健)第1-312 令和4年11月7日 令和10年11月30日 令和4年11月7日
000028 2000191836 ＰＥＡＣＥ 669-1529 三田市中央町12-7　銀座横丁３号室 飲食店営業(4)その他 一般 里 昇 神北(宝健)第1-322 令和4年11月14日 令和10年11月30日 令和4年11月14日
000028 2000191837 Ｇｉｒｌｓ　ｂａｒ　Ｌｉｌｉｅ 669-1528 三田市駅前町11-1　レバンテ三田104号室 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 株式会社リラコーポレーション 代表取締役 植田 芽衣 669-1528 兵庫県三田市駅前町8番7号2階 795556833 神北(宝健)第1-327 令和4年11月15日 令和10年11月30日 令和4年11月15日
000028 2000191838 ファミリーバル　たまねぎあたま 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 森山 悠太 神北(宝健)第1-336 令和4年11月17日 令和9年11月30日 令和4年11月17日
000028 2000191839 アンパス 665-0015 宝塚市光ガ丘2-9-25 2F 菓子製造業 一般 足立 真二郎 神北(宝健)第2-94 令和4年11月11日 令和10年11月30日 令和4年11月11日
000028 2000191840 アンパス 665-0015 宝塚市光ガ丘2-9-25 2F そうざい製造業 一般 足立 真二郎 神北(宝健)第2-95 令和4年11月11日 令和10年11月30日 令和4年11月11日
000028 2000191868 ファミリーマート宝塚美幸町店 665-0042 宝塚市美幸町10-45 797763352 飲食店営業(4)その他 一般 上江洲 昌道 神北(宝健)第1-347 令和4年11月25日 令和10年11月30日 令和4年11月25日
000028 2000191896 酒場　膳 665-0003 宝塚市湯本町1-33　2F 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北本 規彦 神北(宝健)第1-341 令和4年11月21日 令和10年11月30日 令和4年11月21日
000028 2000191917 新 669-1535 三田市南が丘1-30-32 795588747 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石井 新悟 神北(宝健)第1-337 令和4年11月17日 令和10年11月30日 令和4年11月17日
000028 2000191921 いもや仁兵衛 665-0881 宝塚市山本東3-8-16　栄光ビル101 797786139 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＯＭＯＩＹＡＲＩ　ＰＬＵＳ　ＯＮＥ 代表取締役 住山 利恵 660-0862 兵庫県尼崎市開明町二丁目11番地 675071460 神北(宝健)第1-342 令和4年11月22日 令和10年11月30日 令和4年11月22日
000028 2000191927 Ｌｕｐｉｎｕｓ 665-0845 宝塚市栄町1-6-1　花のみちセルカ１番館 ２階 797696077 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｌａ　Ｍｅｒ 代表取締役 地頭薗 有紗 104-0061 東京都中央区銀座八丁目6番20号幸佑ビルB2階 335738205 神北(宝健)第1-339 令和4年11月18日 令和10年11月30日 令和4年11月18日
000028 2000191963 ＯＴＴＯＭＡＮ　ＫＩＴＣＨＥＮ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車200L ビルギ アイハン 神北(宝健)第1-346 令和4年11月25日 令和9年11月30日 令和4年11月25日
000028 2000191977 黒田肉商店 669-1529 三田市中央町11-9　ＲＳＫビル102 795648098 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 Ｋｔｗｏｆｉｖｅ株式会社 代表取締役 山本 健二 669-1528 兵庫県三田市駅前町3番10-108号 795511502 神北(宝健)第1-355 令和4年11月29日 令和10年11月30日 令和4年11月29日
000028 2000192003 日乃本食産株式会社 669-1506 三田市志手原882 795642222 冷凍食品製造業 一般 日乃本食産株式会社 代表取締役 見野 裕重 669-1506 兵庫県三田市志手原882 795642222 神北(宝健)第2-100 令和4年11月17日 令和11年11月30日 令和4年11月17日
000028 2000192010 カラオケＡＳＩＡＮ酒場　美月 665-0034 宝塚市小林2-12-25プレジデント宝塚106B 797616757 飲食店営業(4)その他 一般 満村 珠美 神北(宝健)第1-351 令和4年11月28日 令和10年11月30日 令和4年11月28日
000028 2000192016 自家焙煎Ｃａｆｅ　Ｋｉｋｉｔａｎｏ 665-0844 宝塚市武庫川町3-11リバーサイドパンション宝塚102 797626197 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 林田 為宏 神北(宝健)第1-362 令和4年12月5日 令和11年2月28日 令和4年12月5日
000028 2000192017 自家焙煎Ｃａｆｅ　Ｋｉｋｉｔａｎｏ 665-0844 宝塚市武庫川町3-11リバーサイドパンション宝塚102 797626197 菓子製造業 一般 林田 為宏 神北(宝健)第2-108 令和4年12月5日 令和11年2月28日 令和4年12月5日
000028 2000192041 宝塚パンドン 665-0845 宝塚市栄町1-6-1　花のみちセルカ1番館2Ｆ 797868101 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社エムケイプロジェクト 代表取締役 齊藤 慶子 151-0053 東京都渋谷区代々木二丁目7番5号 353543888 神北(宝健)第1-350 令和4年11月28日 令和11年11月30日 令和4年11月28日
000028 2000192043 一夢　津ノ国屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 津田 晃 神北(宝健)第1-354 令和4年11月28日 令和9年11月30日 令和4年11月28日
000028 2000192054 Ｆｅｒｉｅｎ 665-0022 宝塚市野上1-1-3　シャローム逆瀬川ビル1階 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 栄孝商事株式会社 代表取締役 森田 孝広 532-0023 大阪府大阪市淀川区十三東一丁目12番11号 663014353 神北(宝健)第1-352 令和4年11月28日 令和10年11月30日 令和4年11月28日
000028 2000192055 ＥＮＪＯＹ　ＧＲＥＥＮ　ＳＡＮＤＡ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 前出 佳与 神北(宝健)第1-363 令和4年12月6日 令和10年2月29日 令和4年12月6日
000028 2000192073 ＯＨＡＹＯ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 村上 宙 神北(宝健)第1-364 令和4年12月7日 令和10年2月29日 令和4年12月7日
000028 2000192081 ｃｏｏ　ｃａｆｅ 665-0022 宝塚市野上1-2-8　クオリティ逆瀬川201 797902000 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 神谷 利子 神北(宝健)第1-366 令和4年12月8日 令和11年2月28日 令和4年12月8日
000028 2000192082 ｃｏｏ　ｃａｆｅ 665-0022 宝塚市野上1-2-8　クオリティ逆瀬川201 797902000 菓子製造業 一般 神谷 利子 神北(宝健)第2-110 令和4年12月8日 令和11年2月28日 令和4年12月8日
000028 2000192086 手打ち蕎麦処　花山 669-1505 三田市尼寺53 795661011 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 友末 新二 神北(宝健)第1-365 令和4年12月7日 令和11年2月28日 令和4年12月7日
000028 2000192087 手打ち蕎麦処　花山 669-1505 三田市尼寺53 795661011 麺類製造業 一般 友末 新二 神北(宝健)第2-109 令和4年12月7日 令和11年2月28日 令和4年12月7日
000028 2000192095 マクドナルド　宝塚インター店 665-0822 宝塚市安倉中1-1827-1 797848198 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 163-1339 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 369115650 神北(宝健)第1-367 令和4年12月13日 令和12年2月28日 令和4年12月13日
000028 2000192125 アイディア研究舎 669-1211 宝塚市大原野字炭屋1-1農産物加工施設　にしたに村 菓子製造業 一般 林 真理 神北(宝健)第2-111 令和4年12月15日 令和12年2月28日 令和4年12月15日
000028 2000192126 アイディア研究舎 669-1211 宝塚市大原野字炭屋1-1農産物加工施設　にしたに村 冷凍食品製造業 一般 林 真理 神北(宝健)第2-112 令和4年12月15日 令和12年2月28日 令和4年12月15日
000028 2000192146 ｎｉｗａｔｏｃｏ　ｔｅａ 665-0012 宝塚市寿楽荘15-35 飲食店営業(4)その他 一般 田村 千晶 神北(宝健)第1-369 令和4年12月19日 令和11年2月28日 令和4年12月19日
000028 2000192150 #NAME? 669-1529 三田市中央町11-17サンシャインファイブ1F 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 東 健太 神北(宝健)第1-368 令和4年12月16日 令和11年2月28日 令和4年12月16日
000028 2000192202 パティスリー　マグノリア 665-0843 宝塚市宮の町2-8 797616909 菓子製造業 一般 株式会社マグノリア 代表取締役 大岩 弓子 665-0011 兵庫県宝塚市南口二丁目13-30-D 797207218 神北(宝健)第2-113 令和4年12月21日 令和11年2月28日 令和4年12月21日
000028 2000192229 立ち呑み　壱 665-0011 宝塚市南口2-14-5　サンビオラ5番館208 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤本 値永子 神北(宝健)第1-370 令和4年12月20日 令和11年2月28日 令和4年12月20日
000028 2000192236 株式会社万代　宝塚東洋町店 665-0032 宝塚市東洋町5-3 797765401 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東三丁目10番13号 667203305 神北(宝健)第1-371 令和4年12月22日 令和12年2月28日 令和4年12月22日
000028 2000192237 味処　魚しん 665-0845 宝塚市栄町2-1-1ソリオ1 GF B143 797902058 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社マスイ 代表取締役 益井 昭次 665-0035 兵庫県宝塚市逆瀬川一丁目2番1-1013号 797725787 神北(宝健)第1-372 令和4年12月28日 令和11年2月28日 令和4年12月28日



000028 2000192266 兵庫中央病院　うえの保育園 669-1515 三田市大原1314兵庫中央病院敷地内 795632183 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社テノ.サポート 代表取締役 池内 比呂子 812-0036 福岡県福岡市博多区上呉服町10番10号 922633580 神北(宝健)第1-373 令和5年1月5日 令和12年2月28日 令和5年1月5日
000028 2000192268 ベーグル屋　Ｍｉｍｉ 665-0047 宝塚市亀井町12-6 菓子製造業 一般 古川 晃子 神北(宝健)第2-114 令和5年1月6日 令和11年2月28日 令和5年1月6日
000028 2000192274 フランキーノブ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 陣内 伸昭 神北(宝健)第1-374 令和5年1月6日 令和10年2月29日 令和5年1月6日
000028 2000192292 台湾茶屋　な菜 669-1529 三田市中央町12-6 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西川 秀祐 神北(宝健)第1-375 令和5年1月11日 令和11年2月28日 令和5年1月11日
000028 2000192293 台湾茶屋　な菜 669-1529 三田市中央町12-6 菓子製造業 一般 西川 秀祐 神北(宝健)第2-115 令和5年1月11日 令和11年2月28日 令和5年1月11日
000028 2000192330 彩葉 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 福原 陽子 神北(宝健)第1-376 令和5年1月11日 令和10年2月29日 令和5年1月11日
000028 2000192406 バーガーキングダイエー宝塚中山店 665-0867 宝塚市売布東の町21-22ダイエー宝塚中山店2階 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ＹＳＭ株式会社 代表取締役 島村 祐輝 770-0004 徳島県徳島市南田宮三丁目2番48号 神北(宝健)第1-378 令和5年1月17日 令和12年2月28日 令和5年1月17日
000028 2000192415 おにぎり千の陽 665-0021 宝塚市中州1-1-1アピアきた105号 飲食店営業(4)その他 一般 小野 千鶴子 神北(宝健)第1-385 令和5年1月23日 令和11年2月28日 令和5年1月23日
000028 2000192442 ナカタノサカナ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 中田 悠一 神北(宝健)第1-384 令和5年1月23日 令和10年2月29日 令和5年1月23日
000028 2000192455 Ｌａ．Ｂｏｕｌｅ 669-1529 三田市中央町11-17-401 795567886 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 株式会社Ｓプラス 代表取締役 若江 俊介 669-1528 兵庫県三田市駅前町10番6号 795511502 神北(宝健)第1-380 令和5年1月19日 令和11年2月28日 令和5年1月19日
000028 2000192461 ソレイユ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 久保田 裕斗 神北(宝健)第1-391 令和5年1月26日 令和10年2月29日 令和5年1月26日
000028 2000192466 ｙｏｍｅｐａｎ 669-1304 三田市北浦88 菓子製造業 一般 安場 真理子 神北(宝健)第2-117 令和5年1月18日 令和11年2月28日 令和5年1月18日
000028 2000192533 株式会社エイチ・ツー・オー商業開発  イズミヤショッピングセンター小林 665-0034 宝塚市小林5-5-47 797730101 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社エイチ・ツー・オー商業開発 代表取締役 今井 康博 557-0015 大阪府大阪市西成区花園南一丁目4番4号 666573432 神北(宝健)第1-397 令和5年2月1日 令和10年2月29日 令和5年2月1日
000028 2000192609 ファミリーマート宝塚高司店 665-0051 宝塚市高司2-17-40 797765680 飲食店営業(4)その他 一般 髙木 康成 神北(宝健)第1-392 令和5年1月27日 令和11年2月28日 令和5年1月27日
000028 2000192618 ふらっと 665-0044 宝塚市末成町29-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮本 章子 神北(宝健)第1-395 令和5年1月31日 令和11年2月28日 令和5年1月31日
000028 2000192648 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 862461186 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社壱番屋 代表取締役 葛原 守 491-0827 愛知県一宮市三ツ井六丁目12番23号 5686767545 神北(宝健)第1-398 令和5年2月1日 令和10年2月29日 令和5年2月1日
000028 2000192652 Ｍｅｒｃｙ，ｍｅｒｃｙ，ｍｅｒｃｙ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 内等 はなえ 神北(宝健)第1-399 令和5年2月2日 令和10年2月29日 令和5年2月2日
000028 2000192666 ＦＲｅｅＹ　Ｃａｆｅ 669-1514 三田市川除144-18 795623395 菓子製造業 一般 株式会社ＦＲｅｅＹ 代表取締役 福田 善行 669-1514 兵庫県三田市川除140番地 795623390 神北(宝健)第2-121 令和5年1月31日 令和11年2月28日 令和5年1月31日
000028 2000192684 日の出屋酒店 665-0061 宝塚市仁川北2-8-38 798510756 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤澤 輝幸 神北(宝健)第1-401 令和5年2月6日 令和11年2月28日 令和5年2月6日
000028 2000192708 ＩＮＣＬＩＮＥ 665-0836 宝塚市清荒神5-1-8 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平田 良 神北(宝健)第1-408 令和5年2月10日 令和11年2月28日 令和5年2月10日
000028 2000192709 ＩＮＣＬＩＮＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 平田 良 神北(宝健)第1-409 令和5年2月10日 令和10年2月29日 令和5年2月10日
000028 2000192815 憩いの酒場　順 665-0021 宝塚市中州1-1-1　アピアきた103号 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 杉野 順治 神北(宝健)第1-404 令和5年2月9日 令和11年2月28日 令和5年2月9日
000028 2000192817 ＭｉｍｏｓａＹａ（ミモザヤ） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 田中 玉衡 神北(宝健)第1-407 令和5年2月10日 令和10年2月29日 令和5年2月10日
000028 2000192837 パティスリーフェス 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社レイリン 代表取締役 川上 怜斗 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目31番22号 665357122 神北(宝健)第1-422 令和5年2月21日 令和10年2月29日 令和5年2月21日
000028 2000192878 竹美 665-0034 宝塚市小林5-4-24ジャルダン宝塚103号 797736080 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉本 欣史 神北(宝健)第1-420 令和5年2月20日 令和11年2月28日 令和5年2月20日
000028 2000192954 ピザーラ　お届け号　４７号車 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社フォーシーズ 代表取締役 浅野 幸子 107-0062 東京都港区南青山五丁目12番4号 334096000 神北(宝健)第1-427 令和5年2月24日 令和10年2月29日 令和5年2月24日
000028 2000192958 ＳＨＩＳＨＡ　ＣＡＦＥ＆ＢＡＲ　踊煙 669-1528 三田市駅前町6-5　ﾘｰﾄﾞ21 2F D号室 795011031 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 金岡 摩衣 神北(宝健)第1-424 令和5年2月21日 令和11年2月28日 令和5年2月21日
000028 2000192981 マイクレ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 大久保 友子 神北(宝健)第1-423 令和5年2月21日 令和10年2月29日 令和5年2月21日
000028 2000192989 赤から三田店 669-1525 三田市対中町25-20 795637007 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社ミンク 代表社員 樋口 美樹枝 669-1525 兵庫県三田市対中町25番20号 795637007 神北(宝健)第1-431 令和5年2月27日 令和11年2月28日 令和5年2月27日
000028 2000192992 Ｄａｔｔｉｉ’ｓ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L ヤマダアールカンパニー株式会社 代表取締役 山田 行信 520-0222 滋賀県大津市花園町17番13号 775761763 神北(宝健)第1-435 令和5年2月27日 令和10年2月29日 令和5年2月27日
000028 2000192994 株式会社ニューアリマ 669-1334 三田市中内神841 795652288 菓子製造業 一般 株式会社ニューアリマ 代表取締役 谷 光高 669-1334 兵庫県三田市中内神841番地 795652288 神北(宝健)第2-130 令和5年2月24日 令和11年2月28日 令和5年2月24日
000028 2000192995 株式会社ニューアリマ 669-1334 三田市中内神841 795652288 そうざい製造業 一般 株式会社ニューアリマ 代表取締役 谷 光高 669-1334 兵庫県三田市中内神841番地 795652288 神北(宝健)第2-131 令和5年2月24日 令和11年2月28日 令和5年2月24日
000028 2000192996 株式会社ニューアリマ 669-1334 三田市中内神841 795652288 密封包装食品製造業 一般 株式会社ニューアリマ 代表取締役 谷 光高 669-1334 兵庫県三田市中内神841番地 795652288 神北(宝健)第2-132 令和5年2月24日 令和11年2月28日 令和5年2月24日
000028 2000193000 黒井商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 黒井 栄一郎 神北(宝健)第1-443 令和5年3月1日 令和10年5月31日 令和5年3月1日
000028 2000193002 栄華堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 黒井 律子 神北(宝健)第1-444 令和5年3月1日 令和10年5月31日 令和5年3月1日
000028 2000193003 だるま堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 黒井 純子 神北(宝健)第1-445 令和5年3月1日 令和10年5月31日 令和5年3月1日
000028 2000193004 中瀬商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 中瀬 慶作 神北(宝健)第1-446 令和5年3月1日 令和10年5月31日 令和5年3月1日
000028 2000193006 永田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 永田 勇治 神北(宝健)第1-447 令和5年3月1日 令和10年5月31日 令和5年3月1日
000028 2000193007 小倉商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 小倉 貞吉 神北(宝健)第1-448 令和5年3月1日 令和10年5月31日 令和5年3月1日
000028 2000193008 奥田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 奥田 路子 神北(宝健)第1-449 令和5年3月1日 令和10年5月31日 令和5年3月1日
000028 2000193009 ひな商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 奥田 ひな 神北(宝健)第1-450 令和5年3月1日 令和10年5月31日 令和5年3月1日
000028 2000193010 諭吉屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 今井 諭 神北(宝健)第1-451 令和5年3月2日 令和10年5月31日 令和5年3月2日
000028 2000193029 ふじや 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 後藤 大祐 神北(宝健)第1-453 令和5年3月2日 令和10年5月31日 令和5年3月2日
000028 2000193032 ふじや商会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 黒木 千鳥 神北(宝健)第1-452 令和5年3月2日 令和10年5月31日 令和5年3月2日
000028 2000193039 中島商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 中島 美佐子 神北(宝健)第1-455 令和5年3月3日 令和10年5月31日 令和5年3月3日
000028 2000193075 ＳＩＤＥＭＡＡＮ’Ｓ　ＳＴＡＮＤ 665-0844 宝塚市武庫川町7-64 飲食店営業(4)その他 露店40L 伊藤 慎也 神北(宝健)第1-432 令和5年2月27日 令和10年2月29日 令和5年2月27日
000028 2000193080 Ｔｈｅ　Ｔｒｕｃｋ　Ｃａｆｅ　ｂｙ　ｔｉｎｙ　ｍａｍａ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 小西 奈美 神北(宝健)第1-436 令和5年2月28日 令和10年2月29日 令和5年2月28日
000028 2000193098 西口商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 西口 孝治 神北(宝健)第1-454 令和5年3月2日 令和10年5月31日 令和5年3月2日
000028 2000193115 樹月店（Ａ） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 甲斐 千春 神北(宝健)第1-441 令和5年3月1日 令和10年5月31日 令和5年3月1日
000028 2000193116 樹月店（Ｂ） 669-2402 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 松元 龍太郎 神北(宝健)第1-442 令和5年3月1日 令和10年5月31日 令和5年3月1日
000028 2000193135 焼肉ｄｉｎｉｎｇ勲 665-0041 宝塚市御所の前町5-22 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 髙橋 信晶 神北(宝健)第1-457 令和5年3月6日 令和11年5月31日 令和5年3月6日
000028 2000193136 ライフ宝塚中山寺店 665-0874 宝塚市中筋5-10-27マーケットスクエア中山寺 797882222 魚介類販売業 一般 株式会社ライフコーポレーション 代表取締役 岩崎 高治 103-0023 東京都中央区日本橋本町三丁目6番2号 661506175 神北(宝健)第2-137 令和5年3月8日 令和12年5月31日 令和5年3月8日
000028 2000193137 ライフ宝塚中山寺店 665-0874 宝塚市中筋5-10-27マーケットスクエア中山寺 797882222 食肉販売業 一般 株式会社ライフコーポレーション 代表取締役 岩崎 高治 103-0023 東京都中央区日本橋本町三丁目6番2号 661506175 神北(宝健)第2-138 令和5年3月8日 令和12年5月31日 令和5年3月8日
000028 2000193138 ライフ宝塚中山寺店 665-0874 宝塚市中筋5-10-27マーケットスクエア中山寺 797882222 菓子製造業 一般 株式会社ライフコーポレーション 代表取締役 岩崎 高治 103-0023 東京都中央区日本橋本町三丁目6番2号 661506175 神北(宝健)第2-139 令和5年3月8日 令和12年5月31日 令和5年3月8日
000028 2000193139 ライフ宝塚中山寺店（寿司・焼魚） 665-0874 宝塚市中筋5-10-27マーケットスクエア中山寺 797882222 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ライフコーポレーション 代表取締役 岩崎 高治 103-0023 東京都中央区日本橋本町三丁目6番2号 661506175 神北(宝健)第1-459 令和5年3月8日 令和12年5月31日 令和5年3月8日
000028 2000193140 ライフ宝塚中山寺店（惣菜） 665-0874 宝塚市中筋5-10-27マーケットスクエア中山寺 797882222 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ライフコーポレーション 代表取締役 岩崎 高治 103-0023 東京都中央区日本橋本町三丁目6番2号 661506175 神北(宝健)第1-460 令和5年3月8日 令和12年5月31日 令和5年3月8日
000028 2000193141 ライフ宝塚中山寺店（農産） 665-0874 宝塚市中筋5-10-27マーケットスクエア中山寺 797882222 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ライフコーポレーション 代表取締役 岩崎 高治 103-0023 東京都中央区日本橋本町三丁目6番2号 661506175 神北(宝健)第1-461 令和5年3月8日 令和12年5月31日 令和5年3月8日
000028 2000193145 ｎｉｗａｔｏｃｏ　ｔｅａ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 田村 千晶 神北(宝健)第1-458 令和5年3月8日 令和10年5月31日 令和5年3月8日
000028 2000193161 ＤＵＲＧＡ　ＭＡＨＡＬ 665-0843 宝塚市宮の町7-5 797850244 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 Ｐ・Ｈ・Ｄ　ＮＥＧＩ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ株式会社 代表取締役 ネギ・ジェイプルカス・シン 663-8182 兵庫県西宮市学文殿町一丁目9番24号 798431135 神北(宝健)第1-440 令和5年3月1日 令和11年5月31日 令和5年3月1日
000028 2000193200 きつねのひとくち 665-0844 宝塚市武庫川町1-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ムラセタイチ 代表取締役 村瀬 太一 536-0015 大阪府大阪市城東区新喜多1丁目7-28ベルベハイツ501 神北(宝健)第1-456 令和5年3月3日 令和11年5月31日 令和5年3月3日
000028 2000193241 Ｓａｎｄａ　Ｍａｍｍｙ’ｓ　ｋｉｔｃｈｅｎ 669-1503 三田市乙原1903-8 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 神北(宝健)第1-465 令和5年3月14日 令和11年5月31日 令和5年3月14日
000028 2000193242 シマダキッチン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 島田 毅子 神北(宝健)第1-471 令和5年3月15日 令和10年5月31日 令和5年3月15日
000028 2000193265 株式会社ＹＭＳ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社ＹＭＳ 代表取締役 梶谷 正樹 662-0883 兵庫県西宮市上ケ原九番町2番51-3号 神北(宝健)第1-467 令和5年3月14日 令和10年5月31日 令和5年3月14日
000028 2000193272 ＡＳＩＡＮ　ＣＯＦＦＥＥ　ＭＡＲＫＥＴ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 日本ＥＣＯＴＳ株式会社 代表取締役 小田 浩正 563-0055 大阪府池田市菅原町11番1号 727501520 神北(宝健)第1-464 令和5年3月14日 令和10年5月31日 令和5年3月14日
000028 2000193289 キイロイキッチンカー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 石田 佳奈 神北(宝健)第1-476 令和5年3月17日 令和10年5月31日 令和5年3月17日
000028 2000193298 つむぎ 665-0034 宝塚市小林2-12-25　プレジデント宝塚102 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井上 由紀子 神北(宝健)第1-462 令和5年3月8日 令和11年5月31日 令和5年3月8日
000028 2000193299 かっぱ寿司中山寺店 665-0874 宝塚市中筋6-3-10 797822770 菓子製造業 一般 カッパ・クリエイト株式会社 代表取締役 山⻆ 豪 220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1ランドマークタワー12階 452247095 神北(宝健)第2-136 令和5年3月6日 令和11年5月31日 令和5年3月6日
000028 2000193303 Ｆｒｅｓｔａ６８　Ｆａｃｔｏｒｙ 665-0011 宝塚市南口2-6-3ＳＩＮＧＡ宝塚クリニック内 清涼飲料水製造業 一般 株式会社Ｆｒｅｓｔａ６８ 代表取締役 林 惠美子 530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目1番3号大阪駅前第3ビル29階1-1-1号室 神北(宝健)第2-140 令和5年3月9日 令和11年5月31日 令和5年3月9日
000028 2000193305 なにわや 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 有限会社コスモネット 代表取締役 大村 正一 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町二丁目11番14号ＭＡビル1階 666302007 神北(宝健)第1-470 令和5年3月15日 令和10年5月31日 令和5年3月15日
000028 2000193318 オットマン　キッチン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L ビルギ アイハン 神北(宝健)第1-469 令和5年3月15日 令和10年5月31日 令和5年3月15日
000028 2000193325 有限会社タイムフードサービス 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 有限会社タイムフードサービス 取締役 髙橋 力 216-0011 神奈川県川崎市宮前区犬蔵三丁目6番2-213号 448728856 神北(宝健)第1-480 令和5年3月22日 令和10年5月31日 令和5年3月22日
000028 2000193327 ここ弁当 665-0033 宝塚市伊孑志3-15-3 797728070 そうざい製造業 一般 株式会社宝膳 代表取締役 竹内 剛 665-0033 兵庫県宝塚市伊孑志3丁目15番3号 7979728070 神北(宝健)第2-141 令和5年3月14日 令和11年5月31日 令和5年3月14日
000028 2000193334 あいあいパーク 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 宝塚山本ガーデン・クリエイティブ株式会社 代表取締役 金岡 栄興 665-0881 兵庫県宝塚市山本東二丁目2番1号 797823570 神北(宝健)第1-474 令和5年3月16日 令和10年5月31日 令和5年3月16日
000028 2000193345 はなみずき保育園分園 665-0011 宝塚市南口1-7-21 797807660 飲食店営業(4)その他 一般 社会福祉法人萬年青友の会 理事長 三重野 宗隆 665-0874 兵庫県宝塚市中筋六丁目135番地 797205673 神北(宝健)第1-477 令和5年3月17日 令和11年5月31日 令和5年3月17日
000028 2000193358 天串と海鮮の店　はれ天 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社ココカラ 代表取締役 戸塚 寛 534-0016 大阪府大阪市都島区友渕町三丁目7番5号 664545433 神北(宝健)第1-463 令和5年3月9日 令和10年5月31日 令和5年3月9日
000028 2000193366 御座候 665-0845 宝塚市栄町2-1-1　宝塚阪急2Ｆ 797811233 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-7 663611381 神北(宝健)第1-468 令和5年3月14日 令和12年5月31日 令和5年3月14日
000028 2000193400 あ・うん 665-0073 宝塚市塔の町1-9 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鶴丸 弘美 神北(宝健)第1-473 令和5年3月16日 令和11年5月31日 令和5年3月16日
000028 2000193401 Ｓｉｓｔｅｒ’ｓ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 芝原 優 神北(宝健)第1-475 令和5年3月16日 令和10年5月31日 令和5年3月16日
000028 2000193405 Ｓｈｉｉｎｕｋａ 669-1411 三田市波豆川1744-1 漬物製造業 一般 株式会社Ｓｈｉｉｎｕｋａ 代表取締役 椎木 ゆかり 669-1411 兵庫県三田市波豆川1744-1 神北(宝健)第2-142 令和5年3月17日 令和11年5月31日 令和5年3月17日
000028 2000193406 Ｓｈｉｉｎｕｋａ 669-1411 三田市波豆川1744-1 みそ又はしょうゆ製造業 一般 株式会社Ｓｈｉｉｎｕｋａ 代表取締役 椎木 ゆかり 669-1411 兵庫県三田市波豆川1744-1 神北(宝健)第2-143 令和5年3月17日 令和11年5月31日 令和5年3月17日
000028 2000193407 Ｓｈｉｉｎｕｋａ 669-1411 三田市波豆川1744-1 そうざい製造業 一般 株式会社Ｓｈｉｉｎｕｋａ 代表取締役 椎木 ゆかり 669-1411 兵庫県三田市波豆川1744-1 神北(宝健)第2-144 令和5年3月17日 令和11年5月31日 令和5年3月17日
000028 2000193408 さんだリハビリテーション病院 669-1547 三田市富士が丘5-16-1 795656006 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 富士産業株式会社 代表取締役 中村 勝彦 105-0004 東京都港区新橋五丁目32番7号 354006111 神北(宝健)第1-472 令和5年3月15日 令和12年5月31日 令和5年3月15日
000028 2000193420 ＭＡＧＮＯLＩＡ 665-0011 宝塚市南口2-13-30-Ｄ 797207218 冷凍食品製造業 一般 大岩 弓子 神北(宝健)第2-145 令和5年3月17日 令和11年5月31日 令和5年3月17日
000028 2000193436 四季旬菜　ＨＡＣＨＩ 665-0805 宝塚市雲雀丘1-2-11ユースクエアプラス雲雀丘花屋敷103号 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 八東 弘樹 神北(宝健)第1-482 令和5年3月27日 令和11年5月31日 令和5年3月27日
000028 2000193476 宝塚珈琲協会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 浅野 裕亮 神北(宝健)第1-478 令和5年3月20日 令和10年5月31日 令和5年3月20日
000028 2000193478 牛タンハンバーガー普及の会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 加藤 善久 神北(宝健)第1-479 令和5年3月20日 令和10年5月31日 令和5年3月20日
000028 2000193484 カフェ＆リラクゼーション・スワロウ 669-1504 三田市小野1737 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 熊谷 宮子 神北(宝健)第1-481 令和5年3月24日 令和11年5月31日 令和5年3月24日
000028 2000193499 新月　宝塚店 665-0873 宝塚市長尾町85-4 797880141 そうざい製造業 一般 株式会社吉蔓 代表取締役 吉田 明広 669-1331 兵庫県三田市広野92番地 795671108 神北(宝健)第2-146 令和5年3月27日 令和11年5月31日 令和5年3月27日
000028 2000193504 ＳＵＮＤＡＹ　ＭＡＲＫＥＴ２２ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 大内 美緒 神北(宝健)第1-485 令和5年3月29日 令和10年5月31日 令和5年3月29日
000028 2000193505 ホルモン炉ばた　よっつん 669-1529 三田市中央町2-21 795638880 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 四元 康浩 神北(宝健)第1-486 令和5年3月29日 令和12年5月31日 令和5年3月29日
000028 2000193526 関西学院大学千刈キャンプ場内食堂 669-1507 三田市香下1817-1　関西学院千刈キャンプ 795567611 飲食店営業(3)旅館 一般 エームサービス株式会社 代表取締役 小谷 周 107-0052 東京都港区赤坂二丁目23番1号 362347500 神北(宝健)第1-483 令和5年3月28日 令和11年5月31日 令和5年3月28日
000028 2000193533 Ｌｅｍｏｎ　Ｔｒｅｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 797740184 飲食店営業(4)その他 露店40L 特定非営利活動法人コスモス 理事 木本 大輔 665-0056 兵庫県宝塚市中野町20-10 797728739 神北(宝健)第1-487 令和5年3月30日 令和10年5月31日 令和5年3月30日
000028 2000193534 特別養護老人ホーム　ゼフィール三田 669-1547 三田市富士が丘5-17-3 795655078 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社塩梅 代表取締役 今井 清秀 567-0834 大阪府茨木市学園南町7番5号 726571122 神北(宝健)第1-484 令和5年3月28日 令和12年5月31日 令和5年3月28日
000028 2000193547 ジョニーのからあげ　宝塚小林店 665-0034 宝塚市小林5-4-44　2号室 797617751 飲食店営業(4)その他 一般 柏 龍宜 神北(宝健)第1-1 令和5年4月3日 令和11年5月31日 令和5年4月3日
000028 2000193599 太陽のキャラメル 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 尾﨑 太一 神北(宝健)第1-3 令和5年4月5日 令和10年5月31日 令和5年4月5日
000028 2000193605 酔って小屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 水口 唯 神北(宝健)第1-4 令和5年4月6日 令和10年5月31日 令和5年4月6日
000028 2000193641 焼肉　牛翔 665-0852 宝塚市売布2-14-15エンジェルスプレイス１Ｆ 797267329 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩根 悠翔 神北(宝健)第1-2 令和5年4月5日 令和11年5月31日 令和5年4月5日
000028 2000193696 (株)ＯＮＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社ＯＮＥ 代表取締役 西山 浩子 535-0004 大阪府大阪市旭区生江三丁目9番16号シャーメゾン城北201 神北(宝健)第1-7 令和5年4月7日 令和10年5月31日 令和5年4月7日
000028 2000193764 Ｂｅｓｔ　Ｐｌａｃｅ 665-0034 宝塚市小林2-12-25　プレジデント宝塚103 飲食店営業(4)その他 一般 坂野 涼 神北(宝健)第1-6 令和5年4月6日 令和11年5月31日 令和5年4月6日
000028 2000193772 ２ｄｕｅ 665-0035 宝塚市逆瀬川1-15-3 797912424 菓子製造業 一般 出口 智教 神北(宝健)第2-1 令和5年4月10日 令和11年5月31日 令和5年4月10日
000028 2000193779 三田西陵高校食堂 669-1324 三田市ゆりのき台3-4 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社コウメイ 代表取締役 中原 広明 669-1525 兵庫県三田市対中町13番17号 795067538 神北(宝健)第1-5 令和5年4月6日 令和11年5月31日 令和5年4月6日
000028 2000193804 ０Ｈ２００７兵庫 665-0047 宝塚市亀井町10-51 797727811 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社グリーンヘルスケアサービス 代表取締役 黒川 知輝 163-1417 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 333791211 神北(宝健)第1-8 令和5年4月10日 令和12年5月31日 令和5年4月10日
000028 2000193807 ぼたんカフェ 669-1204 宝塚市長谷字門畑29 797911616 飲食店営業(4)その他 露店40L 特定非営利活動法人西谷仕事人 理事 龍見 昭廣 669-1211 兵庫県宝塚市大原野字丁裏11番地 797910347 神北(宝健)第1-13 令和5年4月13日 令和10年5月31日 令和5年4月13日
000028 2000193821 夢○ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 岩崎 勉 神北(宝健)第1-15 令和5年4月18日 令和10年5月31日 令和5年4月18日
000028 2000193926 ホルモン鍋　康元 665-0836 宝塚市清荒神1-11-18 飲食店営業(4)その他 一般 重光 冨士子 神北(宝健)第1-24 令和5年4月25日 令和11年5月31日 令和5年4月25日
000028 2000193940 炭蓮 665-0045 宝塚市光明町29-3 797779210 そうざい製造業 一般 株式会社オーキャット 代表取締役 池田 隆昭 665-0045 兵庫県宝塚市光明町29-3 797779210 神北(宝健)第2-3 令和5年4月14日 令和11年5月31日 令和5年4月14日
000028 2000193941 コッペ田島　宝塚安倉店 665-0822 宝塚市安倉中5-1-7 797626721 飲食店営業(4)その他 一般 日本レストランシステム株式会社 代表取締役 大林 豁史 150-0033 東京都渋谷区猿楽町10番11号 354560123 神北(宝健)第1-11 令和5年4月12日 令和11年5月31日 令和5年4月12日
000028 2000193942 ０Ｈ４６２９兵庫 669-1528 三田市駅前町3-15-101 795587313 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社グリーンヘルスケアサービス 代表取締役 黒川 知輝 163-1417 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 333791211 神北(宝健)第1-12 令和5年4月12日 令和12年5月31日 令和5年4月12日
000028 2000193944 Ｂａｇｅｌｓ！ 665-0061 宝塚市仁川北2-7-1さらら仁川南館101 菓子製造業 一般 株式会社アリテック 代表取締役 小川 将基 651-1505 兵庫県神戸市北区道場町日下部1397-1 789515660 神北(宝健)第2-2 令和5年4月14日 令和11年5月31日 令和5年4月14日
000028 2000193956 とらとろ 669-1528 三田市駅前町4-27-E 795587773 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 Ｋｔｗｏｆｉｖｅ株式会社 代表取締役 山本 健二 669-1528 兵庫県三田市駅前町3番10-108号 795650025 神北(宝健)第1-26 令和5年4月25日 令和11年5月31日 令和5年4月25日
000028 2000193979 スナック　ぬくもり 669-1529 三田市中央町11-17 サンシャイン５ビル301 795643336 飲食店営業(4)その他 一般 柳瀬 華名子 神北(宝健)第1-29 令和5年4月26日 令和11年5月31日 令和5年4月26日
000028 2000194018 Ｂａｒ　Ｔｉｐｓｙ 669-1529 三田市中央町2-10 山本ビル１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 秋山 祐希 神北(宝健)第1-31 令和5年4月26日 令和11年5月31日 令和5年4月26日



000028 2000194021 北村和美（菓子・飲食） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 北村 和美 神北(宝健)第1-36 令和5年4月28日 令和10年5月31日 令和5年4月28日
000028 2000194022 前中商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 前中 梨沙 神北(宝健)第1-37 令和5年4月28日 令和10年5月31日 令和5年4月28日
000028 2000194023 ＳｉＮ　ＣＯＦＦＥＥ 669-1513 三田市三輪1280-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上坂商事株式会社 代表取締役 上坂 一弘 669-1541 兵庫県三田市貴志261番地5 795622530 神北(宝健)第1-17 令和5年4月19日 令和11年5月31日 令和5年4月19日
000028 2000194046 焼肉　ミナミ 665-0054 宝塚市鹿塩1-1-14 798536199 飲食店営業(4)その他 一般 南 勝之 神北(宝健)第1-34 令和5年4月27日 令和11年5月31日 令和5年4月27日
000028 2000194062 手造り弁当はるさき 669-1515 三田市大原1554 菓子製造業 一般 西本 俊子 神北(宝健)第2-4 令和5年4月24日 令和11年5月31日 令和5年4月24日
000028 2000194072 Ｔｈｅ　ＷｏｒｋｔｕＲｅ 665-0881 宝塚市山本東2-9-3 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社千千 代表取締役 丸井 加奈子 665-0871 兵庫県宝塚市中山五月台七丁目1番1203号 7046950122 神北(宝健)第1-21 令和5年4月24日 令和11年5月31日 令和5年4月24日
000028 2000194083 株式会社ヘルスアート 665-0876 宝塚市中山台1-22-1 797522181 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ヘルスアート 代表取締役 井上 悟 665-0876 兵庫県宝塚市中山台一丁目22番1号 797522181 神北(宝健)第1-23 令和5年4月25日 令和11年5月31日 令和5年4月25日
000028 2000194088 ｍａｙｕｍｉｍａｄｅ 665-0024 宝塚市逆瀬台1-11-3-109 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井上 真由美 神北(宝健)第1-38 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 2000194089 ｍａｙｕｍｉｍａｄｅ 665-0024 宝塚市逆瀬台1-11-3-109 菓子製造業 一般 井上 真由美 神北(宝健)第2-7 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 2000194093 ジーニアス？ 669-1315 三田市下井沢333 795672339 菓子製造業 一般 株式会社川上食品 代表取締役 川上 晶弘 669-1315 兵庫県三田市下井沢333番地 795672339 神北(宝健)第2-6 令和5年4月26日 令和11年5月31日 令和5年4月26日
000028 2000194128 ＯＬＩＯＬＩ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 菅 真紀 神北(宝健)第1-35 令和5年4月28日 令和10年5月31日 令和5年4月28日
000028 2000194129 ＳＴＡＮＤ＿１６５ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社ｉｒｕｇｏ 代表取締役 小栗 岳 630-0203 奈良県生駒市生駒台北86番地 神北(宝健)第1-40 令和5年4月28日 令和10年5月31日 令和5年4月28日
000028 2100015362 焼鳥きまぐれ 664-0863 伊丹市柏木町１丁目２２ 7720018 飲食店営業(4)その他 一般 中鳥 和子 神北(伊健)第1-142 令和3年8月6日 令和9年8月31日 令和3年8月6日
000028 2100015367 カフェハウス　アマン 664-0861 伊丹市稲野町１丁目１０－２ 7753602 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中嶋 幹夫 神北(伊健)第1-38 令和4年4月15日 令和10年5月31日 令和4年4月15日
000028 2100015371 明石食品㈱ 664-0861 伊丹市稲野町１丁目２ 664215626 そうざい製造業 一般 明石食品株式会社 代表取締役 明石 敏孝 664-0861 兵庫県伊丹市稲野１丁目２ 664215626 神北(伊健)第20-1 令和4年4月18日 令和10年5月31日 令和4年4月18日
000028 2100015386 モンプティ 664-0861 伊丹市稲野町３丁目２２ 7750738 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山元 圭子 神北(伊健)第27-235 令和2年11月6日 令和8年11月30日 平成5年10月6日
000028 2100015393 鳥常 664-0861 伊丹市稲野町４丁目３３－３ 7752917 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中川 ツネ子 神北(伊健)第1-201 令和4年7月27日 令和10年8月31日 令和4年7月27日
000028 2100015403 ティーラウンジリオ 664-0873 伊丹市野間１丁目８－１４セントラルハイツ富士１０３号 7818652 飲食店営業(4)その他 一般 白川 モト子 神北(伊健)第27-21 令和2年4月16日 令和8年5月31日 昭和63年4月18日
000028 2100015409 ㈱三喜屋 664-0873 伊丹市野間３丁目１－１ 7795122 菓子製造業 一般 株式会社　三喜屋 代表取締役 田澤 伸晃 664-0873 兵庫県伊丹市野間３丁目１－１ 7795122 神北(伊健)第3-95 令和2年1月29日 令和8年2月28日 昭和62年12月16日
000028 2100015411 喫茶ブッシュマン 664-0875 伊丹市野間北４丁目３－１ 7832148 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日高 廣子 神北(伊健)第1-255 令和3年10月22日 令和9年11月30日 令和3年10月22日
000028 2100015412 スナック羅夢 664-0873 伊丹市野間８丁目１－１サンロイヤルビル２０１ 7794245 飲食店営業(4)その他 一般 才原 よし子 神北(伊健)第27-159 平成29年10月16日 令和5年11月30日 昭和61年11月14日
000028 2100015428 イコーフーズ 664-0865 伊丹市南野北４丁目２－１７－２ 7782724 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 井髙 正志 神北(伊健)第83-4 令和3年4月19日 令和9年5月31日 平成6年4月28日
000028 2100015435 裕ちゃん 664-0872 伊丹市車塚１丁目１５ 7831505 飲食店営業(4)その他 一般 山本 桂一 神北(伊健)第27-1 令和2年4月13日 令和8年5月31日 平成5年5月10日
000028 2100015445 スナックらん 664-0874 伊丹市山田６丁目９－３５ 7835980 飲食店営業(4)その他 一般 北野 千代子 神北(伊健)第27-45 令和2年4月23日 令和8年5月31日 平成5年4月12日
000028 2100015453 喫茶セブン 664-0874 伊丹市山田５丁目８－４コスモピア７　１Ｆ 7830061 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中西 サダ子 神北(伊健)第27-275 令和3年1月26日 令和9年2月28日 昭和63年12月8日
000028 2100015457 ちよ 664-0875 伊丹市野間北１丁目１０－８ 7833251 飲食店営業(4)その他 一般 久保 千代子 神北(伊健)第27-168 令和2年10月14日 令和8年11月30日 昭和58年9月26日
000028 2100015479 嶋本食品 664-0884 伊丹市美鈴町２丁目７１－４ 7811373 そうざい製造業 一般 嶋本 正治 神北(伊健)第20-13 令和5年1月27日 令和11年2月28日 令和5年1月27日
000028 2100015481 冨田鶏肉店 664-0884 伊丹市美鈴町３丁目５ 7813638 食肉販売業 一般 冨田 純吉 神北(伊健)第3-2 令和3年4月22日 令和9年5月31日 平成1年5月31日
000028 2100015482 冨田鶏肉店 664-0884 伊丹市美鈴町３丁目５ 7813638 飲食店営業(4)その他 一般 冨田 純吉 神北(伊健)第83-15 令和3年4月22日 令和9年5月31日 平成1年5月31日
000028 2100015490 三菱電機太平寮 664-0864 伊丹市安堂寺町２丁目１ 7796706 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三菱電機ライフサービス株式会社 代表取締役 舩尾 英司 105-0011 東京都港区芝公園２丁目４－１ 364026001 神北(伊健)第27-279 令和3年1月26日 令和10年2月29日 昭和58年12月9日
000028 2100015493 関西スーパー　稲野店 664-0864 伊丹市安堂寺町３丁目３－１ 7812666 食肉販売業 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第20-23 平成29年8月2日 令和6年8月31日 昭和56年6月23日
000028 2100015494 関西スーパー　稲野店 664-0864 伊丹市安堂寺町３丁目３－１ 7812666 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第83-41 令和3年5月6日 令和9年5月31日 平成1年3月15日
000028 2100015509 スワン 664-0865 伊丹市南野１丁目４－２２ 7796714 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 初田 初子 神北(伊健)第27-45 平成30年5月2日 令和6年5月31日 昭和49年3月9日
000028 2100015515 大ちゃん・アゲイン 664-0865 伊丹市南野北３丁目１４－３松田マンション１Ｆ 7816658 飲食店営業(4)その他 一般 松田 千津子 神北(伊健)第27-200 令和2年10月20日 令和8年11月30日 昭和58年10月24日
000028 2100015518 喫茶　夢 664-0865 伊丹市南野北１丁目３－５－２ 7816330 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 児島 勝子 神北(伊健)第1-251 令和4年8月19日 令和10年8月31日 令和4年8月19日
000028 2100015519 モンシェリー 664-0883 伊丹市南鈴原４丁目１８７ 7816305 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森川 和子 神北(伊健)第1-197 令和4年7月26日 令和10年8月31日 令和4年7月26日
000028 2100015522 メルヘン 664-0865 伊丹市南野５丁目１３－７ 7795560 菓子製造業 一般 三枝 重美 神北(伊健)第3-62 平成30年1月17日 令和6年2月29日 昭和57年2月20日
000028 2100015523 小料理あさの 664-0882 伊丹市鈴原町９丁目２９５ 飲食店営業(4)その他 一般 坂井 久仁子 神北(伊健)第27-311 令和3年2月16日 令和9年2月28日 平成1年2月3日
000028 2100015524 カラオケ喫茶祭 664-0865 伊丹市南野北１丁目１０－１６ 7827436 飲食店営業(4)その他 一般 中田 千代子 神北(伊健)第83-6 令和3年4月20日 令和9年5月31日 平成1年4月25日
000028 2100015525 タケダ 664-0865 伊丹市南野北１丁目３－７－２ 7813768 飲食店営業(4)その他 一般 武田 カツヱ 神北(伊健)第27-136 令和1年10月8日 令和7年11月30日 平成4年11月2日
000028 2100015526 竹の虎 664-0883 伊丹市南鈴原３丁目１４７ 777410 飲食店営業(4)その他 一般 松下 満智 神北(伊健)第1-229 令和3年10月15日 令和9年11月30日 令和3年10月15日
000028 2100015554 カーナ 664-0852 伊丹市南本町２丁目２－８ 7730779 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松尾 邦子 神北(伊健)第27-32 令和2年4月17日 令和8年5月31日 昭和50年4月2日
000028 2100015571 ベーカリーハウス・ふくにし 664-0836 伊丹市北本町３丁目１３７ 7753940 飲食店営業(4)その他 一般 福西 俊夫 神北(伊健)第27-198 令和2年1月14日 令和8年2月28日 平成8年1月11日
000028 2100015572 ベーカリーハウス・ふくにし 664-0836 伊丹市北本町３丁目１３７ 7753940 菓子製造業 一般 福西 俊夫 神北(伊健)第3-90 令和2年1月14日 令和8年2月28日 平成8年1月11日
000028 2100015574 Ｃａｆｅ　Ｔｏｋｕ 664-0846 伊丹市伊丹１丁目１０－１５アリオ１ １０７号 7827168 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 俵迫 まち子 神北(伊健)第27-216 令和2年10月26日 令和8年11月30日 昭和63年11月17日
000028 2100015576 関西スーパー　アリオ店 664-0846 伊丹市伊丹１丁目１０－１５アリオ１　１０１号 7845577 食肉販売業 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第20-46 令和2年11月5日 令和8年11月30日 昭和63年11月17日
000028 2100015586 升 664-0846 伊丹市伊丹１丁目１３－５１ 7820700 飲食店営業(4)その他 一般 森岡 俊一 神北(伊健)第27-200 平成29年11月24日 令和5年11月30日 平成3年9月13日
000028 2100015601 ステージ 664-0846 伊丹市伊丹２丁目４－１ＡＩホール１Ｆ 727773818 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社アーキライズ 代表取締役 馬川 茂治 664-0899 兵庫県伊丹市大鹿４丁目３ 727773818 神北(伊健)第1-70 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 2100015608 あず 664-0836 伊丹市北本町１丁目２５７ 7727134 飲食店営業(4)その他 一般 福元 榮子 神北(伊健)第27-274 令和3年1月26日 令和9年2月28日 平成5年12月2日
000028 2100015616 やきとり大吉伊丹北店 664-0836 伊丹市北本町２丁目１５７ 7816179 飲食店営業(4)その他 一般 姫廻 伸行 神北(伊健)第1-386 令和4年1月27日 令和10年2月29日 令和4年1月27日
000028 2100015632 (有)福住 664-0856 伊丹市梅ノ木２丁目３－３５ 7722020 菓子製造業 一般 有限会社福住 代表取締役 細見 澄男 664-0856 兵庫県伊丹市梅ノ木２丁目３－３５ 7722020 神北(伊健)第6-9 令和3年4月23日 令和9年5月31日 昭和48年5月31日
000028 2100015637 喫茶　集 664-0854 伊丹市南町２丁目３－３ 7752011 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 柳田 太造 神北(伊健)第1-495 令和5年1月20日 令和11年2月28日 令和5年1月20日
000028 2100015640 ㈱鶴屋八幡伊丹工場 664-0854 伊丹市南町２丁目５－８ 7730531 菓子製造業 一般 株式会社　鶴屋八幡 取締役社長 今中 智英 541-0042 大阪府大阪市中央区今橋４丁目４番９号 662037281 神北(伊健)第3-53 平成30年8月23日 令和6年8月31日 昭和49年6月28日
000028 2100015651 阪急バス(株)伊丹営業所従業員食堂 664-0854 伊丹市南町３丁目１－３ 7780141 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社味萬 代表取締役 洲﨑 浩二 560-0034 大阪府豊中市蛍池南町３丁目４－２５号 668555300 神北(伊健)第1-104 令和3年7月21日 令和9年8月31日 令和3年7月21日
000028 2100015676 ロンドリーナ 664-0855 伊丹市御願塚５丁目６－１７ 7724411 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 南川 峻 神北(伊健)第27-27 令和2年4月17日 令和8年5月31日 昭和58年4月28日
000028 2100015692 豊和加工 664-0844 伊丹市口酒井１丁目３－１５ 7823236 菓子製造業 一般 豊後谷 房江 神北(伊健)第3-74 令和1年10月17日 令和7年11月30日 昭和62年10月5日
000028 2100015707 赤とんぼ 664-0842 伊丹市森本１丁目５６－２ 7840035 飲食店営業(4)その他 一般 嶺 孝一郎 神北(伊健)第27-309 令和3年2月10日 令和9年2月28日 平成1年1月30日
000028 2100015715 スナック６９ 664-0842 伊丹市森本２丁目１８９ 飲食店営業(4)その他 一般 植山 成子 神北(伊健)第1-226 令和4年8月8日 令和10年8月31日 令和4年8月8日
000028 2100015740 満井幸栄堂 664-0895 伊丹市宮ノ前１丁目２－３３ 7822791 菓子製造業 一般 満井 正夫 神北(伊健)第3-99 令和2年1月31日 令和8年2月28日 昭和63年1月25日
000028 2100015741 佐々木豆腐店 664-0895 伊丹市宮ノ前１丁目２－１４ 7823708 豆腐製造業 一般 佐々木 善一 神北(伊健)第11-1 平成30年5月2日 令和6年5月31日 平成4年4月18日
000028 2100015760 中満 664-0895 伊丹市宮ノ前３丁目７－７ 7823154 菓子製造業 一般 大町 恒信 神北(伊健)第3-3 平成30年4月17日 令和6年5月31日 平成4年4月27日
000028 2100015777 イタミとりたま食堂 664-0851 伊丹市中央１丁目４－７ワタナベビル１０１号 7841387 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上田 耕平 神北(伊健)第27-171 令和1年10月25日 令和7年11月30日 昭和57年11月12日
000028 2100015783 いちりき 664-0851 伊丹市中央１丁目６－２６ 7728529 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤本 智恵子 神北(伊健)第27-205 平成29年11月30日 令和5年11月30日 昭和56年11月11日
000028 2100015791 都そば伊丹店 664-0851 伊丹市中央１丁目６－３第１尾仲ビル 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大阪誠和食品株式会社 代表取締役 渡辺 勝仁 530-0012 大阪府大阪市北区芝田２丁目９－２０ 663722061 神北(伊健)第27-105 平成29年7月25日 令和5年8月31日 平成3年7月26日
000028 2100015793 ヒロ珈琲 664-0851 伊丹市中央１丁目２－２２ファミール伊丹デュオ１Ｆ 7821077 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　ヒロコーヒー 代表取締役 山本 光弘 564-0063 大阪府吹田市江坂町１丁目７－７ 663390411 神北(伊健)第27-25 平成30年4月19日 令和6年5月31日 平成4年3月6日
000028 2100015797 日本ケンタッキーフライドチキン㈱伊丹店 664-0851 伊丹市中央１丁目４－４ 7802366 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 代表取締役 判治 孝之 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい４丁目４－５ 453070700 神北(伊健)第1-188 令和4年7月21日 令和11年8月31日 令和4年7月21日
000028 2100015800 欧風料理　パティオ 664-0851 伊丹市中央１丁目２－１ 7752184 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社だるまや 代表取締役 入川 紘一 664-0851 兵庫県伊丹市中央１丁目２－１ 7723466 神北(伊健)第1-74 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 2100015814 千鳥屋伊丹店 664-0851 伊丹市中央１丁目５－２５石橋ビル１Ｆ 7723731 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 原田 太七郎 神北(伊健)第1-301 令和3年11月22日 令和9年11月30日 令和3年11月22日
000028 2100015847 ラウンジ三都和 664-0851 伊丹市中央１丁目２－５グランドハイツコーワ１Ｆ 7750975 飲食店営業(4)その他 一般 森田 一子 神北(伊健)第27-134 平成29年8月24日 令和5年8月31日 昭和59年8月24日
000028 2100015873 すし善 664-0851 伊丹市中央２丁目９－１２ 7822344 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　すし善 代表取締役 午房 憲一 664-0851 兵庫県伊丹市中央２丁目９－１２ 822384 神北(伊健)第27-131 平成30年7月27日 令和6年8月31日 昭和62年6月16日
000028 2100015876 キャット 664-0851 伊丹市中央２丁目１－５ジャルダン伊丹１Ｆ 7841031 飲食店営業(4)その他 一般 土井 満利子 神北(伊健)第27-148 平成29年10月10日 令和5年11月30日 平成3年10月17日
000028 2100015878 来夢来人 664-0851 伊丹市中央２丁目１－５ジャルダン伊丹１０２号 7781838 飲食店営業(4)その他 一般 田中 嘉代子 神北(伊健)第83-31 令和3年4月27日 令和9年5月31日 平成1年5月2日
000028 2100015899 男爵 664-0851 伊丹市中央４丁目５－２４ 7721585 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 筒井 美耶子 神北(伊健)第27-287 令和3年1月28日 令和9年2月28日 平成1年2月7日
000028 2100015901 美香 664-0851 伊丹市中央４丁目１－４ 7721832 飲食店営業(4)その他 一般 谷添 ますゑ 神北(伊健)第27-168 平成29年10月26日 令和5年11月30日 昭和48年11月5日
000028 2100015903 とり新 664-0851 伊丹市中央４丁目１－３ 7726635 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社伊丹安兵衛 代表取締役 的場 喜久子 664-0851 兵庫県伊丹市中央１丁目６－７ 神北(伊健)第27-251 令和2年11月30日 令和8年11月30日 昭和53年11月17日
000028 2100015908 英 664-0851 伊丹市中央４丁目３－２０ 7721315 飲食店営業(4)その他 一般 保田 伸二 神北(伊健)第27-133 令和1年10月8日 令和7年11月30日 平成4年10月21日
000028 2100015943 若竹 664-0851 伊丹市中央５丁目２－２４ 7731336 飲食店営業(4)その他 一般 松村 ヒサノ 神北(伊健)第27-25 平成29年4月14日 令和5年5月31日 平成3年4月11日
000028 2100015944 都そばサンロード伊丹店 664-0851 伊丹市中央５丁目１－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大阪誠和食品株式会社 代表取締役 渡辺 勝仁 530-0012 大阪府大阪市北区芝田２丁目９－２０ 663722061 神北(伊健)第27-268 令和3年1月22日 令和9年2月28日 平成5年12月7日
000028 2100015946 情歌 664-0851 伊丹市中央５丁目２－４山脇ビル１０１ 7814110 飲食店営業(4)その他 一般 藤本 絹子 神北(伊健)第1-186 令和4年7月20日 令和10年8月31日 令和4年7月20日
000028 2100015976 喫茶スナック幸 664-0858 伊丹市西台１丁目７－１３伊丹ハイツ１Ｆ 7845307 飲食店営業(4)その他 一般 永田 佳子 神北(伊健)第27-96 平成30年7月17日 令和6年8月31日 昭和62年6月29日
000028 2100015981 長兵衛 664-0858 伊丹市西台１丁目７－１３ 7701134 飲食店営業(4)その他 一般 大首 満寿 神北(伊健)第27-149 平成29年10月10日 令和5年11月30日 平成3年10月18日
000028 2100015987 パブ翠歓 664-0858 伊丹市西台１丁目７－２小西ビルＢ１ 7821081 飲食店営業(4)その他 一般 川崎 弘美 神北(伊健)第1-211 令和3年10月11日 令和9年11月30日 令和3年10月11日
000028 2100015991 ラウンジ マイン 664-0858 伊丹市西台１丁目７－２呉竹ビル１Ｆ 7855501 飲食店営業(4)その他 一般 築山 八重子 神北(伊健)第83-33 令和3年4月27日 令和9年5月31日 平成6年5月19日
000028 2100015998 Ｅｘｔｅｎｓｉｏｎ　ＷＩＮＮＥＲ 664-0858 伊丹市西台２丁目３－１６ 7845932 飲食店営業(4)その他 一般 森 克之 神北(伊健)第1-227 令和4年8月8日 令和10年8月31日 令和4年8月8日
000028 2100016009 八光 664-0858 伊丹市西台２丁目４－１０ 7722318 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 寺田 憲治 神北(伊健)第1-381 令和4年1月25日 令和10年2月29日 令和4年1月25日
000028 2100016015 マルヤス西台店 664-0858 伊丹市西台２丁目５－２２エムスタイル伊丹１Ｆ 7856511 飲食店営業(4)その他 一般 佐伯 一也 神北(伊健)第1-170 令和3年8月25日 令和9年8月31日 令和3年8月25日
000028 2100016020 イタリアンレストランアントン 664-0858 伊丹市西台３丁目１－１２恭西ビル１Ｆ 7702923 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中村 明 神北(伊健)第27-221 令和2年1月20日 令和8年2月28日 平成5年2月23日
000028 2100016022 カフェハウスｃｈａ茶ｃｈａ 664-0858 伊丹市西台３丁目８－２グリーンハイツ１Ｆ 7838128 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小巻 克次 神北(伊健)第27-116 令和2年7月27日 令和8年8月31日 昭和63年7月7日
000028 2100016043 大陸飯店 664-0858 伊丹市西台５丁目７－２５ 7730146 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 土井 秀高 神北(伊健)第27-107 令和2年7月17日 令和8年8月31日 平成5年7月16日
000028 2100016136 栄屋菓子舗 664-0881 伊丹市昆陽３丁目１３４－１レジデンス昆陽１０９号 7813648 菓子製造業 一般 株式会社　栄屋菓子舗 代表取締役 堀口 博正 664-0881 兵庫県伊丹市昆陽３丁目１０３番地 7813648 神北(伊健)第3-110 令和2年2月25日 令和8年2月28日 平成8年2月6日
000028 2100016169 たこいち 664-0015 伊丹市昆陽池２丁目１６６ 7856578 飲食店営業(4)その他 一般 村井 一惠 神北(伊健)第27-132 令和2年7月31日 令和8年8月31日 平成5年8月5日
000028 2100016182 一休ラーメン 664-0888 伊丹市昆陽南３丁目１４－３０ 7836474 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡田 耕一 神北(伊健)第1-215 令和3年10月12日 令和9年11月30日 令和3年10月12日
000028 2100016194 焼肉ひろみ 664-0886 伊丹市昆陽東５丁目２－６２ 7798955 飲食店営業(4)その他 一般 久保 基女 神北(伊健)第27-126 令和1年10月7日 令和7年11月30日 昭和49年10月5日
000028 2100016202 扇 664-0875 伊丹市野間北１丁目１－５ 飲食店営業(4)その他 一般 林 秀子 神北(伊健)第1-212 令和3年10月11日 令和9年11月30日 令和3年10月11日
000028 2100016206 麻田製菓 664-0875 伊丹市野間北１丁目４－６ 7835195 菓子製造業 一般 麻田 宏二 神北(伊健)第3-56 令和2年10月13日 令和8年11月30日 昭和47年10月28日
000028 2100016224 スナックゆうかり 664-0837 伊丹市北河原１丁目３－１２ 7840893 飲食店営業(4)その他 一般 山下 喜美子 神北(伊健)第1-346 令和4年1月13日 令和10年2月29日 令和4年1月13日
000028 2100016226 ㈱デイリー食品 664-0847 伊丹市藤ノ木２丁目３－４ 7825426 菓子製造業 一般 株式会社デイリー食品 代表取締役 有本 淳 664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木２丁目３－４ 7825426 神北(伊健)第6-59 令和5年2月24日 令和11年2月28日 令和5年2月24日
000028 2100016235 居酒屋おけいちゃん 664-0845 伊丹市東有岡１丁目１８ 7815908 飲食店営業(4)その他 一般 前川 時夫 神北(伊健)第27-21 平成30年4月19日 令和6年5月31日 昭和62年5月23日
000028 2100016242 味一食品㈱ 664-0845 伊丹市東有岡２丁目３４－３ 7843149 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 味一食品株式会社 代表取締役 野口 晴久 664-0845 兵庫県伊丹市東有岡２丁目３４－３ 7843149 神北(伊健)第27-42 令和2年4月22日 令和8年5月31日 昭和63年3月4日
000028 2100016256 たまや 664-0832 伊丹市下河原２丁目５－１ 7826311 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 横田 美佐子 神北(伊健)第1-34 令和4年4月14日 令和10年5月31日 令和4年4月14日
000028 2100016258 アクトぷらざ春日丘 664-0893 伊丹市春日丘１丁目８１ 7852560 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　共立メンテナンス 代表取締役 中村 幸治 101-0021 東京都千代田区外神田２丁目１８－８ 352957777 神北(伊健)第27-209 令和2年1月16日 令和8年2月28日 平成4年12月11日
000028 2100016259 ルフラン 664-0893 伊丹市春日丘１丁目８７ 7840789 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤山 昇 神北(伊健)第1-33 令和4年4月14日 令和10年5月31日 令和4年4月14日
000028 2100016260 まゆ 664-0893 伊丹市春日丘１丁目２３－１０ 7843559 飲食店営業(4)その他 一般 森 淑子 神北(伊健)第27-176 令和2年10月15日 令和8年11月30日 昭和53年10月26日
000028 2100016264 コーヒーとごはんとお酒のお店　こふじ 664-0831 伊丹市北伊丹１丁目１２－４ 7707067 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長澤 孝司 神北(伊健)第27-95 令和2年7月14日 令和8年8月31日 平成5年7月16日
000028 2100016311 そば太鼓亭　伊丹瑞穂店 664-0013 伊丹市瑞穂町１丁目６２ 7721740 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　太鼓亭 代表取締役 水上 泰輔 560-0084 大阪府豊中市新千里南町２丁目５－３ 7283491 神北(伊健)第27-218 平成28年11月17日 令和5年11月30日 平成7年9月29日
000028 2100016312 焼肉みずほ 664-0013 伊丹市瑞穂町２丁目６０ 7700268 飲食店営業(4)その他 一般 徳岡 光子 神北(伊健)第83-79 令和3年5月28日 令和9年5月31日 昭和51年5月27日
000028 2100016317 シャンポール 664-0013 伊丹市瑞穂町４丁目１イスズハイツベル瑞穂１０７ 7820277 菓子製造業 一般 岡 修司 神北(伊健)第6-47 令和3年10月15日 令和9年11月30日 令和3年10月15日
000028 2100016319 祐多佳 664-0013 伊丹市瑞穂町４丁目１イスズハイツベル瑞穂１０６ 7753928 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佐々木 健二郎 神北(伊健)第1-231 令和3年10月15日 令和9年11月30日 令和3年10月15日
000028 2100016320 天下一品伊丹瑞穂店 664-0013 伊丹市瑞穂町４丁目３ 7710304 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 黒田産業株式会社 代表取締役 黒田 誠一 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町１丁目１８－３ 664212017 神北(伊健)第27-153 平成30年8月13日 令和6年8月31日 平成4年7月22日
000028 2100016324 ガスト伊丹瑞穂店 664-0013 伊丹市瑞穂町６丁目４５ 7802031 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保１丁目２５－８ 422375218 神北(伊健)第27-30 平成29年4月17日 令和6年5月31日 平成3年3月5日
000028 2100016329 シャローム 664-0017 伊丹市瑞ケ丘１丁目２０－１バッティングセンター内 7799304 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社シャローム 代表取締役 千原 勘治 661-0977 兵庫県尼崎市久々知３丁目１－２８ 664913003 神北(伊健)第27-254 令和3年1月18日 令和9年2月28日 平成1年1月20日
000028 2100016338 ル・メニューよし井 664-0017 伊丹市瑞ケ丘４丁目１３－１グランドハイツ栄伸１０６ 7818227 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉井 正 神北(伊健)第1-505 令和5年1月25日 令和11年2月28日 令和5年1月25日



000028 2100016340 むつみ 664-0017 伊丹市瑞ケ丘４丁目３９－２ 7700812 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 野口 政光 神北(伊健)第27-109 令和2年7月20日 令和8年8月31日 昭和53年7月31日
000028 2100016344 吉野家１７１号線伊丹店 664-0014 伊丹市広畑２丁目３４－１ 7854011 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社関西𠮷野家 代表取締役 渡邉 喜広 103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 356518601 神北(伊健)第27-239 令和2年1月31日 令和8年2月28日 昭和63年2月24日
000028 2100016348 びっくりドンキー伊丹店 664-0014 伊丹市広畑２丁目２２－１ 7829202 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　サンパーク 代表取締役 高木 健 564-0001 大阪府吹田市岸部北５丁目１１－１ 663880389 神北(伊健)第1-97 令和3年7月19日 令和9年8月31日 令和3年7月19日
000028 2100016349 ザ・ピラミット 664-0011 伊丹市鋳物師１丁目２４ 7844072 飲食店営業(3)旅館 一般 弘悦産業株式会社 代表取締役 笠置 隆 664-0011 兵庫県伊丹市鋳物師１丁目２４番地 7821500 神北(伊健)第1-94 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 2100016356 いしづち伊丹店 664-0842 伊丹市森本２丁目２０２－１ 7705500 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社　ツキモト 代表取締役 月本 紘八朗 664-0842 兵庫県伊丹市森本２丁目２０２番地の１ 7705500 神北(伊健)第27-6 令和2年4月13日 令和8年5月31日 平成8年3月12日
000028 2100016366 茉茹莉茄（マジョリカ） 664-0027 伊丹市池尻１丁目３０ 7796844 飲食店営業(4)その他 一般 大谷 貞之 神北(伊健)第83-26 令和3年4月23日 令和9年5月31日 昭和51年4月22日
000028 2100016368 アンクルキャベッジ 664-0027 伊丹市池尻１丁目１７ 飲食店営業(4)その他 一般 安藤 雅夫 神北(伊健)第27-56 平成29年5月9日 令和5年5月31日 平成3年4月25日
000028 2100016384 さとちゃん 664-0027 伊丹市池尻７丁目２１ 7793249 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤迫 タカエ 神北(伊健)第1-437 令和4年11月22日 令和10年11月30日 令和4年11月22日
000028 2100016395 ㈱和昂伊丹工場 664-0026 伊丹市寺本６丁目１９－２ 7847636 食肉販売業 一般 株式会社　和昂 代表取締役 辻川 隆雄 664-0026 兵庫県伊丹市寺本６丁目１９－２ 7847636 神北(伊健)第20-20 平成29年7月21日 令和5年8月31日 平成3年8月2日
000028 2100016397 餃子の王将寺本店 664-0026 伊丹市寺本６丁目６８－１ 7845445 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　王将フードサービス 代表取締役 渡邊 直人 607-8307 京都府京都市山科区西野山射庭ノ上町２９４番地の１ 755921411 神北(伊健)第27-205 令和2年1月16日 令和8年2月28日 平成8年2月23日
000028 2100016408 味楽 664-0025 伊丹市奥畑２丁目２４２ 7812826 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 髙畑 博 神北(伊健)第27-257 令和3年1月19日 令和9年2月28日 昭和47年12月15日
000028 2100016417 イズミヤ㈱昆陽店 664-0027 伊丹市池尻１丁目１ 7796501 食肉販売業 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663037497 神北(伊健)第3-7 令和4年8月5日 令和10年8月31日 令和4年8月5日
000028 2100016421 アルファⅡ 664-0003 伊丹市大野１丁目５４ 7700352 飲食店営業(4)その他 一般 河元 春子 神北(伊健)第27-37 平成29年4月18日 令和5年5月31日 昭和61年3月27日
000028 2100016424 ジョリー 664-0003 伊丹市大野２丁目１６７ 7846107 飲食店営業(4)その他 一般 多々納 孝江 神北(伊健)第27-201 令和2年10月21日 令和8年11月30日 昭和63年10月31日
000028 2100016431 茶房花水木 664-0002 伊丹市荻野５丁目２３ 7750509 飲食店営業(4)その他 一般 金岡 秀子 神北(伊健)第83-44 令和3年5月7日 令和9年5月31日 平成1年5月15日
000028 2100016432 茶房花水木 664-0002 伊丹市荻野５丁目２３ 7750509 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 金岡 秀子 神北(伊健)第27-116 平成30年7月23日 令和6年8月31日 昭和62年7月10日
000028 2100016448 味よし 664-0004 伊丹市東野１丁目６９ 7842343 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 沖村 綾子 神北(伊健)第27-130 令和1年10月8日 令和7年11月30日 昭和49年11月14日
000028 2100016454 天政寿し 664-0004 伊丹市東野３丁目４ 7820214 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 浦本 正行 神北(伊健)第1-178 令和3年8月30日 令和9年8月31日 令和3年8月30日
000028 2100016458 福光精肉店 664-0004 伊丹市東野４丁目１ 7843916 食肉販売業 一般 有光 貴邦 神北(伊健)第3-10 令和4年11月4日 令和10年11月30日 令和4年11月4日
000028 2100016496 喫茶白い森 664-0023 伊丹市中野西４丁目４１－２ 7819120 飲食店営業(4)その他 一般 山本 京子 神北(伊健)第1-220 令和4年8月4日 令和10年8月31日 令和4年8月4日
000028 2100016498 大阪王将西野バス停前店 664-0023 伊丹市中野西４丁目７４ 7830590 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松田 一男 神北(伊健)第1-379 令和4年11月1日 令和10年11月30日 令和4年11月1日
000028 2100016503 ホットフーズ伊丹スポーツセンター前店 664-0022 伊丹市中野東２丁目５２ 7835670 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 村上 吉門 神北(伊健)第27-18 令和2年4月16日 令和8年5月31日 昭和58年5月31日
000028 2100016510 コーヒーハウスどんぐり 664-0028 伊丹市西野２丁目９ 7816645 飲食店営業(4)その他 一般 伊黒 チエ子 神北(伊健)第27-302 令和3年2月4日 令和9年2月28日 昭和58年12月27日
000028 2100016529 コンセルボ西野店 664-0028 伊丹市西野５丁目２２５－２ 7772307 菓子製造業 一般 髙森 雅己 神北(伊健)第6-35 令和4年11月8日 令和10年11月30日 令和4年11月8日
000028 2100016538 お米屋さんのべんとうや 664-0028 伊丹市西野５丁目２２８ 7810836 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 運天 友治 神北(伊健)第83-9 令和3年4月21日 令和9年5月31日 平成6年5月6日
000028 2100016540 藤 664-0028 伊丹市西野７丁目６９ 7794803 飲食店営業(4)その他 一般 大嶋 健次 神北(伊健)第1-135 令和3年8月3日 令和9年8月31日 令和3年8月3日
000028 2100016547 せいだい屋 664-0029 伊丹市中野北３丁目７－２７ 7855211 飲食店営業(4)その他 一般 川上 勝善 神北(伊健)第27-47 令和2年4月24日 令和8年5月31日 平成5年4月27日
000028 2100016548 ガスト伊丹桜台店 664-0029 伊丹市中野北３丁目５－１４ 7802032 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保１丁目２５－８ 422375218 神北(伊健)第1-418 令和4年2月9日 令和10年2月29日 令和4年2月9日
000028 2100016553 つゆ 664-0029 伊丹市中野北３丁目４－１６ 7790434 飲食店営業(4)その他 一般 棚原 露子 神北(伊健)第27-3 令和2年4月13日 令和8年5月31日 昭和58年3月23日
000028 2100016558 お好み焼 笹 664-0029 伊丹市中野北４丁目１－４０ 飲食店営業(4)その他 一般 前中 信子 神北(伊健)第1-249 令和3年10月21日 令和9年11月30日 令和3年10月21日
000028 2100016560 ファニー 664-0029 伊丹市中野北４丁目５－４ 7796412 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 月山 都美子 神北(伊健)第27-224 令和2年10月27日 令和8年11月30日 平成5年9月24日
000028 2100016561 関西スーパー桜台店内従業員食堂 664-0029 伊丹市中野北３丁目５－２８ 7834758 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 淀川食品株式会社 代表取締役 田村 隆 532-0036 大阪府大阪市淀川区三津屋中１丁目１－２ 663016831 神北(伊健)第27-50 令和2年4月27日 令和8年5月31日 平成5年3月2日
000028 2100016588 お好み焼 きみ 664-0007 伊丹市北野５丁目７－１０ 7811497 飲食店営業(4)その他 一般 野中 喜美枝 神北(伊健)第27-46 令和2年4月24日 令和8年5月31日 昭和63年4月27日
000028 2100016589 スナックススキノ 664-0007 伊丹市北野５丁目１１－１ 飲食店営業(4)その他 一般 山口 慧子 神北(伊健)第1-275 令和3年11月2日 令和9年11月30日 令和3年11月2日
000028 2100016596 焼肉たかちゃん 664-0008 伊丹市荒牧南２丁目１－２山本不動産第８ビル１Ｆ 7796422 飲食店営業(4)その他 一般 友寄 麗子 神北(伊健)第1-20 令和4年4月11日 令和10年5月31日 令和4年4月11日
000028 2100016602 ベンチ・タイム 664-0001 伊丹市荒牧南２丁目１７－１５ 7836834 菓子製造業 一般 牧之内 敏子 神北(伊健)第3-42 令和2年8月4日 令和8年8月31日 平成5年6月7日
000028 2100016626 関西スーパー　鴻池店 664-0006 伊丹市鴻池５丁目６－３ 7810755 食肉販売業 一般 株式会社　関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第20-41 平成28年11月28日 令和5年11月30日 平成7年9月25日
000028 2100016647 スナックかよ 664-0007 伊丹市北野５丁目３７ 7818715 飲食店営業(4)その他 一般 草本 加代子 神北(伊健)第27-188 平成29年11月9日 令和5年11月30日 昭和61年10月9日
000028 2100016654 酒処ひとみ 664-0007 伊丹市北野５丁目３３ 7835021 飲食店営業(4)その他 一般 野口 瞳 神北(伊健)第27-301 令和3年2月2日 令和9年2月28日 平成1年1月30日
000028 2100016655 ほがらか 664-0007 伊丹市北野５丁目３７ 7818705 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井村 豊子 神北(伊健)第1-449 令和4年11月29日 令和10年11月30日 令和4年11月29日
000028 2100016666 センチュリードーム 664-0025 伊丹市奥畑３丁目２ 7705274 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社あなぶき社宅サービス 代表取締役 清藤 博幸 760-0027 香川県高松市紺屋町３番地６ 362608681 神北(伊健)第1-209 令和4年8月1日 令和10年8月31日 令和4年8月1日
000028 2100016672 ハウスウェルネスフーズ㈱従業員食堂 664-0011 伊丹市鋳物師３丁目２０ 7703226 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＬＥＯＣ 代表取締役 田島 利行 100-0004 東京都千代田区大手町１丁目１番３号 352208550 神北(伊健)第27-115 平成30年7月23日 令和6年8月31日 昭和57年6月9日
000028 2100016673 金井重要工業(株)社員食堂 664-0025 伊丹市奥畑４丁目１ 7810051 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社シンエイフード 代表取締役 森嶋 弘明 535-0031 大阪府大阪市旭区高殿２丁目２０－２ 669259250 神北(伊健)第27-157 令和2年8月19日 令和8年8月31日 昭和53年6月13日
000028 2100016676 魚国総本社・伊丹２７１００－１ 664-0831 伊丹市北伊丹５丁目２２ 7519559 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社魚国総本社 代表取締役 田所 伸浩 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町１丁目６－１９ 662035571 神北(伊健)第27-175 令和2年10月15日 令和9年11月30日 平成5年9月17日
000028 2100016706 鮨千寿 664-0846 伊丹市伊丹１丁目１３－５６ 7823084 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮﨑 正晴 神北(伊健)第27-178 平成29年11月2日 令和5年11月30日 昭和61年10月30日
000028 2100016708 イタリアン酒場ＴＷＯ－ＴＯＰ（ツートップ） 664-0861 伊丹市稲野町３丁目２８ 7750223 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社いづもや 代表取締役 郷原 延生 664-0861 兵庫県伊丹市稲野町３丁目２８番地 7723858 神北(伊健)第27-223 平成30年1月22日 令和6年2月29日 昭和57年2月26日
000028 2100016710 福ちゃん寿し 664-0864 伊丹市安堂寺町１丁目１７ 7813730 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長嶺 雪夫 神北(伊健)第27-55 平成29年5月9日 令和5年5月31日 昭和56年4月24日
000028 2100016725 希舟 664-0854 伊丹市南町２丁目３－４ 7772727 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 増井 亜希子 神北(伊健)第27-104 平成29年7月25日 令和5年8月31日 昭和61年8月4日
000028 2100016728 いこい 664-0015 伊丹市昆陽池１丁目５４－１ 7837595 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 水島 一志 神北(伊健)第1-24 令和4年4月12日 令和10年5月31日 令和4年4月12日
000028 2100016733 イズミヤ㈱昆陽店 664-0027 伊丹市池尻１丁目１ 7796501 魚介類販売業 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663037497 神北(伊健)第4-5 令和4年8月5日 令和10年8月31日 令和4年8月5日
000028 2100016735 関西スーパー　アリオ店 664-0846 伊丹市伊丹１丁目１０－１５アリオ１　１０１号 7845577 魚介類販売業 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第22-34 令和2年11月5日 令和8年11月30日 昭和63年11月17日
000028 2100016736 関西スーパー　稲野店 664-0864 伊丹市安堂寺町３丁目３－１ 7812666 魚介類販売業 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第22-19 平成29年8月2日 令和6年8月31日 昭和56年6月23日
000028 2100016738 関西スーパー　鴻池店 664-0006 伊丹市鴻池５丁目６－３ 7810755 魚介類販売業 一般 株式会社　関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第22-36 平成28年11月28日 令和5年11月30日 平成7年9月25日
000028 2100016751 ㈱和昂伊丹工場 664-0026 伊丹市寺本６丁目１９－２ 7847636 食肉処理業 一般 株式会社　和昂 代表取締役 辻川 隆雄 664-0026 兵庫県伊丹市寺本６丁目１９－２ 7847636 神北(伊健)第19-3 平成29年7月21日 令和5年8月31日 平成3年8月2日
000028 2100016758 甲陽化学工業㈱ 664-0845 伊丹市東有岡４丁目２６ 727820711 添加物製造業 一般 甲陽化学工業株式会社 代表取締役 小川 博司 664-0845 兵庫県伊丹市東有岡４丁目２６番地 7820711 神北(伊健)第27-1 令和3年4月19日 令和9年5月31日 昭和51年5月26日
000028 2100016759 上野製薬㈱伊丹工場 664-0845 伊丹市東有岡１丁目１２７ 7821451 添加物製造業 一般 上野製薬株式会社 代表取締役 上野 昌也 102-0093 東京都千代田区平河町２丁目５－６ 366303780 神北(伊健)第27-2 令和3年4月21日 令和9年5月31日 昭和45年4月11日
000028 2100016763 四国油脂株式会社伊丹工場 664-0845 伊丹市東有岡４丁目４８ 7822265 食用油脂製造業 一般 四国油脂株式会社 代表取締役 東戸 憲一 772-0017 徳島県鳴門市撫養町立岩字五枚８２番地 886852204 神北(伊健)第25-1 平成30年5月24日 令和6年5月31日 昭和46年3月26日
000028 2100016764 白雪ブルワリービレッジ長寿蔵 664-0851 伊丹市中央３丁目４－１５ 7731111 酒類製造業 一般 小西酒造株式会社 代表取締役 小西 新右衛門 664-0845 兵庫県伊丹市東有岡２丁目１３番地 7750524 神北(伊健)第16-1 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 2100016773 味一食品㈱ 664-0845 伊丹市東有岡２丁目３４－３ 7843149 めん類製造業 一般 味一食品株式会社 代表取締役 野口 晴久 664-0845 兵庫県伊丹市東有岡２丁目３４－３ 7843149 神北(伊健)第13-2 令和2年4月22日 令和8年5月31日 昭和63年3月7日
000028 2100016776 ㈱カネマン村瀬伊丹工場 664-0028 伊丹市西野７丁目６０ 7815541 かん詰又はびん詰食品製造業 一般 株式会社　カネマン村瀬 代表取締役 村瀬 篤司 550-0004 大阪府大阪市西区靭本町１丁目１５番１６号 664436571 神北(伊健)第14-1 令和2年5月13日 令和8年5月31日 昭和50年3月11日
000028 2100016789 伊丹水産㈱ 664-0836 伊丹市北本町３丁目５０伊丹市公設卸売市場内 7703413 飲食店営業(4)その他 一般 伊丹水産株式会社 代表取締役 藤井 良夫 664-0836 兵庫県伊丹市北本町３丁目５０番地 7823005 神北(伊健)第27-120 平成30年7月26日 令和6年8月31日 昭和62年7月17日
000028 2100017040 マルヤ 664-0027 伊丹市池尻３丁目２８ 7852689 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 徳留 和博 神北(伊健)第27-4 令和2年4月13日 令和8年5月31日 平成8年4月25日
000028 2100017078 一品料理よし乃 664-0881 伊丹市昆陽２丁目１６５－１０１ 7817448 飲食店営業(4)その他 一般 中野 よしの 神北(伊健)第27-125 令和2年7月30日 令和8年8月31日 平成8年6月27日
000028 2100017115 音羽鮨伊丹出前センター 664-0873 伊丹市野間２丁目９－８ 7820100 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社音羽 代表取締役 田舞 登志徳 561-0836 大阪府豊中市庄内宝町２丁目１番１号 663353400 神北(伊健)第27-123 令和2年7月30日 令和8年8月31日 平成8年8月9日
000028 2100017116 音羽茶屋新伊丹店 664-0856 伊丹市梅ノ木６丁目７－１４ 7850671 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社音羽 代表取締役 田舞 登志徳 561-0836 大阪府豊中市庄内宝町２丁目１番１号 663353400 神北(伊健)第27-124 令和2年7月30日 令和8年8月31日 平成8年8月9日
000028 2100017186 太鼓亭伊丹中野店 664-0023 伊丹市中野西４丁目６６－１ 7855252 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社太鼓亭 代表取締役 水上 泰輔 560-0084 大阪府豊中市新千里南町２丁目５番３号 727283491 神北(伊健)第27-230 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成8年9月25日
000028 2100017202 千寿 664-0845 伊丹市東有岡２丁目５－１ 7843122 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮﨑 保行 神北(伊健)第27-231 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成8年10月17日
000028 2100017203 中島製菓 664-0892 伊丹市高台１丁目１４３ 7824665 菓子製造業 一般 中島 光一 神北(伊健)第3-67 令和2年10月29日 令和8年11月30日 平成8年10月17日
000028 2100017241 味のれん 664-0028 伊丹市西野１丁目７９－１１Ｆ 7815411 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社野口殖産 代表取締役 野口 明男 664-0028 兵庫県伊丹市西野１丁目７９－１ 7728787 神北(伊健)第27-283 令和3年1月27日 令和9年2月28日 平成8年12月18日
000028 2100017251 たこ焼　岡田 664-0858 伊丹市西台３丁目１－１ 7750018 飲食店営業(4)その他 一般 岡田 憲治 神北(伊健)第27-321 令和3年2月26日 令和9年2月28日 平成9年1月28日
000028 2100017332 加寿 664-0026 伊丹市寺本３丁目１８９－３ 7771367 飲食店営業(4)その他 一般 宮田 和宜 神北(伊健)第83-10 令和3年4月21日 令和9年5月31日 平成9年4月11日
000028 2100017373 黒兵衛 664-0001 伊丹市荒牧４丁目２－１９ 7851556 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社フェイス 代表取締役 田中 忠 665-0876 兵庫県宝塚市中山台２丁目１６－１２ 797887072 神北(伊健)第83-34 令和3年4月28日 令和9年5月31日 平成9年5月19日
000028 2100017385 李苑 664-0836 伊丹市北本町３丁目１３６ 7701846 飲食店営業(4)その他 一般 李 春 神北(伊健)第1-100 令和3年7月20日 令和9年8月31日 令和3年7月20日
000028 2100017388 ガスト伊丹荒牧店 664-0001 伊丹市荒牧１丁目３－２３ 7803203 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保１丁目２５－８ 422375218 神北(伊健)第1-77 令和3年7月15日 令和9年8月31日 令和3年7月15日
000028 2100017397 居酒屋｢伊万里｣ 664-0002 伊丹市荻野７丁目１－１ 7752067 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤田 孝弘 神北(伊健)第1-137 令和3年8月4日 令和9年8月31日 令和3年8月4日
000028 2100017402 悠美食品 664-0856 伊丹市梅ノ木７丁目１－６ 7850885 そうざい製造業 一般 水口 享 神北(伊健)第20-7 令和3年7月19日 令和9年8月31日 令和3年7月19日
000028 2100017418 スナック恵 664-0851 伊丹市中央１丁目９－１３伊丹遊楽館９－Ｃ 7731200 飲食店営業(4)その他 一般 菊永 恵子 神北(伊健)第1-71 令和3年7月12日 令和9年8月31日 令和3年7月12日
000028 2100017476 お好み焼工房いさ 664-0007 伊丹市北野５丁目３ 7818563 飲食店営業(4)その他 一般 伊佐 勝己 神北(伊健)第1-248 令和3年10月21日 令和9年11月30日 令和3年10月21日
000028 2100017490 パティスリーアンテプリマ 664-0001 伊丹市荒牧６丁目６－１６ 7819561 菓子製造業 一般 橋冨 和隆 神北(伊健)第6-52 令和3年11月5日 令和9年11月30日 令和3年11月5日
000028 2100017491 パティスリーアンテプリマ 664-0001 伊丹市荒牧６丁目６－１６ 7819561 飲食店営業(4)その他 一般 橋冨 和隆 神北(伊健)第1-282 令和3年11月5日 令和9年11月30日 令和3年11月5日
000028 2100017512 開華亭 664-0858 伊丹市西台１丁目６－２４ 7780159 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 甲斐 智也 神北(伊健)第1-359 令和4年1月19日 令和10年2月29日 令和4年1月19日
000028 2100017528 兵庫県立伊丹高校食堂 664-0012 伊丹市緑ケ丘７丁目３１－１ 7822065 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 マインフーズサービス株式会社 代表取締役 峯 林太郎 661-0024 兵庫県尼崎市三反田町２丁目２０－９ 664274633 神北(伊健)第1-396 令和4年1月31日 令和10年2月29日 令和4年1月31日
000028 2100017529 ガスト　伊丹野間店 664-0865 伊丹市南野６丁目４－２７ 7805316 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保１丁目２５－８ 422375218 神北(伊健)第1-406 令和4年2月3日 令和10年2月29日 令和4年2月3日
000028 2100017536 日本クッカリー株式会社伊丹工場Ｃ棟 664-0831 伊丹市北伊丹８丁目２０４ 7827701 そうざい製造業 一般 日本クッカリー株式会社 代表取締役社長 横山 裕昭 141-0022 東京都品川区東五反田２丁目２０－４ 334412255 神北(伊健)第20-15 令和4年2月15日 令和10年2月29日 令和4年2月15日
000028 2100017539 たづ 664-0006 伊丹市鴻池５丁目１２－４ 7790911 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井手 博司 神北(伊健)第1-390 令和4年1月28日 令和10年2月29日 令和4年1月28日
000028 2100017564 今石かまぼこ店 664-0851 伊丹市中央４丁目３－１４ 7723192 水産製品製造業 一般 今石 美代子 神北(伊健)第11-1 令和4年2月7日 令和10年2月29日 令和4年2月7日
000028 2100017572 菓匠寳樹庵 664-0864 伊丹市安堂寺町７丁目２－２スィンパシィー笹山１Ｆ 777200 菓子製造業 一般 山本 裕幸 神北(伊健)第6-65 令和4年2月7日 令和10年2月29日 令和4年2月7日
000028 2100017634 知 664-0001 伊丹市荒牧４丁目１－４ 7771501 飲食店営業(4)その他 一般 下坂 康子 神北(伊健)第1-29 令和4年4月14日 令和10年5月31日 令和4年4月14日
000028 2100017653 スターゼン株式会社　伊丹営業センター 664-0837 伊丹市北河原５丁目２－１５ 7823761 食肉処理業 一般 スターゼン株式会社 代表取締役 横田 和彦 108-0075 東京都港区港南２丁目５番７号 334715521 神北(伊健)第5-1 令和4年4月21日 令和11年5月31日 令和4年4月21日
000028 2100017690 ㈱フジコー社員食堂 664-0857 伊丹市行基町１丁目９３西棟３Ｆ 7721101 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社フード・サービスコスモ 代表取締役 志村 竹徳 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場１丁目７番３号 662656337 神北(伊健)第1-184 令和4年7月20日 令和10年8月31日 令和4年7月20日
000028 2100017697 とみ 664-0002 伊丹市荻野６丁目４４－５ 7846262 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 尾嶋 千佳子 神北(伊健)第1-250 令和4年8月19日 令和10年8月31日 令和4年8月19日
000028 2100017741 伊丹寮 664-0001 伊丹市荒牧５丁目１５－１３ 7811473 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社あなぶき社宅サービス 代表取締役 清藤 博幸 760-0027 香川県高松市紺屋町３番地６ 362608681 神北(伊健)第1-386 令和4年11月4日 令和10年11月30日 令和4年11月4日
000028 2100017742 都 664-0839 伊丹市桑津２丁目１－９ 7700652 飲食店営業(4)その他 一般 福田 弘子 神北(伊健)第1-439 令和4年11月24日 令和10年11月30日 令和4年11月24日
000028 2100017753 ＦＯＯＬ’Ｓ　ＰＡＲＡＤＩＳＥ 664-0027 伊丹市池尻１丁目５７ 飲食店営業(4)その他 一般 大西 静穂 神北(伊健)第1-425 令和4年11月17日 令和10年11月30日 令和4年11月17日
000028 2100017776 パティスリドレジェール 664-0861 伊丹市稲野町１丁目１１４－１ 7828784 菓子製造業 一般 島田 政文 神北(伊健)第6-40 令和4年11月30日 令和10年11月30日 令和4年11月30日
000028 2100017793 花水木 664-0851 伊丹市西台１丁目１－１伊丹阪急駅ビルリータ４Ｆ 7750363 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ねずみや 代表取締役 大橋 伸人 668-0225 兵庫県豊岡市出石町八木３２ 796522054 神北(伊健)第1-342 令和4年10月21日 令和10年11月30日 令和4年10月21日
000028 2100017803 ㈱いかりスーパーマーケット阪急伊丹店 664-0858 伊丹市西台１丁目１－１阪急伊丹駅ビルリータ１Ｆ 7706501 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　いかりスーパーマーケット 代表取締役 行光 博志 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町１丁目１５番地の８ 664216074 神北(伊健)第27-204 平成29年11月27日 令和6年11月30日 平成10年11月11日
000028 2100017804 ㈱いかりスーパーマーケット阪急伊丹店 664-0858 伊丹市西台１丁目１－１阪急伊丹駅ビルリータ１Ｆ 7706501 そうざい製造業 一般 株式会社　いかりスーパーマーケット 代表取締役 行光 博志 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町１丁目１５番地の８ 664216074 神北(伊健)第7-7 平成29年11月27日 令和6年11月30日 平成10年11月11日
000028 2100017805 ㈱いかりスーパーマーケット阪急伊丹店 664-0858 伊丹市西台１丁目１－１阪急伊丹駅ビルリータ１Ｆ 7706501 菓子製造業 一般 株式会社　いかりスーパーマーケット 代表取締役 行光 博志 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町１丁目１５番地の８ 664216074 神北(伊健)第3-54 平成29年11月27日 令和6年11月30日 平成10年11月11日
000028 2100017806 ㈱いかりスーパーマーケット阪急伊丹店 664-0858 伊丹市西台１丁目１－１阪急伊丹駅ビルリータ１Ｆ 7706501 食肉販売業 一般 株式会社　いかりスーパーマーケット 代表取締役 行光 博志 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町１丁目１５番地の８ 664216074 神北(伊健)第20-40 平成29年11月27日 令和6年11月30日 平成10年11月11日
000028 2100017807 ㈱いかりスーパーマーケット阪急伊丹店 664-0858 伊丹市西台１丁目１－１阪急伊丹駅ビルリータ１Ｆ 7706501 魚介類販売業 一般 株式会社　いかりスーパーマーケット 代表取締役 行光 博志 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町１丁目１５番地の８ 664216074 神北(伊健)第22-32 平成29年11月27日 令和6年11月30日 平成10年11月11日
000028 2100017812 １２６８事業所 664-0858 伊丹市西台１丁目１－１三菱東京ＵＦＪ銀行伊丹支店２Ｆ 7721471 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田３丁目３－２０ 664588801 神北(伊健)第27-140 令和1年10月9日 令和8年11月30日 平成10年11月13日
000028 2100017820 なか卯　阪急伊丹店 664-0858 伊丹市西台１丁目１－１阪急伊丹駅ビルリータ１Ｆ 7712815 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　なか卯 代表取締役 平山 賢太郎 108-0075 東京都港区港南２丁目１８番１号 368338820 神北(伊健)第1-321 令和4年10月12日 令和11年11月30日 令和4年10月12日
000028 2100017825 ㈱心月 664-0026 伊丹市寺本３丁目１０伊丹シティーホール内 7829045 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社心月 代表取締役 西嶋 一成 664-0874 兵庫県伊丹市山田６丁目８番５９－２０１号 神北(伊健)第1-337 令和4年10月20日 令和10年11月30日 令和4年10月20日
000028 2100017827 丸美 664-0851 伊丹市中央１丁目８－５　１Ｆ 7703055 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橋本 英世 神北(伊健)第1-347 令和4年10月24日 令和10年11月30日 令和4年10月24日
000028 2100017833 富久寿 664-0898 伊丹市千僧６丁目２１６　１Ｆ 7812221 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小川 富弘 神北(伊健)第1-320 令和4年10月12日 令和10年11月30日 令和4年10月12日
000028 2100017839 じゅうじゅうカルビ伊丹堀池店 664-0871 伊丹市堀池３丁目９－３０ 7731129 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社トマトアンドアソシエイツ 代表取締役 小林 大二 651-1431 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター１丁目２番地 789072555 神北(伊健)第1-500 令和5年1月24日 令和11年2月28日 令和5年1月24日
000028 2100017863 ㈱中村屋社員食堂 664-0845 伊丹市東有岡１丁目８９－１ 7800553 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 名阪食品株式会社 代表取締役 清水 克能 630-8115 奈良県桜井市大字吉備４５２－７ 744439090 神北(伊健)第1-497 令和5年1月24日 令和11年2月28日 令和5年1月24日
000028 2100017893 丸美食堂 664-0851 伊丹市中央１丁目８－３ 7730401 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 内藤 修 神北(伊健)第27-69 平成29年5月22日 令和5年5月31日 平成11年4月1日
000028 2100017900 藤川鮮魚店 664-0026 伊丹市寺本４丁目８ 7854681 魚介類販売業 一般 藤川 隆弘 神北(伊健)第22-1 平成29年4月12日 令和5年5月31日 平成11年4月7日
000028 2100017907 ステーキガスト伊丹堀池店 664-0888 伊丹市昆陽南５丁目１－３ 7801780 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保１丁目２５－８ 422375218 神北(伊健)第27-33 令和2年4月20日 令和8年5月31日 平成11年4月26日
000028 2100017937 ザめしや伊丹南店 664-0854 伊丹市南町３丁目１－７ 7859881 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　ライフフーズ 代表取締役 大平 毅 564-0063 大阪府吹田市江坂町１丁目１３－４１ 663380051 神北(伊健)第27-122 令和1年8月23日 令和8年8月31日 平成11年6月8日



000028 2100017938 甲陽化学工業㈱ 664-0845 伊丹市東有岡４丁目２６ 7820711 食用油脂製造業 一般 甲陽化学工業株式会社 代表取締役 小川 博司 664-0845 兵庫県伊丹市東有岡４丁目２６番地 7820711 神北(伊健)第25-1 平成29年7月12日 令和5年8月31日 平成11年6月9日
000028 2100017939 松屋伊丹店 664-0854 伊丹市南町３丁目１－５ 7802245 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　松屋フーズ 代表取締役 瓦葺 一利 180-0006 東京都武蔵野市中町１丁目１４－５ 422381136 神北(伊健)第27-89 平成29年7月13日 令和5年8月31日 平成11年6月16日
000028 2100017944 スナック絃 664-0861 伊丹市稲野町３丁目２２ 7750999 飲食店営業(4)その他 一般 徳永 ケイ子 神北(伊健)第27-90 平成29年7月13日 令和5年8月31日 平成11年6月25日
000028 2100017946 ＣＡＦＥ　ＴＥＲＲＡＳＳＥ　ＯＷＬ  （カフェ　テラス　アウル） 664-0006 伊丹市鴻池４丁目８－１８ 7835518 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佐々木 光好 神北(伊健)第27-93 平成29年7月18日 令和5年8月31日 平成11年6月28日
000028 2100017958 関西スーパー　稲野店 664-0864 伊丹市安堂寺町３丁目３－１ 7812666 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第27-118 平成29年8月2日 令和6年8月31日 平成11年7月12日
000028 2100017964 ファミリーマートかみえす西野店 664-0028 伊丹市西野５丁目１８０番地 7738133 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社かみえす酒店 代表取締役 上江洲 安秀 664-0028 兵庫県伊丹市西野５丁目１８０番地 7813782 神北(伊健)第27-129 平成29年8月16日 令和5年8月31日 平成11年7月16日
000028 2100017973 かかし伊丹店 664-0855 伊丹市御願塚７丁目４－２ 7752112 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 長瀬 節子 神北(伊健)第27-135 平成29年8月30日 令和5年8月31日 平成11年7月19日
000028 2100017987 ぎゅうしん 664-0027 伊丹市池尻１丁目１８ 7773155 食肉販売業 一般 西端 清 神北(伊健)第20-39 平成29年11月22日 令和5年11月30日 平成11年9月1日
000028 2100018036 ミヤフード 664-0027 伊丹市池尻１丁目１イズミヤ昆陽店Ｂ１ 7796505 飲食店営業(4)その他 一般 森 裕三 神北(伊健)第27-197 平成29年11月22日 令和5年11月30日 平成11年11月17日
000028 2100018037 ミヤフード 664-0027 伊丹市池尻１丁目１イズミヤ昆陽店Ｂ１ 7796505 菓子製造業 一般 森 裕三 神北(伊健)第3-53 平成29年11月22日 令和5年11月30日 平成11年11月17日
000028 2100018099 一杉一 664-0013 伊丹市瑞穂町３丁目２１－２ 7823833 飲食店営業(4)その他 一般 杉村 英典 神北(伊健)第27-7 平成30年4月13日 令和6年5月31日 平成12年3月7日
000028 2100018103 ㈱万代伊丹野間店 664-0873 伊丹市野間１丁目９－１８ 7728531 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０番１３号 667203305 神北(伊健)第27-4 平成31年4月9日 令和8年5月31日 平成12年3月14日
000028 2100018105 ㈱万代伊丹野間店 664-0873 伊丹市野間１丁目９－１８ 7728531 食肉販売業 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０番１３号 667203305 神北(伊健)第20-1 平成31年4月9日 令和8年5月31日 平成12年3月14日
000028 2100018106 ㈱万代伊丹野間店 664-0873 伊丹市野間１丁目９－１８ 7728531 魚介類販売業 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０番１３号 667203305 神北(伊健)第22-1 平成31年4月9日 令和8年5月31日 平成12年3月14日
000028 2100018117 ヒロコーヒー伊丹あらまき店 664-0001 伊丹市荒牧７丁目１０－５ 7711060 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ヒロコーヒー 代表取締役 山本 光弘 564-0063 大阪府吹田市江坂町１丁目７－７ 663390411 神北(伊健)第27-59 平成30年5月14日 令和6年5月31日 平成12年3月30日
000028 2100018118 ＴＡＴ－Ⅱ 664-0012 伊丹市緑ケ丘５丁目２２ 7734600 飲食店営業(4)その他 一般 谷口 美鈴 神北(伊健)第27-41 平成30年4月26日 令和6年5月31日 平成12年3月31日
000028 2100018123 兵庫県立伊丹西高等学校内食堂 664-0025 伊丹市奥畑３丁目５ 7773711 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 マインフーズサービス株式会社 代表取締役 峯 林太郎 661-0024 兵庫県尼崎市三反田町２丁目２０－９ 664274633 神北(伊健)第27-66 平成30年5月21日 令和6年5月31日 平成12年4月7日
000028 2100018128 彩華 664-0857 伊丹市行基町２丁目５８－３マザーズ伊丹１Ｆ 7709145 飲食店営業(4)その他 一般 吉川 扶美 神北(伊健)第27-71 平成30年5月22日 令和6年5月31日 平成12年4月17日
000028 2100018129 もんや亭 664-0898 伊丹市千僧６丁目２３０増井ビル１Ｆ 7702941 飲食店営業(4)その他 一般 刀根 和美 神北(伊健)第27-53 平成30年5月9日 令和6年5月31日 平成12年4月18日
000028 2100018142 ファミリーマート阪急伊丹駅前店 664-0851 伊丹市中央１丁目５－２１ 7779155 飲食店営業(4)その他 一般 前澤 諭 神北(伊健)第27-1 平成30年4月11日 令和6年5月31日 平成12年5月16日
000028 2100018146 ラウンドワンのカラオケ 664-0881 伊丹市昆陽７丁目２９ 7754155 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ラウンドワン 代表取締役 杉野 公彦 542-0076 大阪府大阪市中央区難波５丁目１番６０号 666476600 神北(伊健)第27-75 令和2年5月21日 令和8年5月31日 平成12年5月17日
000028 2100018166 (株)オイシス伊丹工場 664-0027 伊丹市池尻２丁目２３ 7818081 菓子製造業 一般 株式会社オイシス 代表取締役 池野 正明 653-0022 兵庫県神戸市長田区東尻池町２丁目５－３ 7818269 神北(伊健)第3-46 平成30年8月14日 令和6年8月31日 平成12年6月1日
000028 2100018187 えびやん 664-0858 伊丹市西台１丁目２－６山本第二ビル３Ｆ 7755677 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　ラヴィーン 代表取締役 神谷 俊彦 664-0898 兵庫県伊丹市千僧６丁目２１８番地 7770304 神北(伊健)第27-94 平成30年7月12日 令和6年8月31日 平成12年7月18日
000028 2100018194 ソンブレロ 664-0873 伊丹市野間１丁目６－１ 7796581 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福山 倫子 神北(伊健)第27-138 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成12年8月11日
000028 2100018196 くら寿司昆陽店 664-0016 伊丹市昆陽北１丁目５－８ 7756090 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 くら寿司株式会社 代表取締役 田中 邦彦 599-8253 大阪府堺市中区深阪一丁2番2号 722398071 神北(伊健)第27-95 平成30年7月17日 令和7年8月31日 平成12年8月11日
000028 2100018203 ローソン伊丹池尻店 664-0027 伊丹市池尻２丁目３２－１ 7843995 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アローム 代表取締役 池野 忠司 664-0027 兵庫県伊丹市池尻２丁目２３番地 7818081 神北(伊健)第27-107 平成30年7月19日 令和7年8月31日 平成12年8月25日
000028 2100018207 とらじ 664-0858 伊丹市西野２丁目７３ 7830198 飲食店営業(4)その他 一般 全 弓子 神北(伊健)第27-117 平成30年7月23日 令和6年8月31日 平成12年8月31日
000028 2100018221 喫茶しゃべりば 664-0898 伊丹市千僧２丁目１６７吉井ビル１階 7723903 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 清松 圭子 神北(伊健)第27-201 平成30年10月31日 令和6年11月30日 平成12年9月19日
000028 2100018226 ショットバー　スナフキン 664-0851 伊丹市中央１丁目２－５グランドハイツコーワＢ１Ｆ 7709113 飲食店営業(4)その他 一般 藤本 純 神北(伊健)第27-178 平成30年10月4日 令和6年11月30日 平成12年9月20日
000028 2100018227 イズミヤ㈱昆陽店 664-0027 伊丹市池尻１丁目１ 7796501 飲食店営業(4)その他 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663037497 神北(伊健)第27-184 平成30年10月9日 令和6年11月30日 平成12年9月22日
000028 2100018243 バーミヤン伊丹鴻池店 664-0006 伊丹市鴻池３丁目２０－３９ 7756170 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保１丁目２５－８ 422375218 神北(伊健)第27-182 平成30年10月5日 令和6年11月30日 平成12年10月6日
000028 2100018248 アローム昆陽 664-0027 伊丹市池尻１丁目１イズミヤＳＣ内 7796501 菓子製造業 一般 株式会社　オイシス 代表取締役 池野 正明 653-0022 兵庫県神戸市長田区東尻池町２丁目５－３ 7818269 神北(伊健)第3-68 平成30年10月9日 令和6年11月30日 平成12年10月10日
000028 2100018249 アローム昆陽 664-0027 伊丹市池尻１丁目１イズミヤＳＣ内 7796501 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　オイシス 代表取締役 池野 正明 653-0022 兵庫県神戸市長田区東尻池町２丁目５－３ 7818269 神北(伊健)第27-185 平成30年10月9日 令和6年11月30日 平成12年10月10日
000028 2100018254 ナミコー㈱社員食堂 664-0845 伊丹市東有岡１丁目６５ 7810555 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社フォーデリ 代表取締役 井髙 功一郎 664-0844 兵庫県伊丹市口酒井１丁目４－４０ 7829563 神北(伊健)第27-205 平成30年11月2日 令和6年11月30日 平成12年10月16日
000028 2100018255 エアポート 664-0881 伊丹市昆陽南１丁目８－１５藤ハイツ１Ｆ 7755884 飲食店営業(4)その他 一般 吉見 和美 神北(伊健)第27-198 平成30年10月29日 令和6年11月30日 平成12年10月17日
000028 2100018276 パティスリーお菓子のメリメロ 664-0023 伊丹市中野西４丁目３０岡村マンション103号 7793039 菓子製造業 一般 堀口 忠司 神北(伊健)第3-67 平成30年10月5日 令和6年11月30日 平成12年10月27日
000028 2100018280 佐野製麺所 664-0001 伊丹市荒牧南２丁目９－１ 7793015 めん類製造業 一般 佐野 和男 神北(伊健)第13-1 平成30年10月5日 令和6年11月30日 平成12年11月2日
000028 2100018294 かつアンドかつ伊丹大鹿店 664-0899 伊丹市大鹿７丁目１０１ 7719195 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社かつアンドかつ 代表取締役 森元 芳樹 564-0051 大阪府吹田市豊津町１番３３号 668215416 神北(伊健)第27-204 平成30年11月1日 令和6年11月30日 平成12年11月17日
000028 2100018319 ラーメン来来 664-0012 伊丹市緑ケ丘５丁目１６－１ 7852979 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森本 昭仁 神北(伊健)第27-246 平成31年2月8日 令和7年2月28日 平成12年12月19日
000028 2100018368 ももここ亭 664-0013 伊丹市瑞穂町２丁目１６－１みずほマンション１０４号 7712989 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井上 達朗 神北(伊健)第27-233 平成31年1月18日 令和7年2月28日 平成13年2月28日
000028 2100018376 パン・オ・ノワ 664-0873 伊丹市野間１丁目７－３メゾンブランシュ１０３号 7780600 菓子製造業 一般 稲森 武司 神北(伊健)第3-24 令和1年5月22日 令和7年5月31日 平成13年3月12日
000028 2100018377 パン・オ・ノワ 664-0873 伊丹市野間１丁目７－３メゾンブランシュ１０３号 7780600 飲食店営業(4)その他 一般 稲森 武司 神北(伊健)第27-60 令和1年5月22日 令和7年5月31日 平成13年3月12日
000028 2100018382 やきとりしげ 664-0001 伊丹市荒牧南３丁目５－５ 7824302 飲食店営業(4)その他 一般 松浦 茂弘 神北(伊健)第27-17 平成31年4月16日 令和7年5月31日 平成13年3月14日
000028 2100018560 ㈱水産流通　伊丹水産センター 664-0831 伊丹市北伊丹８丁目２０４日水物流(株)伊丹物流センター内 7723986 魚介類販売業 一般 株式会社水産流通 代表取締役 長本 克義 104-0055 東京都中央区豊海町６番８号 362282692 神北(伊健)第4-2 令和4年5月13日 令和11年5月31日 令和4年5月13日
000028 2100018561 睦 664-0001 伊丹市荒牧南２丁目１－２万寿美ハイツ１０３号 7777989 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 春田 幸雄 神北(伊健)第27-29 平成31年4月23日 令和7年5月31日 平成13年4月23日
000028 2100018603 おかず倶楽部 664-0839 伊丹市桑津２丁目１－１０ 7728733 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 福田 秀彦 神北(伊健)第27-108 令和1年8月2日 令和7年8月31日 平成13年6月18日
000028 2100018621 鳥元商店　伊丹店 664-0001 伊丹市荒牧３丁目４－９ 7717216 食肉販売業 一般 有限会社鳥元 代表取締役 島 薫 664-0001 兵庫県伊丹市荒牧３丁目４－９ 7717216 神北(伊健)第20-27 令和1年8月19日 令和7年8月31日 平成13年7月4日
000028 2100018622 鳥元商店　伊丹店 664-0001 伊丹市荒牧３丁目４－９ 7717216 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　鳥元 代表取締役 島 薫 664-0001 兵庫県伊丹市荒牧３丁目４番９号 7717216 神北(伊健)第27-116 令和1年8月19日 令和7年8月31日 平成13年7月4日
000028 2100018692 ジョリーパスタ荒牧店 664-0001 伊丹市荒牧南３丁目３－５ 727873711 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ジョリーパスタ 代表取締役 南 哲史 108-0075 東京都港区港南２丁目１８番１号 368338833 神北(伊健)第27-135 令和1年10月8日 令和7年11月30日 平成13年9月11日
000028 2100018710 菊池 664-0007 伊丹市北野４丁目７－１９ 7858565 飲食店営業(4)その他 一般 菊池 年子 神北(伊健)第27-172 令和1年10月29日 令和7年11月30日 平成13年9月27日
000028 2100018712 のんＤＥ喰って！ 664-0861 伊丹市稲野町１丁目９４ 7855545 飲食店営業(4)その他 一般 岡田 猛 神北(伊健)第27-178 令和1年11月1日 令和7年11月30日 平成13年10月1日
000028 2100018714 焼き鳥六・三・四 664-0012 伊丹市緑ケ丘５丁目２２ 7706463 飲食店営業(4)その他 一般 三戸森 隆史 神北(伊健)第27-188 令和1年11月12日 令和7年11月30日 平成13年10月2日
000028 2100018715 ㈱関西スーパーマーケット駅前店  従業員食堂 664-0851 伊丹市中央１丁目１－１伊丹ショッピングデパート７Ｆ 7733011 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 淀川食品株式会社 代表取締役 田村 隆 532-0036 大阪府大阪市淀川区三津屋中１丁目１－２ 663016831 神北(伊健)第27-139 令和1年10月9日 令和7年11月30日 平成13年10月2日
000028 2100018721 ㈱鶴屋八幡伊丹工場 664-0854 伊丹市南町２丁目５－８ 7730531 あん類製造業 一般 株式会社　鶴屋八幡 取締役社長 今中 智英 541-0042 大阪府大阪市中央区今橋４丁目４番９号 662037281 神北(伊健)第5-1 令和1年10月8日 令和7年11月30日 平成13年10月15日
000028 2100018746 すなっく美和 664-0015 伊丹市昆陽池２丁目１６６アベニューヒカリ２Ｆ 7859577 飲食店営業(4)その他 一般 岡田 美和子 神北(伊健)第27-157 令和1年10月17日 令和7年11月30日 平成13年10月31日
000028 2100019311 串かついせ 664-0012 伊丹市緑ケ丘５丁目６５ 7859955 飲食店営業(4)その他 一般 井関 芳宏 神北(伊健)第27-41 令和2年4月22日 令和8年5月31日 平成14年3月1日
000028 2100019772 カラオケ　さざん 664-0858 伊丹市西台３丁目２－３６ 7780806 飲食店営業(4)その他 一般 小野寺 政子 神北(伊健)第27-31 令和2年4月17日 令和8年5月31日 平成14年4月2日
000028 2100019780 森田商店 664-0011 伊丹市鋳物師２丁目６８ 7845753 魚介類販売業 一般 森田 好夫 神北(伊健)第22-11 令和2年4月27日 令和8年5月31日 平成14年4月17日
000028 2100019797 料理人の店　肉工房　ぎゅうしん 664-0027 伊丹市池尻１丁目１８ 7773155 飲食店営業(4)その他 一般 西端 清 神北(伊健)第27-34 令和2年4月20日 令和8年5月31日 平成14年4月30日
000028 2100019842 関西スーパー　アリオ店  （寿司） 664-0846 伊丹市伊丹１丁目１０－１５アリオ１　１０１号 727845577 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第27-134 令和2年7月31日 令和8年8月31日 平成14年6月21日
000028 2100019843 関西スーパー　アリオ店  （そうざい） 664-0846 伊丹市伊丹１丁目１０－１５アリオ１　１０１号 727845577 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第27-135 令和2年7月31日 令和8年8月31日 平成14年6月21日
000028 2100019851 珉珉　伊丹駅前店 664-0851 伊丹市中央４丁目１－１８ 7729010 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 椋野 美智雄 神北(伊健)第27-115 令和2年7月27日 令和8年8月31日 平成14年7月8日
000028 2100019855 三笠屋 664-0851 伊丹市中央５丁目２－９ 7728377 飲食店営業(4)その他 一般 青枝 安夫 神北(伊健)第27-99 令和2年7月15日 令和8年8月31日 平成14年7月10日
000028 2100019885 白玉屋 664-0851 伊丹市中央１丁目９－２１パールハイツ１Ｆ 7822455 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　白玉屋 代表取締役 鈴木 布佐永 664-0851 兵庫県伊丹市中央１丁目９－２１パールハイツ１Ｆ 7822455 神北(伊健)第27-93 令和2年7月13日 令和8年8月31日 平成14年7月26日
000028 2100019888 ココス　伊丹池尻店 664-0027 伊丹市池尻１丁目１７１ 7802359 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ココスジャパン 代表取締役 一木 直哉 108-0075 東京都港区港南２丁目１８番１号 368338000 神北(伊健)第27-145 令和2年8月11日 令和8年8月31日 平成14年7月31日
000028 2100019913 サイゼリヤ伊丹市役所前店 664-0015 伊丹市昆陽池１丁目１ 7877222 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社サイゼリヤ 代表取締役 正垣 泰彦 342-0008 埼玉県吉川市旭２番５号 489919611 神北(伊健)第27-127 令和2年7月31日 令和8年8月31日 平成14年8月7日
000028 2100019950 冨久寿司 664-0881 伊丹市昆陽東６丁目１２－１３－１ 7810717 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社富久商事 代表取締役 細川 満 664-0881 兵庫県伊丹市昆陽東６丁目１２－１３－１ 7772934 神北(伊健)第27-105 令和2年7月17日 令和8年8月31日 平成14年8月30日
000028 2100019954 和幸　イオンモール伊丹店 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹３Ｆ 7704884 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 和幸フーズ株式会社 代表取締役 日比生 泰宏 251-0055 神奈川県藤沢市南藤沢２１－１ 445400151 神北(伊健)第27-203 令和2年10月21日 令和8年11月30日 平成14年9月2日
000028 2100019961 居酒屋　ふじ 664-0002 伊丹市荻野６丁目４１ハイツ荻野１Ｆ 7703221 飲食店営業(4)その他 一般 藤田 清美 神北(伊健)第27-180 令和2年10月15日 令和8年11月30日 平成14年9月3日
000028 2100020055 吉松亭 664-0846 伊丹市伊丹１丁目２－１５リベルタス郷町１０１号 7856450 飲食店営業(4)その他 一般 松枝 久夫 神北(伊健)第27-226 令和2年10月29日 令和8年11月30日 平成14年9月17日
000028 2100020060 イオンリテール株式会社  イオン伊丹店（パン工場厨房） 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１ 7870500 菓子製造業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５－１ 432126000 神北(伊健)第3-71 令和2年11月5日 令和8年11月30日 平成14年9月17日
000028 2100020066 イオンリテール株式会社  イオン伊丹店（水産厨房） 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１ 727870500 魚介類販売業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５－１ 432126000 神北(伊健)第22-35 令和2年11月5日 令和8年11月30日 平成14年9月17日
000028 2100020068 イオンリテール株式会社  イオン伊丹店（畜産厨房） 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１ 7870500 食肉販売業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５－１ 432126000 神北(伊健)第20-47 令和2年11月5日 令和8年11月30日 平成14年9月17日
000028 2100020081 信州　そば野 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹　３３７号 7712992 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社グルメ杵屋レストラン 代表取締役 稲本 和彦 559-8561 大阪府大阪市住之江区北加賀屋３丁目４－７ 666831222 神北(伊健)第27-195 令和2年10月20日 令和8年11月30日 平成14年9月19日
000028 2100020096 スターバックスコーヒー 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹１Ｆ１２１号 7717188 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 スターバックスコーヒージャパン株式会社 代表取締役 水口 貴文 141-0021 東京都品川区上大崎２丁目２５－２ 357455510 神北(伊健)第27-194 令和2年10月20日 令和8年11月30日 平成14年9月19日
000028 2100020099 御座候 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１　１１４－９ 7775444 菓子製造業 一般 株式会社御座候 代表取締役 山田 宗平 670-0944 兵庫県姫路市阿保甲６１１－１ 792822311 神北(伊健)第3-60 令和2年10月20日 令和8年11月30日 平成14年9月19日
000028 2100020100 日本ケンタッキーフライドチキン(株)  イオンモール伊丹店 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹１Ｆ　１１５ 7805055 飲食店営業(4)その他 一般 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 代表取締役 判治 孝之 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい４丁目４－５ 453070700 神北(伊健)第27-220 令和2年10月26日 令和8年11月30日 平成14年9月19日
000028 2100020108 ＴＯＨＯシネマズ伊丹 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹テラス４Ｆ 7783780 飲食店営業(4)その他 一般 ＴＯＨＯシネマズ株式会社 代表取締役 池田 隆之 100-8415 東京都千代田区有楽町１丁目２－２ 355121234 神北(伊健)第27-194 平成28年10月31日 令和5年11月30日 平成14年9月20日
000028 2100020112 イオンリテール株式会社  イオン伊丹店（カットフルーツ作業室） 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１ 7870500 菓子製造業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５－１ 432126000 神北(伊健)第3-70 令和2年11月5日 令和8年11月30日 平成14年9月25日
000028 2100020117 栄鮨 664-0886 伊丹市昆陽東１丁目６－７ 7771333 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 篠田 強 神北(伊健)第27-229 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成14年9月27日
000028 2100020144 立ち飲み処「松」 664-0851 伊丹市中央１丁目９－２ 7750621 飲食店営業(4)その他 一般 松本 幸治 神北(伊健)第27-219 令和2年10月26日 令和8年11月30日 平成14年11月5日
000028 2100020145 菓子工房　シュプレーム 664-0007 伊丹市北野３丁目４シャトー北野１０３号 7723411 菓子製造業 一般 清水 道浩 神北(伊健)第3-61 令和2年10月21日 令和8年11月30日 平成14年11月5日
000028 2100020180 有限会社　鳥元 664-0001 伊丹市荒牧３丁目４－９ 7717216 食肉処理業 一般 有限会社鳥元 代表取締役 島 薫 664-0001 兵庫県伊丹市荒牧３丁目４－９ 7717216 神北(伊健)第19-5 令和2年11月6日 令和8年11月30日 平成14年11月25日
000028 2100020187 スナック　藤 664-0851 伊丹市中央５丁目２－１０ 7852411 飲食店営業(4)その他 一般 齋藤 恭子 神北(伊健)第27-300 令和3年2月2日 令和9年2月28日 平成14年12月3日
000028 2100020207 スナック　梅蘭 664-0851 伊丹市中央１丁目５－１９ピュア伊丹２１　５０２号 7732366 飲食店営業(4)その他 一般 松本 つや子 神北(伊健)第27-260 令和3年1月20日 令和9年2月28日 平成14年12月11日
000028 2100020254 野口うどん店 664-0024 伊丹市松ケ丘４丁目６６ 7815383 めん類製造業 一般 野口 益男 神北(伊健)第13-3 令和3年1月26日 令和9年2月28日 平成15年1月21日
000028 2100020279 くら寿司伊丹中央店 664-0846 伊丹市伊丹１丁目２－６ 7718550 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 くら寿司株式会社 代表取締役 田中 邦彦 599-8253 大阪府堺市中区深阪一丁２番２号 722398071 神北(伊健)第1-124 令和4年5月25日 令和11年5月31日 令和4年5月25日
000028 2100020309 エクセラ新伊丹 664-0853 伊丹市平松５丁目１―２１ 7711009 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三菱電機ライフサービス株式会社 代表取締役 舩尾 英司 105-0011 東京都港区芝公園２－４－１ 364026001 神北(伊健)第27-43 平成29年4月20日 令和5年5月31日 平成15年4月8日
000028 2100020312 シャトレ 664-0846 伊丹市伊丹１丁目１４－５ 7829956 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤井 規之 神北(伊健)第83-28 令和3年4月26日 令和9年5月31日 平成15年4月3日
000028 2100020315 寿し　濱名 664-0846 伊丹市伊丹３丁目１－４４ 727825555 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 倉田 髙雄 神北(伊健)第83-42 令和3年5月6日 令和9年5月31日 平成15年4月2日
000028 2100020357 新河苑 664-0007 伊丹市北野２丁目７９－７ 7703837 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 河 英哲 神北(伊健)第83-51 令和3年5月12日 令和9年5月31日 平成15年5月26日
000028 2100020381 まち 664-0024 伊丹市松ケ丘１丁目１２１－１７ 7775346 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 町田 民子 神北(伊健)第1-114 令和3年7月26日 令和9年8月31日 令和3年7月26日
000028 2100020387 カフェ リーベ 664-0881 伊丹市昆陽４丁目４－２昆陽ヒカリ２０１号 7835286 飲食店営業(4)その他 一般 栫 幸生 神北(伊健)第1-117 令和3年7月27日 令和9年8月31日 令和3年7月27日
000028 2100020398 スナック六本木 664-0026 伊丹市寺本４丁目５０ 7818783 飲食店営業(4)その他 一般 小室 やす子 神北(伊健)第1-105 令和3年7月21日 令和9年8月31日 令和3年7月21日
000028 2100020423 居酒屋さざん 664-0846 伊丹市伊丹５丁目２－２３ 7726611 飲食店営業(4)その他 一般 平山 隆子 神北(伊健)第1-107 令和3年7月21日 令和9年8月31日 令和3年7月21日
000028 2100020424 カラオケスタジアム　Ｎｏ１ 664-0888 伊丹市昆陽南２丁目２－４３－１０１ 7829090 飲食店営業(4)その他 一般 向井 加奈子 神北(伊健)第1-240 令和3年10月19日 令和9年11月30日 令和3年10月19日
000028 2100020425 小西酒造株式会社　富士山蔵 664-0845 伊丹市東有岡２丁目１３番地 7825262 酒類製造業 一般 小西酒造株式会社 代表取締役 小西 新右衛門 664-0845 兵庫県伊丹市東有岡２丁目１３番地 7750524 神北(伊健)第16-1 令和3年10月18日 令和9年11月30日 令和3年10月18日
000028 2100020442 居酒屋ごん 664-0001 伊丹市荒牧南２丁目１－２山本不動産第八ビル１Ｆ 77858922 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 竹久 晴美 神北(伊健)第1-220 令和3年10月13日 令和9年11月30日 令和3年10月13日
000028 2100020448 株式会社　豊中食品 664-0844 伊丹市口酒井１丁目１０－１４ 7729770 魚介類販売業 一般 株式会社　豊中食品 代表取締役 柴田 英治 664-0844 兵庫県伊丹市口酒井１丁目１０－１４ 7729770 神北(伊健)第4-10 令和3年10月27日 令和9年11月30日 令和3年10月27日
000028 2100020465 ピザーラ伊丹店 664-0004 伊丹市東野６丁目６エルパラシオ１Ｆ 7843533 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　オッジ 取締役 與那覇 巧 664-0855 兵庫県伊丹市御願塚３丁目１０－３４ 727856177 神北(伊健)第1-289 令和3年11月12日 令和9年11月30日 令和3年11月12日
000028 2100020467 洋麺屋五右衛門伊丹店 664-0006 伊丹市鴻池５丁目１－２２ 7876370 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日本レストランシステム株式会社 代表取締役 大林 豁史 150-0033 東京都渋谷区猿楽町１０－１１ 354560123 神北(伊健)第1-235 令和3年10月15日 令和9年11月30日 令和3年10月15日
000028 2100020494 ㈱サラダクラブ　伊丹工場 664-0854 伊丹市南町４丁目７－１ 664226555 そうざい製造業 一般 株式会社　サラダクラブ 代表取締役 金子 俊浩 182-0002 東京都調布市仙川町２丁目５－７ 353847690 神北(伊健)第7-5 平成29年10月16日 令和6年11月30日 平成15年11月20日
000028 2100020502 丸亀製麺　イオンモール伊丹店 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹３Ｆ　ｽｶｲｸﾞﾙﾒ 7876123 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社丸亀製麺 代表取締役 山口 寛 150-0043 東京都渋谷区道玄坂１丁目２１番１号 342218900 神北(伊健)第1-394 令和4年1月31日 令和11年2月28日 令和4年1月31日
000028 2100020511 Ｔｏｍｏｒｒｏｗ 664-0851 伊丹市中央３丁目２－６ＩＣＢビル　Ｂ１ 7843040 飲食店営業(4)その他 一般 岡田 憲治 神北(伊健)第1-376 令和4年1月25日 令和10年2月29日 令和4年1月25日
000028 2100020514 喜楽 664-0895 伊丹市宮ノ前３丁目５－３０シティーハウス宮ノ前１０１ 7701130 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中原 賢二 神北(伊健)第1-380 令和4年1月25日 令和10年2月29日 令和4年1月25日
000028 2100020545 ヒロコーヒー　いながわ工房 664-0831 伊丹市北伊丹５丁目１５－１ 7780411 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ヒロコーヒー 代表取締役 山本 光弘 564-0063 大阪府吹田市江坂町１丁目７番７号 663390411 神北(伊健)第1-347 令和4年1月13日 令和10年2月29日 令和4年1月13日
000028 2100020546 ヒロコーヒー　ケーキ工房 664-0831 伊丹市北伊丹５丁目１５－１ 7780411 菓子製造業 一般 株式会社ヒロコーヒー 代表取締役 山本 光弘 564-0063 大阪府吹田市江坂町１丁目７番７号 663390411 神北(伊健)第6-60 令和4年1月13日 令和10年2月29日 令和4年1月13日
000028 2100020566 ケアヴィラ伊丹 664-0003 伊丹市大野１丁目３－２ 7777272 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社テスティパル 代表取締役 藤井 俊成 541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町４丁目３－５ 665356700 神北(伊健)第1-118 令和4年5月20日 令和10年5月31日 令和4年5月20日
000028 2100020615 ちゅうぼ～ 664-0016 伊丹市昆陽北２丁目２－２ 7814674 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 俊朗 神北(伊健)第1-89 令和4年5月10日 令和10年5月31日 令和4年5月10日
000028 2100020626 魚国総本社・伊丹２７６９７ 664-0898 伊丹市千僧４丁目３２３ 7814244 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社魚国総本社 代表取締役社長 田所 伸浩 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町１丁目６－１９ 664785700 神北(伊健)第1-64 令和4年4月25日 令和11年5月31日 令和4年4月25日
000028 2100020629 デイサービスセンターはる和い 664-0893 伊丹市春日丘２丁目５６－３ 7819658 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社デイリーケア 代表取締役 秋山 勝敏 664-0893 兵庫県伊丹市春日丘２丁目５６－３ 7819658 神北(伊健)第1-75 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 2100020642 炭火焼肉　七輪 664-0012 伊丹市緑ケ丘６丁目６－１ 7783002 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社七輪 代表取締役 石井 髙治 567-0025 大阪府茨木市田中町１８－２３ 726455570 神北(伊健)第1-52 令和4年4月20日 令和10年5月31日 令和4年4月20日



000028 2100020646 酒肴家　吉 664-0861 伊丹市稲野町１丁目１２サンライズマンション　１階西店舗 7723390 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 當房 由佳子 神北(伊健)第1-179 令和4年7月15日 令和10年8月31日 令和4年7月15日
000028 2100020731 ふきのとう 664-0013 伊丹市瑞穂町２丁目１６－１みずほマンション１Ｆ　１０３号室 7792901 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 平田 美佐枝 神北(伊健)第1-263 令和4年8月25日 令和10年8月31日 令和4年8月25日
000028 2100020747 焼肉　陽苑 664-0027 伊丹市池尻６丁目２６８ 7797223 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高山 泰弘 神北(伊健)第1-238 令和4年8月16日 令和10年8月31日 令和4年8月16日
000028 2100020767 ＣＵＩＳＩＮＥ　ＥＬＩＯＮ 664-0013 伊丹市瑞穂町１丁目７８ 7781806 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩本 朋顕 神北(伊健)第1-343 令和4年10月21日 令和10年11月30日 令和4年10月21日
000028 2100020778 すし一流　伊丹店 664-0881 伊丹市昆陽６丁目１２４－１ 7883001 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ビーエムエス 代表取締役 辻 正夫 541-0054 大阪府大阪市中央区南本町１丁目４番１０号 662607678 神北(伊健)第1-328 令和4年10月17日 令和10年11月30日 令和4年10月17日
000028 2100020782 居楽屋　白木屋 664-0858 伊丹市西台３丁目９－２２西台駅前ビル１Ｆ 7859688 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社モンテローザフーズ 代表取締役 大神 輝博 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町１丁目２１番１号 422368888 神北(伊健)第1-361 令和4年10月25日 令和10年11月30日 令和4年10月25日
000028 2100020805 喫茶エリート 664-0851 伊丹市中央１丁目６－４ 7730005 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井上 恵美子 神北(伊健)第1-447 令和4年11月29日 令和10年11月30日 令和4年11月29日
000028 2100020815 パンとお菓子の教室  Ｔｕｊｉｍｏｔｏ 664-0843 伊丹市岩屋１丁目６－６５ 7840322 菓子製造業 一般 神北(伊健)第6-27 令和4年10月11日 令和10年11月30日 令和4年10月11日
000028 2100020824 ファミリーマート近畿中央病院店 664-0872 伊丹市車塚３丁目１ 7737688 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社なづな共済会 代表取締役 森 建二 664-0872 兵庫県伊丹市車塚３丁目１ 神北(伊健)第1-407 令和4年11月11日 令和10年11月30日 令和4年11月11日
000028 2100020838 京風炉端　花格子 664-0858 伊丹市西台１丁目３－５伊丹駅前サンハイツ１Ｆ 7728778 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 サカイ商事株式会社 代表取締役 酒井 正樹 563-0055 大阪府池田市菅原町２番５号 727524160 神北(伊健)第1-552 令和5年2月16日 令和11年2月28日 令和5年2月16日
000028 2100020846 松谷化学工業株式会社 664-0831 伊丹市北伊丹５丁目３ 7798599 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 朝日給食株式会社 代表取締役 直林 勝宏 561-0836 大阪府豊中市庄内宝町２丁目７－２ 663321460 神北(伊健)第27-213 平成30年1月17日 令和7年2月28日 平成16年12月15日
000028 2100020885 サンタクルス 664-0886 伊丹市昆陽東５丁目１－１２ 7815389 飲食店営業(4)その他 一般 金沢 惠美子 神北(伊健)第1-507 令和5年1月26日 令和11年2月28日 令和5年1月26日
000028 2100020890 あじまる 664-0858 伊丹市西台２丁目５－１３ 7781194 飲食店営業(4)その他 一般 髙塚 育磨 神北(伊健)第1-533 令和5年2月6日 令和11年2月28日 令和5年2月6日
000028 2100020910 森田商店 664-0011 伊丹市鋳物師２丁目６８ 7845753 飲食店営業(4)その他 一般 森田 好夫 神北(伊健)第1-494 令和5年1月20日 令和11年2月28日 令和5年1月20日
000028 2100020930 Ｒｉｄｅ　Ｏｎ 664-0027 伊丹市池尻１丁目１３９ 7851173 飲食店営業(4)その他 一般 市場 学 神北(伊健)第27-67 平成29年5月18日 令和5年5月31日 平成17年3月16日
000028 2100020931 介護老人保健施設　グリーンアルス 664-0028 伊丹市西野３丁目２４０ 7796600 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　ナリコマエンタープライズ 竹内 美夫 567-0005 大阪府茨木市五日市１丁目７－２７ 726270145 神北(伊健)第27-8 平成30年4月13日 令和7年5月31日 平成17年3月16日
000028 2100020932 中華料理　天龍 664-0881 伊丹市昆陽４丁目１２９ 7813392 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佐々木 賢 神北(伊健)第27-27 平成29年4月17日 令和5年5月31日 平成17年3月18日
000028 2100020951 肉のオオクボ昆陽店 664-0886 伊丹市昆陽東３丁目３－３ 727851211 食肉販売業 一般 株式会社オーエムツーミート 代表取締役 大越 勤 105-0012 東京都港区芝大門２丁目４－７浜松町大和ビル６Ｆ 354059541 神北(伊健)第3-2 令和5年4月19日 令和11年5月31日 令和5年4月19日
000028 2100020952 立呑処　とおやま 664-0882 伊丹市鈴原町９丁目３９７ 7798917 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社遠山酒店 代表取締役 遠山 菊夫 664-0882 兵庫県伊丹市鈴原町９丁目３９５ 7818535 神北(伊健)第27-53 平成29年4月26日 令和5年5月31日 平成17年3月24日
000028 2100021086 コーヒーハウスぴのきおandミソ鉄板焼 666-0001 川西市鶯の森町８番６号 7597668 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 杉本 力 神北(伊健)第1-259 令和3年10月26日 令和9年11月30日 令和3年10月26日
000028 2100021135 三田屋本店　川西萩原台 666-0006 川西市萩原台西３丁目１－２萩原壱番館３Ｆ 7571448 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ステーキハウス川西萩原台 代表取締役 寺西 亮 666-0006 兵庫県川西市萩原台西３丁目１－２ 668217769 神北(伊健)第1-356 令和4年1月19日 令和10年2月29日 令和4年1月19日
000028 2100021158 焼肉　大 666-0011 川西市出在家町９－２ 7594863 飲食店営業(4)その他 一般 大久保 健二 神北(伊健)第1-246 令和3年10月21日 令和9年11月30日 令和3年10月21日
000028 2100021169 能登屋 666-0013 川西市美園町１１－２ハッピー川西内 7588066 豆腐製造業 一般 木下 雅人 神北(伊健)第17-2 令和5年2月16日 令和11年2月28日 令和5年2月16日
000028 2100021200 やきとり　能勢 666-0014 川西市小戸１丁目３－１２司ビル１Ｆ 7572263 飲食店営業(4)その他 一般 山川 透 神北(伊健)第27-64 平成29年5月18日 令和5年5月31日 平成11年4月19日
000028 2100021203 居酒屋　潤 666-0014 川西市小戸１丁目３－２ 7574117 飲食店営業(4)その他 一般 千本 泰秀 神北(伊健)第27-103 令和2年7月16日 令和8年8月31日 平成5年6月23日
000028 2100021204 さくら 666-0014 川西市小戸１丁目３－２川西八番街 7590157 飲食店営業(4)その他 一般 松本 広美 神北(伊健)第27-150 令和2年8月17日 令和8年8月31日 平成5年7月7日
000028 2100021209 三福　来て屋 666-0014 川西市小戸１丁目４－７ 7593897 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 秋山 和代 神北(伊健)第1-343 令和4年1月13日 令和10年2月29日 令和4年1月13日
000028 2100021214 ちょい呑み　久松 666-0014 川西市小戸１丁目５－２０－Ｃ０４ 飲食店営業(4)その他 一般 佐藤 琴美 神北(伊健)第27-249 令和2年11月25日 令和8年11月30日 平成8年11月15日
000028 2100021216 割烹よ志むら 666-0014 川西市小戸１丁目５－７カーサ鹿谷１Ｆ 7555886 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉村 勝英 神北(伊健)第27-219 平成30年1月19日 令和6年2月29日 平成3年12月19日
000028 2100021217 居酒屋　スナック　せびれ 666-0014 川西市小戸１丁目６－１４ 7583758 飲食店営業(4)その他 一般 福永 廣子 神北(伊健)第1-344 令和4年1月13日 令和10年2月29日 令和4年1月13日
000028 2100021245 スナック樹来 666-0014 川西市小戸２丁目４－４ 7570088 飲食店営業(4)その他 一般 安田 一美 神北(伊健)第27-63 平成30年5月15日 令和6年5月31日 昭和62年3月31日
000028 2100021247 スナック　コスモス 666-0014 川西市小戸２丁目４－４ 7589169 飲食店営業(4)その他 一般 上畑 登美子 神北(伊健)第27-85 平成30年5月31日 令和6年5月31日 昭和62年5月8日
000028 2100021248 大王 666-0014 川西市小戸２丁目４－４ 7584603 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山田 敏博 神北(伊健)第27-206 平成30年1月15日 令和6年2月29日 昭和51年12月14日
000028 2100021253 炭火焼鶏　松や 666-0014 川西市小戸２丁目５－１２ 7556776 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 村松 尚 神北(伊健)第1-206 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日
000028 2100021261 有限会社尼安 666-0014 川西市小戸２丁目６－１２ 魚介類販売業 一般 有限会社尼安 代表取締役 黒台 文一 666-0014 兵庫県川西市小戸２丁目６－１２ 神北(伊健)第22-36 令和2年11月25日 令和8年11月30日 平成5年10月4日
000028 2100021262 有限会社尼安 666-0014 川西市小戸２丁目６－１２ 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社尼安 代表取締役 黒台 文一 666-0014 兵庫県川西市小戸２丁目６－１２ 神北(伊健)第27-250 令和2年11月25日 令和8年11月30日 平成5年10月4日
000028 2100021302 家族亭　川西能勢口店 666-0015 川西市小花１丁目１－１０ベルフローラ川西　イーストＥ２０７Ａ 7580025 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　家族亭 代表取締役 坪山 憲司 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町２丁目３番１３号大阪国際ビルディング３０階 663727475 神北(伊健)第27-193 平成29年11月16日 令和5年11月30日 平成11年11月2日
000028 2100021303 ドトールコーヒーショップ　川西能勢口店 666-0015 川西市小花１丁目１－１０ベルフローラ川西Ｅ１０２ 7403459 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　志ぎや 代表取締役 四谷 景一 666-0015 兵庫県川西市小花１丁目５番６号 7596863 神北(伊健)第27-147 平成29年10月6日 令和5年11月30日 平成11年11月4日
000028 2100021306 鳥処　福笑 666-0015 川西市小花１丁目１－１０ベルフローラ川西Ｅー１１５Ａ 7582358 飲食店営業(4)その他 一般 福西 一夫 神北(伊健)第27-146 平成29年10月6日 令和5年11月30日 平成11年10月29日
000028 2100021308 すし半　川西店 666-0015 川西市小花１丁目１１－１３ 7578913 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すし半 代表取締役 村山 芳勝 830-0033 福岡県久留米市天神町１４６番地 942383440 神北(伊健)第83-8 令和3年4月20日 令和9年5月31日 昭和51年4月23日
000028 2100021309 一二三旅館 666-0015 川西市小花１丁目１１－２ 7593689 飲食店営業(3)旅館 一般 西川 啓子 神北(伊健)第27-57 平成29年5月10日 令和5年5月31日 昭和56年3月3日
000028 2100021316 居酒屋　のんき 666-0015 川西市小花１丁目１４－１６ 7557574 飲食店営業(4)その他 一般 関口 淳 神北(伊健)第27-246 平成30年2月6日 令和6年2月29日 平成11年12月24日
000028 2100021320 パパさん食堂 666-0015 川西市小花１丁目２２－２ 7593529 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 笹木 正代 神北(伊健)第27-140 平成29年10月5日 令和5年11月30日 昭和56年11月21日
000028 2100021365 二葉 666-0015 川西市小花１丁目７－２ 7593693 飲食店営業(3)旅館 一般 辻本 満代 神北(伊健)第27-266 令和3年1月21日 令和9年2月28日 平成9年1月22日
000028 2100021382 手打そば小花庵 666-0015 川西市小花２丁目２２－１４ 7575045 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 永幡 史幸 神北(伊健)第27-211 令和2年1月16日 令和8年2月28日 平成8年1月24日
000028 2100021412 鳥栄商店 666-0015 川西市小花１丁目７－３ 7590481 飲食店営業(4)その他 一般 本城 幹一 神北(伊健)第27-8 平成31年4月10日 令和7年5月31日 平成13年3月6日
000028 2100021413 鳥栄商店 666-0015 川西市小花１丁目７－３ 7590481 食肉販売業 一般 本城 幹一 神北(伊健)第20-4 平成31年4月10日 令和7年5月31日 平成13年3月6日
000028 2100021424 スナックＩＫＵ 666-0016 川西市中央町１３－１０ 7584008 飲食店営業(4)その他 一般 池田 育子 神北(伊健)第1-241 令和4年8月16日 令和10年8月31日 令和4年8月16日
000028 2100021433 介護老人保健施設　ウエルハウス川西 666-0016 川西市中央町１５－２５ 7551031 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 布施マルタマフーズ株式会社 代表取締役 荻田 正博 578-0943 大阪府東大阪市若江南町３丁目６－７ 667285538 神北(伊健)第1-93 令和3年7月19日 令和9年8月31日 令和3年7月19日
000028 2100021442 きっちんぽっと 666-0016 川西市中央町２－１大百物産川西ビル１０１号 7585090 飲食店営業(4)その他 一般 泉 敏男 神北(伊健)第83-3 令和3年4月19日 令和9年5月31日 昭和59年4月5日
000028 2100021480 凡蔵 666-0016 川西市中央町８－３　三の蔵１Ｆ 7595258 飲食店営業(4)その他 一般 北澤 雅彦 神北(伊健)第27-24 令和2年4月16日 令和8年5月31日 平成8年4月11日
000028 2100021488 珈琲館　藍 666-0017 川西市火打１丁目１９－１８ 7570102 飲食店営業(4)その他 一般 木村 陽子 神北(伊健)第27-40 令和2年4月21日 令和8年5月31日 平成5年4月30日
000028 2100021502 ローソン川西火打２丁目店 666-0017 川西市火打２丁目２－１５ 7581006 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社桂商店 代表取締役 秋田 修一 666-0015 兵庫県川西市小花２丁目７－１シャンテ川西１号棟１０７号 7593353 神北(伊健)第1-513 令和5年1月27日 令和12年2月28日 令和5年1月27日
000028 2100021525 あじさい 666-0021 川西市栄根２－１－１０パークプラザビル３Ｆ３Ｄ号 7593199 飲食店営業(4)その他 一般 小島 隆子 神北(伊健)第27-245 平成30年2月6日 令和6年2月29日 平成4年2月14日
000028 2100021527 スナック喫茶ベル 666-0021 川西市栄根２丁目１－１０パークプラザビル２Ｆ 7582177 飲食店営業(4)その他 一般 上中 鈴子 神北(伊健)第27-49 平成29年4月25日 令和5年5月31日 平成3年3月22日
000028 2100021532 ＮＥＷ　ＨＡＲＬＥＹ 666-0021 川西市栄根２－１－１０パークプラザビル６ＦＢ 7590058 飲食店営業(4)その他 一般 内匠 弥緻子 神北(伊健)第27-79 平成29年7月11日 令和5年8月31日 平成11年8月19日
000028 2100021544 栄根タコ焼 666-0021 川西市栄根２丁目１０－１０ 7585838 飲食店営業(4)その他 一般 綿巻 美栄子 神北(伊健)第27-159 平成30年8月16日 令和6年8月31日 平成12年8月7日
000028 2100021548 吉野家川西店 666-0022 川西市下加茂１丁目１４－１４ 7401406 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社関西𠮷野家 代表取締役 渡邉 喜広 103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 356518601 神北(伊健)第27-218 令和2年1月17日 令和8年2月28日 平成7年12月11日
000028 2100021554 大漁川西店 666-0022 川西市下加茂１丁目２４－８ 7593988 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社大漁 代表取締役 竹藤 哲成 666-0022 兵庫県川西市下加茂１丁目２４番８号 7593988 神北(伊健)第1-265 令和4年8月26日 令和10年8月31日 令和4年8月26日
000028 2100021561 伊丹産業株式会社  川西食品センター 666-0022 川西市下加茂１丁目１３－１９ 7591212 菓子製造業 一般 伊丹産業株式会社 代表取締役 北嶋 太郎 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目５－１０ 7830001 神北(伊健)第6-44 令和3年10月13日 令和9年11月30日 令和3年10月13日
000028 2100021586 (株)藤田食品　第一工場 666-0023 川西市東久代２丁目２－１８ 7579207 豆腐製造業 一般 株式会社藤田食品 代表取締役 藤田 勝寛 666-0023 兵庫県川西市東久代２丁目２－１８ 7572332 神北(伊健)第17-1 令和4年7月22日 令和10年8月31日 令和4年7月22日
000028 2100021589 (株)藤田食品  本社工場 666-0023 川西市東久代２丁目６－５ 7572332 豆腐製造業 一般 株式会社藤田食品 代表取締役 藤田 勝寛 666-0023 兵庫県川西市東久代２丁目２－１８ 7572332 神北(伊健)第17-1 令和4年2月3日 令和10年2月29日 令和4年2月3日
000028 2100021590 (株)藤田食品  本社工場 666-0023 川西市東久代２丁目６－５ 7572332 清涼飲料水製造業 一般 株式会社藤田食品 代表取締役 藤田 勝寛 666-0023 兵庫県川西市東久代２丁目２－１８ 7572332 神北(伊健)第9-1 令和4年11月2日 令和10年11月30日 令和4年11月2日
000028 2100021598 バラード久代 666-0024 川西市久代１丁目２１－１ 7552544 飲食店営業(4)その他 一般 鈴木 紀代子 神北(伊健)第27-265 令和3年1月21日 令和9年2月28日 平成6年1月10日
000028 2100021609 有限会社　宝塚ハム工房 666-0024 川西市久代１丁目２６－５ 7588341 食肉製品製造業 一般 有限会社　宝塚ハム工房 取締役 小池 正則 666-0024 兵庫県宝塚市中山寺３丁目８－２１ 797860859 神北(伊健)第21-2 平成29年10月30日 令和5年11月30日 平成11年11月19日
000028 2100021610 有限会社　宝塚ハム工房 666-0024 川西市久代１丁目２６－５ 7588341 食肉処理業 一般 有限会社宝塚ハム工房 取締役 小池 正則 666-0024 兵庫県宝塚市中山寺３丁目８－２１ 797860859 神北(伊健)第5-4 令和5年2月2日 令和11年2月28日 令和5年2月2日
000028 2100021611 シロ 666-0024 川西市久代１丁目８－２７ 7599172 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩城 秀明 神北(伊健)第27-104 令和2年7月16日 令和8年8月31日 平成5年7月20日
000028 2100021629 ＭＯＥＭＯＮ（モエモン） 666-0024 川西市久代２丁目９－３５ハイツＫ 7555119 飲食店営業(4)その他 一般 北山 カオル 神北(伊健)第1-191 令和4年7月21日 令和10年8月31日 令和4年7月21日
000028 2100021646 お食事処　豊 666-0024 川西市久代３丁目１７－６ 7585184 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡林 豊明 神北(伊健)第27-184 令和2年10月16日 令和8年11月30日 平成5年10月8日
000028 2100021668 カラオケ　錦 666-0024 川西市久代４丁目２－４５ 7571137 飲食店営業(4)その他 一般 堀口 悦子 神北(伊健)第27-233 平成30年1月31日 令和6年2月29日 平成12年1月14日
000028 2100021673 ラウンジいのり 666-0024 川西市久代４丁目３－１１ 7571502 飲食店営業(4)その他 一般 祷 美代子 神北(伊健)第83-22 令和3年4月22日 令和9年5月31日 平成9年4月30日
000028 2100021676 絵夢 666-0024 川西市久代４丁目４－２３ジョイ一番館１Ｆ 7551919 飲食店営業(4)その他 一般 山田 和子 神北(伊健)第27-164 令和1年10月21日 令和7年11月30日 平成4年11月19日
000028 2100021689 焼トリ　大吉 666-0024 川西市久代４丁目５－３ 7585840 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 健一 神北(伊健)第1-364 令和4年10月27日 令和10年11月30日 令和4年10月27日
000028 2100021702 ミモザ 666-0024 川西市久代５丁目６－１ 7570318 飲食店営業(4)その他 一般 染谷 敏子 神北(伊健)第27-163 平成29年10月18日 令和5年11月30日 昭和61年10月17日
000028 2100021740 やよい給食 666-0025 川西市加茂２丁目１－３２ 7570588 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 口井 義博 神北(伊健)第27-223 令和2年10月26日 令和8年11月30日 昭和50年10月25日
000028 2100021749 ウィーンの森 666-0025 川西市加茂２丁目７－１２ 7598818 飲食店営業(4)その他 一般 青木 眞佐夫 神北(伊健)第27-23 令和2年4月16日 令和8年5月31日 平成5年5月14日
000028 2100021750 ウィーンの森 666-0025 川西市加茂２丁目７－１２ 7598818 菓子製造業 一般 青木 眞佐夫 神北(伊健)第3-7 令和2年4月16日 令和8年5月31日 平成5年5月14日
000028 2100021778 ジョリーパスタ　川西店 666-0025 川西市加茂６丁目１－８ 7405788 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　ジョリーパスタ 代表取締役 南 哲史 108-0075 東京都港区港南２丁目１８－１ 368338833 神北(伊健)第27-234 平成30年2月1日 令和6年2月29日 平成12年2月18日
000028 2100021791 ふれあい 666-0025 川西市加茂３丁目１３－２６ハピネス川西１Ｆ 7553320 喫茶店営業 一般 社会福祉法人　正心会 理事長 生駒 二郎 666-0152 兵庫県川西市丸山台３丁目５番地の６ 7942577 神北(伊健)第2-77 平成31年2月13日 令和7年2月28日 平成12年12月1日
000028 2100021798 喫茶　久 666-0026 川西市南花屋敷１丁目１１－１３ 7585683 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 仲 正雄 神北(伊健)第27-196 令和2年10月20日 令和8年11月30日 平成5年10月14日
000028 2100021834 笹岡 666-0026 川西市南花屋敷４丁目７－１９ 7584046 菓子製造業 一般 土居 春海 神北(伊健)第6-62 令和4年1月24日 令和10年2月29日 令和4年1月24日
000028 2100021839 やまもと 666-0031 川西市霞ケ丘２丁目２－１０ 7593933 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社鐘榮 代表取締役 高田 鉄也 666-0031 兵庫県川西市霞ケ丘２丁目２－１０ｼｮｳｴｲ 7593933 神北(伊健)第27-111 令和2年7月21日 令和8年8月31日 昭和53年7月6日
000028 2100021848 五色亭 666-0021 川西市栄根２丁目１－１０パークプラザビル１Ｆ 7577829 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 朴 秀男 神北(伊健)第1-366 令和4年1月20日 令和10年2月29日 令和4年1月20日
000028 2100021856 カツの店　花 666-0033 川西市栄町１０－５－１１９パルティ川西　１Ｆ　１１９号 7595404 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 濱田 透 神北(伊健)第27-48 平成30年5月8日 令和6年5月31日 昭和62年5月26日
000028 2100021873 鶴橋風月　川西店 666-0033 川西市栄町１１－１モザイクボックスＢ１ 7402522 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　イデア 代表取締役 五影 隆則 543-0028 大阪府大阪市天王寺区小橋町６－５ 643040213 神北(伊健)第1-364 令和4年1月20日 令和10年2月29日 令和4年1月20日
000028 2100021927 クーズコンセルボ川西・西口店 666-0033 川西市栄町２０－１ベルフローラかわにしウェスト１階１０３Ｂ 727571333 菓子製造業 一般 株式会社オカノベーカリー 代表取締役 岡野 吉純 671-0234 兵庫県姫路市御国野町国分寺３９１ 792539630 神北(伊健)第3-42 平成29年10月27日 令和5年11月30日 平成11年11月1日
000028 2100021929 クーズコンセルボ川西・西口店 666-0033 川西市栄町２０－１ベルフローラかわにしウェスト１階１０３Ｂ 7571333 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社オカノベーカリー 代表取締役 岡野 吉純 671-0234 兵庫県姫路市御国野町国分寺３９１ 792539630 神北(伊健)第27-172 平成29年10月27日 令和5年11月30日 平成11年11月1日
000028 2100021977 ちから餅 666-0033 川西市栄町２５－１アステ川西ＴＥＭＰＯ１７５内１０７号 7552106 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　おかもと 代表取締役 岡本 朋二 661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町１－１８－１４ 664215280 神北(伊健)第83-55 令和3年5月14日 令和9年5月31日 平成1年3月28日
000028 2100021978 ミスタードーナツ　川西能勢口店 666-0033 川西市栄町２５－１アステ川西ＴＥＭＰＯ１７５内１２５号 7552130 飲食店営業(4)その他 一般 ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯６番地 799743257 神北(伊健)第1-93 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 2100022015 川西阪急水産売場 666-0033 川西市栄町２６－１（株）阪急阪神百貨店　川西阪急 7571231 魚介類販売業 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663611381 神北(伊健)第4-5 令和3年5月17日 令和9年5月31日 平成1年3月15日
000028 2100022022 Ｅ階段調理場 666-0033 川西市栄町２６－１（株）阪急阪神百貨店　川西阪急 7571231 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663611381 神北(伊健)第83-66 令和3年5月17日 令和9年5月31日 平成1年3月15日
000028 2100022024 ハゲ天 666-0033 川西市栄町２６－１（株）阪急阪神百貨店　川西阪急 7571231 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663611381 神北(伊健)第83-67 令和3年5月17日 令和9年5月31日 平成1年3月15日
000028 2100022025 牛肉鶏肉 666-0033 川西市栄町２６－１（株）阪急阪神百貨店　川西阪急 7571231 食肉販売業 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663611381 神北(伊健)第3-4 令和3年5月17日 令和9年5月31日 平成1年3月7日
000028 2100022027 アンテノール 666-0033 川西市栄町２６－１（株）阪急阪神百貨店　川西阪急 7571231 菓子製造業 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663611381 神北(伊健)第6-20 令和3年5月17日 令和9年5月31日 平成1年3月15日
000028 2100022028 ドンク 666-0033 川西市栄町２６－１（株）阪急阪神百貨店　川西阪急 7571231 菓子製造業 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663611381 神北(伊健)第6-18 令和3年5月17日 令和9年5月31日 平成1年3月15日
000028 2100022032 惣菜厨房 666-0033 川西市栄町２６－１（株）阪急阪神百貨店　川西阪急 7571231 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663611381 神北(伊健)第83-56 令和3年5月17日 令和9年5月31日 平成1年3月15日
000028 2100022033 魚道楽 666-0033 川西市栄町２６－１（株）阪急阪神百貨店　川西阪急 7571231 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663611381 神北(伊健)第83-57 令和3年5月17日 令和9年5月31日 平成1年3月15日
000028 2100022035 グルメザマーケット 666-0033 川西市栄町２６－１（株）阪急阪神百貨店　川西阪急 7571231 魚介類販売業 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663611381 神北(伊健)第4-4 令和3年5月17日 令和9年5月31日 平成1年3月15日
000028 2100022036 御座候 666-0033 川西市栄町２６－１（株）阪急阪神百貨店　川西阪急 7571231 菓子製造業 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663611381 神北(伊健)第6-19 令和3年5月17日 令和9年5月31日 平成1年3月15日
000028 2100022041 たごさく 666-0033 川西市栄町２６－１（株）阪急阪神百貨店　川西阪急 7571231 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663611381 神北(伊健)第83-62 令和3年5月17日 令和9年5月31日 平成1年3月15日
000028 2100022044 川西阪急地下１階グルメザマーケット 666-0033 川西市栄町２６－１（株）阪急阪神百貨店　川西阪急 727571231 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663611381 神北(伊健)第1-58 令和5年4月26日 令和12年5月31日 令和5年4月26日
000028 2100022049 ＡＶＡＮＴＩ 666-0033 川西市栄町２７－２市営栄南団地２号棟１０６号 7585237 飲食店営業(4)その他 一般 宮崎 ふじ子 神北(伊健)第1-81 令和3年7月15日 令和9年8月31日 令和3年7月15日
000028 2100022060 勝 666-0033 川西市栄町４－９ 7570797 飲食店営業(4)その他 一般 蔵本 けい子 神北(伊健)第27-13 平成30年4月16日 令和6年5月31日 昭和62年4月3日
000028 2100022116 BOULANGERIE　餡 666-0035 川西市花屋敷２丁目５－１１ 7597797 菓子製造業 一般 小堆 了香 神北(伊健)第3-11 平成29年5月22日 令和5年5月31日 平成11年4月7日
000028 2100022117 BOULANGERIE　餡 666-0035 川西市花屋敷２丁目５－１１ 7597797 飲食店営業(4)その他 一般 小堆 了香 神北(伊健)第27-68 平成29年5月22日 令和5年5月31日 平成11年4月7日
000028 2100022130 こなか土産物店 666-0101 川西市黒川字奥山１－２ 7391102 菓子製造業 一般 小仲 房子 神北(伊健)第6-53 令和5年2月6日 令和11年2月28日 令和5年2月6日
000028 2100022133 はせや 666-0101 川西市黒川字針田６ 7380807 飲食店営業(3)旅館 一般 北野 正 神北(伊健)第27-142 平成30年8月2日 令和6年8月31日 昭和34年8月3日
000028 2100022171 季節割烹　鈴川 666-0105 川西市見野２丁目２８－２５ 7949201 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鈴川 淳一 神北(伊健)第27-171 平成30年8月29日 令和6年8月31日 昭和57年7月19日
000028 2100022183 松家 666-0105 川西市見野２丁目８－１４ 7947178 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松村 貴代子 神北(伊健)第27-236 令和2年1月30日 令和8年2月28日 昭和58年1月29日
000028 2100022185 ロスカ 666-0105 川西市見野２丁目８－１６ 7942575 飲食店営業(4)その他 一般 難波 賀代子 神北(伊健)第1-335 令和4年10月19日 令和10年11月30日 令和4年10月19日
000028 2100022206 お好み焼　和 666-0105 川西市見野３丁目８－２０米田第一ビル１Ｆ 7948091 飲食店営業(4)その他 一般 中西 和子 神北(伊健)第27-77 平成30年5月28日 令和6年5月31日 昭和62年4月8日
000028 2100022222 お惣菜デリカ　シェフほしの 666-0111 川西市大和東１丁目４４－５ 7954177 飲食店営業(4)その他 一般 星野 昭弘 神北(伊健)第27-3 平成30年4月11日 令和6年5月31日 平成12年3月8日



000028 2100022236 ひさご食堂 666-0111 川西市大和東４丁目１－１ 7942320 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中島 喜美子 神北(伊健)第27-49 平成30年5月8日 令和6年5月31日 昭和62年4月3日
000028 2100022244 永谷食品 666-0112 川西市大和西１丁目４－７ 7941848 魚介類販売業 一般 永谷 修 神北(伊健)第22-27 平成29年10月31日 令和5年11月30日 昭和61年10月31日
000028 2100022246 にんにくラーメン　三十郎 666-0112 川西市大和西１丁目４７－１ 7942651 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 間宮 敏彦 神北(伊健)第27-147 令和2年8月12日 令和8年8月31日 平成8年7月11日
000028 2100022251 CHAPPY HOUSE（ﾁｬｯﾋﾟｰ ﾊｳｽ） 666-0112 川西市大和西１丁目５－１１ 7948243 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 尾関 征枝 神北(伊健)第1-355 令和4年1月19日 令和10年2月29日 令和4年1月19日
000028 2100022256 北摂風菓　むらかみ 666-0112 川西市大和西１丁目５－７ 7945777 菓子製造業 一般 村上 照夫 神北(伊健)第3-91 令和2年1月16日 令和8年2月28日 昭和63年2月19日
000028 2100022258 生活協同組合コープこうべ　コープうねの 666-0112 川西市大和西１丁目６４－１ 7945501 食肉販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３番１９号 788561003 神北(伊健)第20-38 令和2年10月15日 令和8年11月30日 昭和63年10月19日
000028 2100022262 生活協同組合コープこうべ　コープうねの 666-0112 川西市大和西１丁目６４－１ 7945501 魚介類販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３番１９号 788561003 神北(伊健)第22-28 令和2年10月15日 令和8年11月30日 昭和63年10月19日
000028 2100022263 生活協同組合コープこうべ　コープうねの 666-0112 川西市大和西１丁目６４－１ 7945501 飲食店営業(4)その他 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３番１９号 788561003 神北(伊健)第27-182 令和2年10月15日 令和8年11月30日 平成8年10月18日
000028 2100022265 愛菜　うねの店 666-0112 川西市大和西１丁目６４－１ 7941441 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社コープフーズ 代表取締役 友重 伸和 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３番１９号 794956001 神北(伊健)第1-387 令和4年11月4日 令和11年11月30日 令和4年11月4日
000028 2100022279 上海楼 666-0112 川西市大和西２丁目１－１１ 7944724 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 油木 久直 神北(伊健)第27-207 平成30年1月15日 令和6年2月29日 昭和62年2月25日
000028 2100022291 日の出屋食品 666-0112 川西市大和西４丁目３－５ 7942914 魚介類販売業 一般 梶原 隆史 神北(伊健)第22-8 平成30年5月8日 令和6年5月31日 昭和49年4月11日
000028 2100022321 フレッシュストアー　丸忠 666-0116 川西市水明台１丁目１－１５９ 7921851 魚介類販売業 一般 株式会社丸忠 代表取締役 蒲原 種三郎 666-0116 兵庫県川西市水明台１丁目１－１５９ﾏﾙﾁｭｳ 7921081 神北(伊健)第22-43 令和3年2月25日 令和9年2月28日 平成8年12月10日
000028 2100022324 クイズン　スイメイカン 666-0116 川西市水明台１丁目１－１６０ 7923429 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松井 順子 神北(伊健)第27-175 令和1年10月29日 令和7年11月30日 昭和62年10月14日
000028 2100022334 ローソン川西水明台店 666-0116 川西市水明台１丁目１－１６６ 727939011 飲食店営業(4)その他 一般 福田 重行 神北(伊健)第27-144 平成29年10月6日 令和5年11月30日 平成3年11月25日
000028 2100022335 メゾン　ド　ルヴァン 666-0116 川西市水明台１丁目１－１９８ブルースカイビルディング１Ｆ 7936344 菓子製造業 一般 桜井 豊 神北(伊健)第3-86 令和3年1月29日 令和9年2月28日 平成9年2月3日
000028 2100022365 スリーＧ 666-0117 川西市東畦野２丁目１－２ 7949814 飲食店営業(4)その他 一般 京 哲吾 神北(伊健)第27-140 平成30年8月1日 令和6年8月31日 平成4年8月31日
000028 2100022465 じゅうじゅう 666-0121 川西市平野２丁目９－１８ 7938881 飲食店営業(4)その他 一般 川田 和子 神北(伊健)第27-139 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成12年6月5日
000028 2100022473 居酒屋　わらじ 666-0121 川西市平野３丁目１６－１１多田ビル１F 7922671 飲食店営業(4)その他 一般 佐藤 さとみ 神北(伊健)第27-203 平成30年10月31日 令和6年11月30日 平成12年10月31日
000028 2100022505 幸寿司 666-0123 川西市鼓が滝１丁目２８－２３ 7937829 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 横尾 正樹 神北(伊健)第1-391 令和4年1月28日 令和10年2月29日 令和4年1月28日
000028 2100022510 ゆきずり 666-0123 川西市鼓が滝１丁目２８－３１ 7923443 飲食店営業(4)その他 一般 濱嶋 淺江 神北(伊健)第27-158 平成29年10月13日 令和5年11月30日 平成11年11月26日
000028 2100022564 豊嶋 666-0124 川西市多田桜木１丁目８－２４ 7935354 飲食店営業(4)その他 一般 豊嶋 幸子 神北(伊健)第27-135 平成30年7月30日 令和6年8月31日 昭和52年7月15日
000028 2100022574 イズミヤ多田店 666-0124 川西市多田桜木１丁目８－３ 7933773 飲食店営業(4)その他 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663037497 神北(伊健)第1-110 令和4年5月17日 令和10年5月31日 令和4年5月17日
000028 2100022578 イズミヤ多田店 666-0124 川西市多田桜木１丁目８－３ 7933773 魚介類販売業 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663037497 神北(伊健)第4-3 令和4年5月17日 令和10年5月31日 令和4年5月17日
000028 2100022579 イズミヤ多田店 666-0124 川西市多田桜木１丁目８－３ 7933773 食肉販売業 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663037497 神北(伊健)第3-3 令和4年5月17日 令和10年5月31日 令和4年5月17日
000028 2100022596 ひょうたん屋 666-0124 川西市多田桜木２丁目１０－３８土谷文化１Ｆ 7921417 飲食店営業(4)その他 一般 小林 真理子 神北(伊健)第27-143 令和1年10月10日 令和7年11月30日 昭和57年9月8日
000028 2100022598 株式会社　珉王 666-0124 川西市多田桜木２丁目１－１１吉岡ビル１Ｆ 7939735 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社珉王 代表取締役 永井野 義利 666-0125 兵庫県川西市新田３丁目１６－８ 7920034 神北(伊健)第1-208 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日
000028 2100022611 ムーン・ライト 666-0124 川西市多田桜木２丁目１－２７堀田ビル１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 角田 雅美 神北(伊健)第1-182 令和4年7月19日 令和10年8月31日 令和4年7月19日
000028 2100022632 餃子の王将多田店 666-0124 川西市多田桜木２丁目３－３１ 7933760 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社王将フードサービス 代表取締役 渡邊 直人 607-8307 京都府京都市山科区西野山射庭ノ上町２９４－１ 755921411 神北(伊健)第1-67 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 2100022636 集い 666-0124 川西市多田桜木２丁目６－１８新和コーポ１０３号 7939891 飲食店営業(4)その他 一般 蛯原 保子 神北(伊健)第27-228 令和2年1月23日 令和8年2月28日 平成5年2月26日
000028 2100022638 桃八 666-0124 川西市多田桜木２丁目３－２８リバーサイド岡田ビル１Ｆ 7923163 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 八坂 佳秀 神北(伊健)第27-131 令和2年7月31日 令和8年8月31日 平成8年7月8日
000028 2100022668 ふじ 666-0125 川西市新田１丁目３－７ 7931416 飲食店営業(4)その他 一般 池本 エミ子 神北(伊健)第27-93 平成30年7月10日 令和6年8月31日 昭和46年6月15日
000028 2100022680 お食事処　みつおか 666-0125 川西市新田２丁目３－１５ 7923530 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三岡 順平 神北(伊健)第27-115 平成29年8月1日 令和5年8月31日 平成3年8月21日
000028 2100022686 ほていや 666-0127 川西市多田院１丁目２－１ 727930006 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田附 康人 神北(伊健)第1-42 令和5年4月20日 令和11年5月31日 令和5年4月20日
000028 2100022687 えびすや 666-0126 川西市多田院２丁目１－１９ 7930214 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 向野 弘子 神北(伊健)第1-408 令和4年2月4日 令和10年2月29日 令和4年2月4日
000028 2100022712 日本料理　瑞 666-0129 川西市緑台２丁目１－８３ 7937691 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上阪 洋一 神北(伊健)第1-420 令和4年2月16日 令和10年2月29日 令和4年2月16日
000028 2100022717 (株)十八屋 666-0129 川西市緑台２丁目２－１１９ 7931922 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社十八屋 代表取締役 比嘉 武正 666-0129 兵庫県川西市緑台２丁目２－１１９ 7931922 神北(伊健)第27-269 令和3年1月22日 令和9年2月28日 昭和54年2月10日
000028 2100022718 (株)十八屋 666-0129 川西市緑台２丁目２－１１９ 7931922 食肉販売業 一般 株式会社十八屋 代表取締役 比嘉 武正 666-0129 兵庫県川西市緑台２丁目２－１１９ 7931922 神北(伊健)第20-54 令和3年1月22日 令和9年2月28日 昭和54年2月10日
000028 2100022733 株式会社西友　多田店　若菜 666-0129 川西市緑台５丁目１－１０８ 7928341 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社西友 代表取締役 大久保 恒夫 115-0045 東京都北区赤羽２丁目１番１号 335987000 神北(伊健)第27-47 平成29年4月25日 令和5年5月31日 平成11年4月27日
000028 2100022745 アールズ・コート 666-0129 川西市緑台６丁目１－３ 7936202 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 倉元 一子 神北(伊健)第27-282 令和3年1月27日 令和9年2月28日 平成8年12月12日
000028 2100022749 株式会社西友　多田店 666-0129 川西市緑台５丁目１－１０８ 7930331 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社西友 代表取締役 大久保 恒夫 115-0045 東京都北区赤羽２丁目１番１号 335987000 神北(伊健)第27-243 平成31年2月6日 令和7年2月28日 平成13年2月14日
000028 2100022751 株式会社西友　多田店 666-0129 川西市緑台５丁目１－１０８ 7930331 魚介類販売業 一般 株式会社西友 代表取締役 大久保 恒夫 115-0045 東京都北区赤羽２丁目１番１号 335987000 神北(伊健)第22-52 平成31年2月6日 令和7年2月28日 平成13年2月14日
000028 2100022769 回転江戸前すし　とれとれ屋　多田店 666-0131 川西市矢問３丁目２２－４ 7936600 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社音羽 代表取締役 田舞 登志徳 561-0836 大阪府豊中市庄内宝町２－１－１ 663353400 神北(伊健)第27-183 平成29年11月8日 令和5年11月30日 平成11年11月10日
000028 2100022814 介護老人保健施設　ウエルハウス清和台 666-0142 川西市清和台東２丁目１－２ 7998811 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 布施マルタマフーズ株式会社 代表取締役 荻田 正博 578-0943 大阪府東大阪市若江南町３丁目６－７ 667287401 神北(伊健)第27-100 平成29年7月21日 令和5年8月31日 平成11年7月7日
000028 2100022842 むつ美 666-0142 川西市清和台東４丁目２－６７ 7994953 飲食店営業(4)その他 一般 福武 弘子 神北(伊健)第27-251 平成30年2月22日 令和6年2月29日 平成4年1月18日
000028 2100022852 おおくに 666-0143 川西市清和台西２丁目１－５８ 7981460 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大国 栄子 神北(伊健)第27-155 令和2年8月19日 令和8年8月31日 平成8年7月22日
000028 2100022866 パンドオル 666-0143 川西市清和台西４丁目１－１０ 7994040 菓子製造業 一般 石原 隆太 神北(伊健)第6-30 令和4年10月19日 令和10年11月30日 令和4年10月19日
000028 2100022873 ローソン川西清和台西店 666-0143 川西市清和台西５丁目１－１７ 7980395 飲食店営業(4)その他 一般 万能有限会社 代表取締役 加藤 仁哉 666-0125 兵庫県川西市新田２丁目１－１２ 7930012 神北(伊健)第1-535 令和5年2月7日 令和12年2月28日 令和5年2月7日
000028 2100022883 サンマルク川西けやき坂店 666-0145 川西市けやき坂１丁目２－１４ 7996309 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 竹内マネージメント株式会社 代表取締役 榎本 伸二 652-0853 兵庫県神戸市兵庫区今出在家町１丁目２－４ 786712861 神北(伊健)第27-60 令和2年5月1日 令和8年5月31日 平成8年3月4日
000028 2100022884 サンマルク川西けやき坂店 666-0145 川西市けやき坂１丁目２－１４ 7996309 菓子製造業 一般 竹内マネージメント株式会社 代表取締役 榎本 伸二 652-0853 兵庫県神戸市兵庫区今出在家町１丁目２－４ 786712861 神北(伊健)第3-19 令和2年5月1日 令和8年5月31日 平成8年3月4日
000028 2100022891 サンゴルフクラブ 666-0148 川西市赤松字中才１８６ 7992001 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 仲 英二 神北(伊健)第27-156 平成29年10月13日 令和5年11月30日 昭和56年9月17日
000028 2100022904 ジョリーパスタ　日生中央店 666-0152 川西市丸山台１丁目７－５ 7916811 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ジョリーパスタ 代表取締役 南 哲史 108-0075 東京都港区港南２丁目１８番１号 368338833 神北(伊健)第27-106 平成30年7月19日 令和6年8月31日 平成12年8月22日
000028 2100022925 一般社団法人鳴尾ゴルフ倶楽部 666-0155 川西市西畦野字金ケ谷１－４ 7941011 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一般社団法人鳴尾ゴルフ倶楽部 代表理事 筏 純一 666-0155 兵庫県川西市西畦野字金ケ谷１－４ 7941011 神北(伊健)第27-173 令和2年10月14日 令和8年11月30日 昭和47年10月24日
000028 2100022926 スナック　順 666-0155 川西市西畦野２丁目２５－１９ 7940113 飲食店営業(4)その他 一般 白川 順子 神北(伊健)第27-174 令和2年10月14日 令和8年11月30日 昭和58年11月18日
000028 2100022931 グリーンヒル 666-0155 川西市西畦野南山２ 7934522 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 野原興産株式会社 代表取締役 野原 和憲 560-0013 大阪府豊中市上野東３丁目１２－３４ 668499962 神北(伊健)第1-369 令和4年10月28日 令和10年11月30日 令和4年10月28日
000028 2100022935 天然温泉石道 666-0156 川西市石道字下垣内２１６－１ 7990138 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社　天然温泉石道 代表取締役 渡邉 浩一 666-0156 兵庫県川西市石道字下垣内２１６－１ 7990138 神北(伊健)第27-155 令和1年10月16日 令和7年11月30日 平成4年9月30日
000028 2100022939 スタート喫茶 666-0201 川辺郡猪名川町杉生字岩掛１－１３関西軽井沢ゴルフ倶楽部内 7690201 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 猪名川開発株式会社 代表取締役 新井 健文 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中３丁目４番４０号 666321121 神北(伊健)第27-165 令和1年10月21日 令和7年11月30日 昭和62年11月30日
000028 2100022940 関西軽井沢ゴルフ倶楽部  レストラン　しげ 666-0201 川辺郡猪名川町杉生字岩掛１－１３関西軽井沢ゴルフ倶楽部内 7690201 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 猪名川開発株式会社 代表取締役 新井 健文 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中３丁目４番４０号 666321121 神北(伊健)第1-391 令和4年11月7日 令和10年11月30日 令和4年11月7日
000028 2100022952 ペンションきのこ園 666-0204 川辺郡猪名川町柏原字石原田４－１ 7690760 飲食店営業(3)旅館 一般 田中 正夫 神北(伊健)第27-103 平成29年7月24日 令和5年8月31日 昭和61年8月30日
000028 2100022956 喜多商店 666-0214 川辺郡猪名川町清水字広瀬９－１ 7690505 魚介類販売業 一般 喜多 昭好 神北(伊健)第22-41 令和3年1月29日 令和9年2月28日 平成9年1月24日
000028 2100022957 すし好 666-0214 川辺郡猪名川町清水字広瀬９－１ 7690414 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 喜多 昭好 神北(伊健)第27-289 令和3年1月29日 令和9年2月28日 昭和48年1月12日
000028 2100022966 酒菜お食事処　しまや 666-0215 川辺郡猪名川町島字前田１１ 7690408 飲食店営業(4)その他 一般 平尾 敏哉 神北(伊健)第27-201 令和2年1月15日 令和8年2月28日 昭和63年1月28日
000028 2100022973 里の家 666-0215 川辺郡猪名川町島字内垣内２３ 7690275 飲食店営業(3)旅館 一般 平尾 千賀 神北(伊健)第27-285 令和3年1月28日 令和9年2月28日 平成1年1月19日
000028 2100022975 仲しい茸園 666-0223 川辺郡猪名川町木間生字西山１－１ 7680055 飲食店営業(4)その他 一般 仲 織枝 神北(伊健)第27-149 平成30年8月8日 令和6年8月31日 平成12年8月17日
000028 2100022986 株式会社　いながわフレッシュパーク  道の駅　いながわ 666-0224 川辺郡猪名川町万善字竹添７０－１ 727678600 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社いながわフレッシュパーク 代表取締役 奥田 貢 666-0224 兵庫県川辺郡猪名川町万善字竹添７０番地の１ 727678600 神北(伊健)第27-197 平成30年10月23日 令和6年11月30日 平成12年10月27日
000028 2100022987 株式会社　いながわフレッシュパーク  道の駅　いながわ 666-0224 川辺郡猪名川町万善字竹添７０－１ 727678600 めん類製造業 一般 株式会社いながわフレッシュパーク 代表取締役 奥田 貢 666-0224 兵庫県川辺郡猪名川町万善字竹添７０番地の１ 727678600 神北(伊健)第13-2 平成30年10月23日 令和6年11月30日 平成12年10月27日
000028 2100022988 株式会社　いながわフレッシュパーク  道の駅　いながわ 666-0224 川辺郡猪名川町万善字竹添７０－１ 727678600 菓子製造業 一般 株式会社いながわフレッシュパーク 代表取締役 奥田 貢 666-0224 兵庫県川辺郡猪名川町万善字竹添７０番地の１ 727678600 神北(伊健)第3-79 平成30年10月23日 令和6年11月30日 平成12年10月27日
000028 2100023024 かわら屋 666-0233 川辺郡猪名川町紫合字街東６４５－１ 7667374 飲食店営業(4)その他 一般 大西 三四子 神北(伊健)第27-48 平成29年4月25日 令和5年5月31日 平成3年3月11日
000028 2100023056 木かげ 666-0236 川辺郡猪名川町北田原字宮ノ西４０９ 7660577 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西田 とし子 神北(伊健)第27-255 令和2年2月7日 令和8年2月28日 昭和57年12月9日
000028 2100023075 まんか旅館 666-0244 川辺郡猪名川町上野字西垣内３９－１ 7660011 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社　まんか 代表取締役 福中 祥章 666-0244 兵庫県川辺郡猪名川町上野字町廻１４番地の１ 7660011 神北(伊健)第27-242 平成30年2月5日 令和6年2月29日 平成3年12月10日
000028 2100023079 料理旅館　おくだ屋 666-0244 川辺郡猪名川町上野字北畑２ 7660026 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社　おくだ屋 代表取締役 奥田 稔 666-0244 兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑２ 7660026 神北(伊健)第27-192 平成29年11月16日 令和5年11月30日 昭和61年11月28日
000028 2100023081 松弥食堂 666-0244 川辺郡猪名川町上野字北畑４２ 7660036 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中井 三和子 神北(伊健)第1-231 令和4年8月9日 令和10年8月31日 令和4年8月9日
000028 2100023086 かっぱ鎌倉 666-0251 川辺郡猪名川町若葉１丁目２－６三栄パークタウンビル２Ｆ２０６号 7663186 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中元 毅 神北(伊健)第1-176 令和4年7月15日 令和10年8月31日 令和4年7月15日
000028 2100023090 喫茶ＮＩＣＥＤＡＹ 666-0251 川辺郡猪名川町若葉１丁目３０－１１ 7665070 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 倉ケ市 弘美 神北(伊健)第27-167 令和1年10月23日 令和7年11月30日 昭和62年11月24日
000028 2100023104 味工房 いはら 666-0252 川辺郡猪名川町広根字野尻２４－３ 7660325 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 伊原産業株式会社 代表取締役 伊原 元一 666-0252 兵庫県川辺郡猪名川町広根字野尻２４－３ 7660325 神北(伊健)第27-242 令和2年2月3日 令和8年2月28日 昭和58年2月28日
000028 2100023114 株式会社　観月荘 666-0253 川辺郡猪名川町差組字大平井１３１ 7660057 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　観月荘 代表取締役 高岡 美津子 666-0253 兵庫県川辺郡猪名川町差組字大平井１３１ 7660057 神北(伊健)第27-180 平成29年11月7日 令和5年11月30日 平成3年11月18日
000028 2100023118 猪名川社員食堂　５０ 666-0257 川辺郡猪名川町白金１丁目１－２ 7663990 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中央フードサービス株式会社 代表取締役 苅田 芳明 553-0005 大阪府大阪市福島区野田２丁目１４－１０ 664621782 神北(伊健)第27-144 令和2年8月7日 令和8年8月31日 平成8年7月10日
000028 2100023186 阪急オアシス日生中央店 666-0261 川辺郡猪名川町松尾台１丁目２－１ 7661931 食肉販売業 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457558 神北(伊健)第3-10 令和3年10月19日 令和9年11月30日 令和3年10月19日
000028 2100023188 阪急オアシス日生中央店 666-0261 川辺郡猪名川町松尾台１丁目２－１ 7661931 魚介類販売業 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457558 神北(伊健)第4-9 令和3年10月19日 令和9年11月30日 令和3年10月19日
000028 2100023206 鮨ひなせ 666-0261 川辺郡猪名川町松尾台４丁目２－６ 7665229 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 畑田 正俊 神北(伊健)第83-23 令和3年4月22日 令和9年5月31日 平成1年4月15日
000028 2100023237 幹 666-0014 川西市小戸２丁目３－１２ 7577370 飲食店営業(4)その他 一般 益田 トキ子 神北(伊健)第27-9 平成31年4月11日 令和7年5月31日 平成13年4月6日
000028 2100023268 ベッカライ　テーオ 666-0105 川西市見野１丁目１９－１能勢電鉄山下駅１Ｆ 7953215 飲食店営業(4)その他 一般 三宅 輝生 神北(伊健)第27-19 平成31年4月18日 令和7年5月31日 平成13年5月2日
000028 2100023269 ベッカライ　テーオ 666-0105 川西市見野１丁目１９－１能勢電鉄山下駅１Ｆ 7953215 菓子製造業 一般 三宅 輝生 神北(伊健)第3-6 平成31年4月18日 令和7年5月31日 平成13年5月2日
000028 2100023276 萌木 666-0111 川西市大和東１丁目６４－４ 7949371 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 塚本 亮子 神北(伊健)第27-61 令和1年5月22日 令和7年5月31日 平成13年5月9日
000028 2100023277 てれさ 666-0021 川西市栄根２丁目４－１８ 7591386 飲食店営業(4)その他 一般 関口 美枝子 神北(伊健)第27-54 令和1年5月20日 令和7年5月31日 平成13年5月16日
000028 2100023280 福屋 666-0244 川辺郡猪名川町上野字西垣内３９－１ 7660011 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　まんか 代表取締役 福中 祥章 666-0244 兵庫県川辺郡猪名川町上野字町廻１４番地の１ 7660011 神北(伊健)第27-25 平成31年4月22日 令和7年5月31日 平成13年5月28日
000028 2100023287 日本料理　瑞 666-0129 川西市緑台２丁目２－１１８ 7937691 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上阪 洋一 神北(伊健)第27-68 令和1年7月3日 令和7年8月31日 平成13年6月4日
000028 2100023288 本家かまどや　イワヤ店 666-0224 川辺郡猪名川町万善字岩屋１６２－５ 7678978 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 中西 喜信 神北(伊健)第27-6 平成31年4月9日 令和7年5月31日 平成13年5月31日
000028 2100023320 川西阪急　社員食堂 666-0033 川西市栄町２６－１川西阪急５Ｆ 7561889 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ハートダイニング 代表取締役 小林 賢 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 664866041 神北(伊健)第27-114 令和1年8月14日 令和7年8月31日 平成13年7月30日
000028 2100023321 川西の和がや 666-0024 川西市久代２丁目１４－１ 7554588 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　けんじフードサービス 代表取締役 森脇 和成 677-0052 兵庫県西脇市和田町２５３ 795231958 神北(伊健)第27-82 令和1年7月12日 令和7年8月31日 平成13年8月3日
000028 2100023323 本格炭火焼肉　でん　川西店 666-0024 川西市久代２丁目１４－２ 7568929 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　ゼンショク 代表取締役 大石 重己 567-0888 大阪府茨木市駅前１丁目４番３０号 726313222 神北(伊健)第27-117 令和1年8月20日 令和7年8月31日 平成13年8月6日
000028 2100023347 友好 666-0033 川西市栄町９－２改良住宅Ｄ棟１０４号 7554880 飲食店営業(4)その他 一般 福下 芳照 神北(伊健)第27-148 令和1年10月11日 令和7年11月30日 平成13年10月2日
000028 2100023349 能勢　妙見山　星嶺 666-0101 川西市黒川字奥山４６７ 7390991 飲食店営業(4)その他 露店40L 新實 信導 神北(伊健)第1-271 令和3年11月1日 令和9年11月30日 令和3年11月1日
000028 2100023368 プティフール 666-0033 川西市栄町２５－１アステ川西　１Ｆ 7552340 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　チェサピーク 代表取締役 川口 星美 666-0129 兵庫県川西市緑台５丁目１－２ 7932244 神北(伊健)第27-180 令和1年11月5日 令和7年11月30日 平成13年11月6日
000028 2100023369 プティフール 666-0033 川西市栄町２５－１アステ川西　１Ｆ 7552340 菓子製造業 一般 株式会社　チェサピーク 代表取締役 川口 星美 666-0129 兵庫県川西市緑台５丁目１－２ 7932244 神北(伊健)第3-83 令和1年11月5日 令和7年11月30日 平成13年11月6日
000028 2100023371 照月堂 666-0255 川辺郡猪名川町猪渕字蔵元１０１ 7660823 菓子製造業 一般 辰已 和彦 神北(伊健)第3-73 令和1年10月16日 令和7年11月30日 平成13年11月9日
000028 2100023390 阪急オアシス日生中央店（寿司コーナー） 666-0261 川辺郡猪名川町松尾台１丁目２－１ 7661931 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457558 神北(伊健)第27-237 令和2年1月30日 令和8年2月28日 平成13年12月6日
000028 2100023433 焼鳥 居酒屋 山鳩 666-0123 川西市鼓が滝１丁目２８－３ 7922345 飲食店営業(4)その他 一般 末永 伸二 神北(伊健)第27-26 令和2年4月16日 令和8年5月31日 平成14年3月6日
000028 2100023956 スシロー川西山下店 666-0105 川西市見野３丁目８－２４ 7953205 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社あきんどスシロー 代表取締役 新居 耕平 564-0063 大阪府吹田市江坂町１丁目２２番２号 663681001 神北(伊健)第27-15 令和2年4月15日 令和8年5月31日 平成14年3月22日
000028 2100024156 ２×９＝１８（ニクジュウハチ） 666-0121 川西市平野２丁目１１－１２増田第二ビル１Ｆ 7924298 飲食店営業(4)その他 一般 坂本 和明 神北(伊健)第27-44 令和2年4月23日 令和8年5月31日 平成14年3月29日
000028 2100024160 カザン・ヴォ－ 666-0143 川西市清和台西１丁目５－６１ 7748321 菓子製造業 一般 新里 博志 神北(伊健)第3-15 令和2年4月23日 令和8年5月31日 平成14年4月10日
000028 2100024244 三浦牧場直販店 666-0105 川西市見野２丁目１４－２０ 7944129 魚介類販売業 一般 三浦 佐平 神北(伊健)第22-25 令和2年8月18日 令和8年8月31日 平成14年7月3日
000028 2100024245 三浦牧場直販店 666-0105 川西市見野２丁目１４－２０ 7944129 食肉販売業 一般 三浦 佐平 神北(伊健)第20-31 令和2年8月18日 令和8年8月31日 平成14年7月3日
000028 2100024296 セブン-イレブン　猪名川北田原店 666-0236 川辺郡猪名川町北田原３１１－７ 7652611 飲食店営業(4)その他 一般 田中 利夫 神北(伊健)第27-114 令和2年7月22日 令和8年8月31日 平成14年8月23日
000028 2100024422 正愛病院 666-0024 川西市久代２丁目５－３４ 7585821 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 淀川食品株式会社 代表取締役 田村 隆 532-0036 大阪府大阪市淀川区三津屋中１丁目１番２号 663016831 神北(伊健)第27-222 令和2年10月26日 令和8年11月30日 平成14年9月26日
000028 2100024444 アミ 666-0121 川西市平野１丁目１－３ 7937433 菓子製造業 一般 頼重 満 神北(伊健)第3-55 令和2年10月12日 令和8年11月30日 平成14年10月29日
000028 2100024463 居酒屋　源 666-0023 川西市東久代２丁目１３－１ 7552571 飲食店営業(4)その他 一般 坂本 力 神北(伊健)第27-192 令和2年10月19日 令和8年11月30日 平成14年11月19日
000028 2100024484 中華料理　龍ちゃん 666-0155 川西市西畦野２丁目２５－１８ 7943739 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社鳳紀 代表取締役 喜田 陽子 666-0142 兵庫県川西市清和台東２丁目１－１０清和台センターハイツＭ棟４０５号 7995569 神北(伊健)第27-270 令和3年1月22日 令和9年2月28日 平成14年12月24日
000028 2100024522 阪急オアシス日生中央店 666-0261 川辺郡猪名川町松尾台１丁目２－１ 7661931 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457558 神北(伊健)第83-39 令和3年4月30日 令和9年5月31日 平成15年3月27日
000028 2100024526 Ｆｏｒ　Ｙｏｕ 666-0021 川西市栄根２丁目１－１０パークプラザビル６Ａ号 7567855 飲食店営業(4)その他 一般 市場 幸恵 神北(伊健)第83-36 令和3年4月28日 令和9年5月31日 平成15年3月28日
000028 2100024549 すずらん 666-0033 川西市栄町３－６ 7555124 飲食店営業(4)その他 一般 島田 由香里 神北(伊健)第83-35 令和3年4月28日 令和9年5月31日 平成15年5月7日
000028 2100024579 (株)三栄ケアサービス　おおむち 666-0138 川西市西多田２丁目２－８ 7929918 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 樋口 勉 神北(伊健)第83-1 令和3年4月13日 令和9年5月31日 平成15年5月27日
000028 2100024595 居酒屋きらく 666-0014 川西市小戸２丁目３－１２ 7573459 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 後藤 良子 神北(伊健)第神北(伊健)第1-80 令和3年7月15日 令和9年8月31日 令和3年7月15日



000028 2100024616 ローソン猪名川町差組店 666-0253 川辺郡猪名川町差組字向イ１８４ 7661877 飲食店営業(4)その他 一般 万能有限会社 代表取締役 加藤 仁哉 666-0125 兵庫県川西市新田２丁目１－１２ 7930012 神北(伊健)第1-243 令和4年8月17日 令和11年8月31日 令和4年8月17日
000028 2100024625 こころ 666-0014 川西市小戸２丁目４－４ 7405333 飲食店営業(4)その他 一般 宮田 和子 神北(伊健)第1-118 令和3年7月28日 令和9年8月31日 令和3年7月28日
000028 2100024626 ラウンジ美佐 666-0121 川西市平野３丁目２－５イワオビル７番館２０２ 7928014 飲食店営業(4)その他 一般 白石 美佐代 神北(伊健)第1-132 令和3年8月2日 令和9年8月31日 令和3年8月2日
000028 2100024652 サン・エトワール猪名川店 666-0233 川辺郡猪名川町紫合字堂田３３９－１ 7653303 菓子製造業 一般 森下 安子 神北(伊健)第6-40 令和3年10月6日 令和9年11月30日 令和3年10月6日
000028 2100024683 攏園 666-0033 川西市栄町２－２０ 7589738 飲食店営業(4)その他 一般 南 隆 神北(伊健)第1-218 令和3年10月12日 令和9年11月30日 令和3年10月12日
000028 2100024695 京風炉端　花格子阪急川西店 666-0015 川西市小花１丁目１－１０ベルフローラかわにしイースト１１７ 7591157 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 サカイ商事株式会社 代表取締役 酒井 正樹 563-0055 大阪府池田市菅原町２丁目５ 7524160 神北(伊健)第1-237 令和3年10月18日 令和9年11月30日 令和3年10月18日
000028 2100024701 ダイニング　グランド花 666-0025 川西市加茂１丁目１９－５ 7571195 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 堀池 周司 神北(伊健)第1-216 令和3年10月12日 令和9年11月30日 令和3年10月12日
000028 2100024705 カンエー亭 666-0014 川西市小戸１－１－３ 7576355 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉井 利明 神北(伊健)第1-250 令和3年10月21日 令和9年11月30日 令和3年10月21日
000028 2100024729 サイゼリヤ川西矢問店 666-0131 川西市矢問３丁目２２－７ 7901156 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社サイゼリヤ 代表取締役 正垣 泰彦 342-0008 埼玉県吉川市旭２番地５ 489919611 神北(伊健)第1-353 令和4年1月18日 令和10年2月29日 令和4年1月18日
000028 2100024759 ユウカリ福祉会猪名川園 666-0214 川辺郡猪名川町清水字寺ノ前５１ 7690084 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ラフト 代表取締役 濱嶋 一陽 654-0041 兵庫県神戸市須磨区古川町１丁目３－１６ 787397311 神北(伊健)第1-337 令和4年1月11日 令和10年2月29日 令和4年1月11日
000028 2100024765 おがわ食堂 666-0014 川西市小戸１丁目４－１１ 7597739 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小川 正俊 神北(伊健)第1-341 令和4年1月13日 令和10年2月29日 令和4年1月13日
000028 2100024773 焼肉屋　右近 666-0124 川西市多田桜木２丁目１－２１ディンプル多田１Ｆ 7923752 飲食店営業(4)その他 一般 本田 浩二 神北(伊健)第1-349 令和4年1月14日 令和10年2月29日 令和4年1月14日
000028 2100024779 Snack　愛 666-0123 川西市鼓が滝１丁目３－１８ハイム鼓が滝１０１号 7924819 飲食店営業(4)その他 一般 山本 愛 神北(伊健)第1-32 令和4年4月14日 令和10年5月31日 令和4年4月14日
000028 2100024783 八番館 666-0257 川辺郡猪名川町白金３丁目１６－２ 7667462 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石部 勝美 神北(伊健)第1-80 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 2100024822 ブ－ランジェリー　タケオカ 666-0112 川西市大和西１丁目６６－３大橋ビル２Ｆ 7944617 菓子製造業 一般 武岡 俊昭 神北(伊健)第6-10 令和4年5月10日 令和10年5月31日 令和4年5月10日
000028 2100024836 尼崎信用金庫　川西支店　従業員食堂 666-0015 川西市小花１丁目４－９尼崎信用金庫川西支店２Ｆ 7593811 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 代表取締役 山田 智治 105-0014 東京都調布市調布ヶ丘３丁目６番地３ 366325026 神北(伊健)第1-123 令和4年5月24日 令和10年5月31日 令和4年5月24日
000028 2100024839 吉野家 173号線 川西多田店 666-0121 川西市平野２丁目５－６ 7901203 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社関西𠮷野家 代表取締役 渡邉 喜広 103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町３６番２号 356518601 神北(伊健)第1-98 令和4年5月12日 令和10年5月31日 令和4年5月12日
000028 2100024846 喫茶「あおぞら」 666-0017 川西市火打１丁目１－４ 7557252 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人みち 理事長 安田 忠司 666-0013 兵庫県川西市美園町１２－１１ 7551273 神北(伊健)第1-58 令和4年4月22日 令和10年5月31日 令和4年4月22日
000028 2100024869 猪名川町障害者多機能型事業所  希望の家　すばる 666-0236 川辺郡猪名川町北田原字南山１４－２ 7662525 菓子製造業 一般 社会福祉法人猪名川町社会福祉協議会 理事長 村山 興治 666-0236 兵庫県川辺郡猪名川町北田原字南山１４番地の２（猪名川町総合福祉センター内） 7662525 神北(伊健)第6-18 令和4年8月4日 令和10年8月31日 令和4年8月4日
000028 2100024875 アローム多田 666-0124 川西市多田桜木１丁目８－３イズミヤＳＣ内 7925332 菓子製造業 一般 株式会社オイシス 代表取締役 池野 正明 653-0022 兵庫県神戸市長田区東尻池町２－５－３ 7818269 神北(伊健)第6-19 令和4年8月9日 令和10年8月31日 令和4年8月9日
000028 2100024876 アローム多田 666-0124 川西市多田桜木１丁目８－３イズミヤＳＣ内 7925332 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社オイシス 代表取締役 池野 正明 653-0022 兵庫県神戸市長田区東尻池町２－５－３ 7818269 神北(伊健)第1-232 令和4年8月9日 令和10年8月31日 令和4年8月9日
000028 2100024893 わいるど　ふぁ～む 666-0121 川西市平野３丁目２－１１　平野駅前ビル1F 7932236 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 由井 清 神北(伊健)第1-207 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日
000028 2100024897 和菓子処　うませ 666-0225 川辺郡猪名川町木津字御所垣内１５－１ 7680008 菓子製造業 一般 馬瀨 幹男 神北(伊健)第6-17 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日
000028 2100024904 居酒屋　桂 666-0121 川西市平野２丁目１２－１０　玉川ビル地下 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小谷口 桂子 神北(伊健)第1-259 令和4年8月24日 令和10年8月31日 令和4年8月24日
000028 2100024919 自家焙煎店beans.shop.YAMAZKI 666-0124 川西市多田桜木２丁目６－２２ 7927505 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山﨑 隆雄 神北(伊健)第1-326 令和4年10月14日 令和10年11月30日 令和4年10月14日
000028 2100024921 炉ばた　源八 666-0014 川西市小戸１丁目４－９セレスト川西１Ｆ 7586628 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 河谷 一雄 神北(伊健)第1-344 令和4年10月21日 令和10年11月30日 令和4年10月21日
000028 2100024936 株式会社リュバン・アン・プリュス 666-0227 川辺郡猪名川町笹尾字加門田５－１－２ 7681114 食品の小分け業 一般 株式会社リュバン・アン・プリュス 代表取締役 森田 佳子 669-1321 兵庫県三田市けやき台６丁目１番１３ 7681114 神北(伊健)第26-3 令和4年10月21日 令和10年11月30日 令和4年10月21日
000028 2100024937 愉楽日本料理かぐらざか 666-0121 川西市平野２丁目２－１６ 7932511 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社カグラザカ 代表取締役 福井 昌勝 666-0121 兵庫県川西市平野２丁目２－１６ 7932511 神北(伊健)第1-366 令和4年10月27日 令和10年11月30日 令和4年10月27日
000028 2100024945 熟成焼肉いちばん　川西店 666-0032 川西市日高町６７－１ 7568830 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＴＡＧ－１ 代表取締役 清川 信一郎 541-0054 東京都港区港南２丁目１８番１号 368338885 神北(伊健)第27-216 平成28年11月16日 令和5年11月30日 平成16年11月22日
000028 2100024948 有限会社フジジョン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 有限会社フジジョン 代表取締役 藤上 邦明 666-0116 兵庫県川西市水明台３丁目６－４３ 7910233 神北(伊健)第3-76 令和1年10月21日 令和6年11月30日 平成16年11月29日
000028 2100024951 ＦＵＮＡＴＥＩ 666-0136 川西市南野坂１丁目２－９ 7586711 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 船岡 知子 神北(伊健)第1-520 令和5年1月31日 令和11年2月28日 令和5年1月31日
000028 2100024971 廣 666-0116 川西市水明台１丁目４－７７ 7922695 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉元 廣美 神北(伊健)第1-558 令和5年2月17日 令和11年2月28日 令和5年2月17日
000028 2100024983 愛菜うねの店　集会室 666-0112 川西市大和西１丁目６４－１ 7941441 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社コープフーズ 代表取締役 友重 伸和 658-0044 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３番１９号 794956001 神北(伊健)第1-539 令和5年2月8日 令和11年2月28日 令和5年2月8日
000028 2100024985 三浦牧場直販店 666-0105 川西市見野２丁目１４－２０ 7944129 飲食店営業(4)その他 一般 三浦 佐平 神北(伊健)第1-540 令和5年2月8日 令和11年2月28日 令和5年2月8日
000028 2100024986 火の鳥 666-0117 川西市東畦野３丁目１－４１ 7950572 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 増井 論 神北(伊健)第1-496 令和5年1月23日 令和11年2月28日 令和5年1月23日
000028 2100025049 たこめん　川西店 666-0033 川西市栄町５－２８ 7587838 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社友起経営流通 代表取締役 佐藤 誠 561-0882 大阪府豊中市南桜塚１丁目２１－１５ 668437114 神北(伊健)第1-543 令和5年2月10日 令和11年2月28日 令和5年2月10日
000028 2100025055 ease（イーズ） 666-0016 川西市中央町４－１　清水マンション　1Ｆ 7570139 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 林 博美 神北(伊健)第1-534 令和5年2月6日 令和11年2月28日 令和5年2月6日
000028 2100025073 しのだ 666-0012 川西市絹延町３－２９ 7592386 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中植 芳子 神北(伊健)第27-63 平成29年5月17日 令和5年5月31日 平成17年3月7日
000028 2100025088 東洋食品工業短期大学 666-0026 川西市南花屋敷４丁目２３－２ 7594221 そうざい製造業 一般 学校法人　東洋食品工業短期大学 理事長 中井 隆夫 666-0026 兵庫県川西市南花屋敷４丁目２３－２ 7594221 神北(伊健)第7-1 平成29年4月17日 令和5年5月31日 平成17年3月24日
000028 2100025089 東洋食品工業短期大学 666-0026 川西市南花屋敷４丁目２３－２ 7594221 かん詰又はびん詰食品製造業 一般 学校法人　東洋食品工業短期大学 理事長 中井 隆夫 666-0026 兵庫県川西市南花屋敷４丁目２３－２ 7594221 神北(伊健)第14-1 平成29年4月17日 令和5年5月31日 平成17年3月24日
000028 2100025096 (有)富久商事　ほそかわ 664-0857 伊丹市行基町２丁目２４－２ 727810800 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社富久商事 代表取締役 細川 満 664-0886 兵庫県伊丹市昆陽東６丁目１２番１３－１号 727772934 神北(伊健)第1-66 令和5年4月27日 令和11年5月31日 令和5年4月27日
000028 2100025119 Ｊａｍｍｉｎ 664-0895 伊丹市宮ノ前１丁目４－１５伊丹みやのまち３号館１Ｆ 7786578 飲食店営業(4)その他 一般 村井 和仁 神北(伊健)第27-77 平成29年5月30日 令和5年5月31日 平成17年4月13日
000028 2100025133 鉄板　お好み焼き　華門 666-0033 川西市栄町１－１ 7589118 飲食店営業(4)その他 一般 高山 豊吉 神北(伊健)第27-3 平成29年4月10日 令和5年5月31日 平成17年4月20日
000028 2100025156 ＢＡＲ　ＣＲＳ 664-0893 伊丹市春日丘２丁目１３６－３３ 7813423 飲食店営業(4)その他 一般 池内 啓一 神北(伊健)第27-39 平成29年4月18日 令和5年5月31日 平成17年4月27日
000028 2100025157 伊丹市シルバーデイサービスセンター 664-0031 伊丹市荻野西１丁目６－４０ 7841100 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 公益社団法人　伊丹市シルバー人材センター 代表理事 阪上 昭次 664-0015 兵庫県伊丹市昆陽池２丁目１３ 7720161 神北(伊健)第27-22 平成29年4月12日 令和5年5月31日 平成17年4月28日
000028 2100025162 エルカホン 666-0142 川西市清和台東３丁目２－７３ 7990653 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西田 幸代 神北(伊健)第27-46 平成29年4月24日 令和5年5月31日 平成17年5月16日
000028 2100025163 八剣伝伊丹中野店 664-0023 伊丹市中野西４丁目７５ 727840600 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社イケシンコーポレーション 代表取締役 池野 忠明 559-0016 大阪府大阪市住之江区西加賀屋１丁目１番５０号 722535266 神北(伊健)第1-48 令和5年4月21日 令和11年5月31日 令和5年4月21日
000028 2100025177 Ｆｉｎｅ　Ｄｉｎｉｎｇ　ＨＡＭＡ＇Ｓ 664-0881 伊丹市昆陽４丁目４－２ 飲食店営業(4)その他 一般 濱口 啓司 神北(伊健)第27-71 平成29年5月25日 令和5年5月31日 平成17年5月17日
000028 2100025189 お好み焼　ひろ 666-0024 川西市久代４丁目２－５１ 727560405 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中島 ちづ子 神北(伊健)第1-31 令和5年4月17日 令和11年5月31日 令和5年4月17日
000028 2100025192 アローム本社売店 664-0027 伊丹市池尻２丁目２３番地 7837307 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　オイシス 代表取締役 池野 正明 653-0022 兵庫県神戸市長田区東尻池町２丁目５番３号 7818269 神北(伊健)第27-92 平成29年7月18日 令和5年8月31日 平成17年6月2日
000028 2100025216 伊丹市立工芸センター 664-0895 伊丹市宮ノ前２丁目５－２８ 7725557 喫茶店営業 一般 公益財団法人いたみ文化・スポーツ財団 代表理事 行澤 睦雄 664-0895 兵庫県伊丹市宮ノ前１丁目１－３伊丹市立文化会館内 7788788 神北(伊健)第2-32 平成29年7月20日 令和5年8月31日 平成17年6月21日
000028 2100025217 ヤマザキＹショップ　山田商店 665-0891 川西市満願寺町５－１４ 7593543 飲食店営業(4)その他 一般 太田 裕子 神北(伊健)第27-113 平成29年7月31日 令和5年8月31日 平成17年6月24日
000028 2100025220 株式会社西友　多田店　若菜 666-0129 川西市緑台５丁目１－１０８ 7928341 菓子製造業 一般 株式会社西友 代表取締役 大久保 恒夫 115-0045 東京都北区赤羽２丁目１番１号 335987000 神北(伊健)第3-27 平成29年8月18日 令和5年8月31日 平成17年6月24日
000028 2100025226 緑ヶ丘プール軽食売店 664-0012 伊丹市緑ケ丘１丁目２０ 7704401 飲食店営業(4)その他 一般 三菱電機ライフサービス株式会社 代表取締役 舩尾 英司 105-0011 東京都港区芝公園２－４－１ 364026001 神北(伊健)第27-108 平成29年7月27日 令和5年8月31日 平成17年6月30日
000028 2100025227 ドンチカ 666-0021 川西市栄根２－１－１０パークプラザビル３Ｆ３Ｃ 7576090 飲食店営業(4)その他 一般 森本 武志 神北(伊健)第27-125 平成29年8月7日 令和5年8月31日 平成17年7月1日
000028 2100025241 田園 664-0851 伊丹市中央６丁目１－１ 727852107 飲食店営業(4)その他 一般 園田 タツ子 神北(伊健)第27-97 平成29年7月20日 令和5年8月31日 平成17年7月12日
000028 2100025248 わらべ 666-0214 川辺郡猪名川町清水字中久保６番地 7690813 飲食店営業(4)その他 一般 阿部組工務株式会社 代表取締役 阿部 宇太郎 666-0214 兵庫県川辺郡猪名川町清水字中久保６番地 7690844 神北(伊健)第27-121 平成29年8月4日 令和5年8月31日 平成17年7月15日
000028 2100025257 くわばら 664-0858 伊丹市西台２丁目４－１０ 7831100 飲食店営業(4)その他 一般 桑原 章平 神北(伊健)第27-106 平成29年7月25日 令和5年8月31日 平成17年8月1日
000028 2100025261 炙り家　ええねん 664-0858 伊丹市西台１丁目２－６山本不動産第二ビルＢ１ 7733345 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　ラヴィーン 代表取締役 神谷 俊彦 664-0898 兵庫県伊丹市千僧６丁目２１８ 7755555 神北(伊健)第27-81 平成29年7月11日 令和5年8月31日 平成17年8月5日
000028 2100025272 喫茶　明日香 666-0122 川西市東多田１丁目１２－１５ 7922985 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 脇田 眞弓 神北(伊健)第27-83 平成29年7月11日 令和5年8月31日 平成17年8月22日
000028 2100025273 Orange Rose Cafe 664-0001 伊丹市荒牧６丁目１８－１６ 7726478 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 瀧川 桂子 神北(伊健)第27-95 平成29年7月18日 令和5年8月31日 平成17年8月23日
000028 2100025292 Ｃｌｕｂ　ｙ 666-0121 川西市平野２丁目１２－１０玉川ビル202号 7925057 飲食店営業(4)その他 一般 伊藤 由起 神北(伊健)第27-101 平成29年7月24日 令和5年8月31日 平成17年8月29日
000028 2100025299 スーリール 664-0004 伊丹市東野６丁目６番地エル・パラシオ1Ｆ 7725218 菓子製造業 一般 有限会社　スーリール 代表取締役 伊藤 展行 664-0004 兵庫県伊丹市東野６丁目６番地エル・パラシオ　１Ｆ 7785218 神北(伊健)第3-39 平成29年10月19日 令和5年11月30日 平成17年9月1日
000028 2100025301 酒処　アゲイン 664-0027 伊丹市池尻２丁目６－１２ 7844734 飲食店営業(4)その他 一般 西村 惠子 神北(伊健)第27-201 平成29年11月24日 令和5年11月30日 平成17年9月1日
000028 2100025378 イタリアンレストランテ　トリトン 666-0253 川辺郡猪名川町差組字向イ２０１－２ 7672550 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社トリトン 代表取締役 寺尾 純 666-0253 兵庫県川辺郡猪名川町差組向イ２０１番地２ 7672550 神北(伊健)第27-155 平成29年10月13日 令和5年11月30日 平成17年10月3日
000028 2100025386 コープ行基 664-0857 伊丹市行基町１丁目１６－１ 7832503 魚介類販売業 一般 生活協同組合　コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-8555 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３番１９号 788561003 神北(伊健)第22-30 平成29年11月9日 令和5年11月30日 平成17年10月4日
000028 2100025387 コープ行基 664-0857 伊丹市行基町１丁目１６－１ 7832503 飲食店営業(4)その他 一般 生活協同組合　コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-8555 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３番１９号 788561003 神北(伊健)第27-186 平成29年11月9日 令和5年11月30日 平成17年10月4日
000028 2100025388 コープ行基 664-0857 伊丹市行基町１丁目１６－１ 7832503 食肉販売業 一般 生活協同組合　コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-8555 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３番１９号 788561003 神北(伊健)第20-36 平成29年11月9日 令和5年11月30日 平成17年10月4日
000028 2100025389 コープ行基 664-0857 伊丹市行基町１丁目１６－１ 7832503 飲食店営業(4)その他 一般 生活協同組合　コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-8555 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３番１９号 788561003 神北(伊健)第27-187 平成29年11月9日 令和5年11月30日 平成17年10月4日
000028 2100025391 愛菜　行基店 664-0857 伊丹市行基町１丁目１６－１ 7701795 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　コープフーズ 代表取締役 友重 伸和 658-0044 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３－１９ 794956001 神北(伊健)第27-185 平成29年11月9日 令和5年11月30日 平成17年10月4日
000028 2100025400 錦わらい 664-0875 伊丹市野間北２丁目２－８ 7737511 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　治元 代表取締役 木元 一良 611-0033 京都府宇治市大久保町南ノ口６４番２ 774435152 神北(伊健)第27-189 平成29年11月13日 令和5年11月30日 平成17年10月7日
000028 2100025401 カラオケ喫茶　スポット 664-0888 伊丹市昆陽南１丁目２－３８ 7727658 飲食店営業(4)その他 一般 木野本 シゲ子 神北(伊健)第27-142 平成29年10月5日 令和5年11月30日 平成17年10月13日
000028 2100025402 萬てん家 666-0114 川西市東畦野２丁目５－６ 7952198 飲食店営業(4)その他 一般 岩﨑 正幸 神北(伊健)第27-177 平成29年11月1日 令和5年11月30日 平成17年10月12日
000028 2100025408 憩 664-0851 伊丹市中央１丁目６－３ 7730918 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 八藤 久 神北(伊健)第27-137 平成29年10月4日 令和5年11月30日 平成17年10月14日
000028 2100025428 ベーカーショップサンブレッド伊丹店 664-0846 伊丹市伊丹２丁目２－１２－３ 7775882 菓子製造業 一般 有限会社　ベーカーショップサンブレッド 代表取締役 板倉 宗一 532-0026 大阪府大阪市淀川区塚本５丁目４－２３ 663015845 神北(伊健)第3-52 平成29年11月22日 令和5年11月30日 平成17年10月28日
000028 2100025429 ベーカーショップサンブレッド伊丹店 664-0846 伊丹市伊丹２丁目２－１２－３ 7775882 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　ベーカーショップサンブレッド 代表取締役 板倉 宗一 532-0026 大阪府大阪市淀川区塚本５丁目４－２３ 663015845 神北(伊健)第27-196 平成29年11月22日 令和5年11月30日 平成17年10月28日
000028 2100025451 みやそう病院食堂 664-0007 伊丹市北野２丁目１１３－３ 7771351 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　ニチダン 代表取締役 小笠原 力一 545-0021 大阪府大阪市阿倍野区阪南町５－３－５ 666232551 神北(伊健)第27-186 令和1年11月11日 令和8年11月30日 平成17年11月9日
000028 2100025484 美喜 664-0851 伊丹市中央１丁目９－１３伊丹遊楽館５ＦＣ 7843082 飲食店営業(4)その他 一般 板山 喜美子 神北(伊健)第27-248 平成30年2月9日 令和6年2月29日 平成17年12月7日
000028 2100025486 イーティングハウス馬鈴薯 664-0003 伊丹市大野２丁目１０－２サンパレス１Ｆ１０３号 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川西 直生 神北(伊健)第27-231 平成30年1月30日 令和6年2月29日 平成17年12月8日
000028 2100025498 味処　ほうずき 664-0861 伊丹市稲野町４丁目３３－３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 村上 桂子 神北(伊健)第27-212 平成30年1月16日 令和6年2月29日 平成17年12月12日
000028 2100025506 らーめん処　銀河 664-0851 伊丹市中央４丁目３－２３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 赤澤 聡 神北(伊健)第27-215 平成30年1月18日 令和6年2月29日 平成17年12月13日
000028 2100025517 イル　グラーノ 製麺所 666-0123 川西市鼓が滝１丁目２４－２ 7939161 めん類製造業 一般 佐藤 千弦 神北(伊健)第13-1 平成30年1月26日 令和6年2月29日 平成17年12月19日
000028 2100025520 フライショップ　マルヤス 666-0024 川西市久代４丁目６－１５ 7590039 飲食店営業(4)その他 一般 佐伯 哲也 神北(伊健)第27-238 平成30年2月2日 令和6年2月29日 平成17年12月21日
000028 2100025526 カフェ　ド・ウラ 666-0121 川西市平野字カモデ４１３－２６ 7921896 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 浦田 幾子 神北(伊健)第27-221 平成30年1月19日 令和6年2月29日 平成18年1月6日
000028 2100025527 尼崎市立青少年いこいの家 666-0224 川辺郡猪名川町万善字東山６－１ 7680614 飲食店営業(3)旅館 一般 公益財団法人　尼崎市スポーツ振興事業団 代表理事 山田 武男 660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町１丁目４番１号 664892027 神北(伊健)第27-241 平成30年2月5日 令和6年2月29日 平成18年1月6日
000028 2100025549 ＦＵＹＯ　ＨＡＲＵＮＡ　本店 666-0033 川西市栄町１３－９ 7580607 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 芙蓉プロモーション株式会社 代表取締役 塩見 佳正 666-0033 兵庫県川西市栄町１３番９号 7580607 神北(伊健)第27-210 平成30年1月16日 令和6年2月29日 平成18年1月13日
000028 2100025556 フランダース 664-0886 伊丹市昆陽東３丁目１－５ 7774561 菓子製造業 一般 有限会社　フランダース 代表取締役 西澤 好剛 664-0886 兵庫県伊丹市昆陽東３丁目１－５ 7774561 神北(伊健)第3-63 平成30年1月19日 令和6年2月29日 平成18年1月16日
000028 2100025558 フランダース 664-0886 伊丹市昆陽東３丁目１－５ 7774561 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　フランダース 代表取締役 西澤 好剛 664-0886 兵庫県伊丹市昆陽東３丁目１－５ 7774561 神北(伊健)第27-217 平成30年1月19日 令和6年2月29日 平成18年1月16日
000028 2100025573 住電機器システム株式会社 664-0837 伊丹市北河原６丁目１－３ 7820671 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　都給食 代表取締役 西島 週三 610-0102 京都府城陽市久世荒内１７７番地の６ 774536001 神北(伊健)第27-211 平成30年1月16日 令和6年2月29日 平成18年1月30日
000028 2100025590 レストラン　チェサピ－ク 666-0129 川西市緑台５丁目１－２ 7932244 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　チェサピ－ク 代表取締役 川口 星美 666-0129 兵庫県川西市緑台５丁目１－２ 7932244 神北(伊健)第27-229 平成30年1月29日 令和6年2月29日 平成18年2月3日
000028 2100025591 レストラン　チェサピ－ク 666-0129 川西市緑台５丁目１－２ 7932244 菓子製造業 一般 株式会社　チェサピ－ク 代表取締役 川口 星美 666-0129 兵庫県川西市緑台５丁目１－２ 7932244 神北(伊健)第3-66 平成30年1月29日 令和6年2月29日 平成18年2月3日
000028 2100025592 川西鼓が滝食堂 666-0123 川西市鼓が滝１丁目３－５ 7901127 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　フジオフ－ドシステム 代表取締役 藤尾 政弘 530-0046 大阪府大阪市北区菅原町２－１６ＦＵＪＩＯＢＬＤＧ． 663600301 神北(伊健)第27-240 平成30年2月2日 令和6年2月29日 平成18年2月3日
000028 2100025604 保田食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 有限会社保田食品 代表取締役 保田 照秋 580-0012 大阪府松原市立部１丁目６－１９ 721721242 神北(伊健)第3-89 令和3年2月2日 令和8年2月28日 平成18年2月13日
000028 2100025610 和カフェ　かおり 664-0873 伊丹市野間７丁目１－５ 7785061 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 辰巳 洋子 神北(伊健)第27-230 平成30年1月30日 令和6年2月29日 平成18年2月16日
000028 2100025617 トラットリア　マッシ 666-0035 川西市花屋敷１丁目２７－２２ 7553754 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 聖 神北(伊健)第27-243 平成30年2月6日 令和6年2月29日 平成18年2月20日
000028 2100025621 こころ 666-0033 川西市栄町１０－５パルティ川西１１８号 7550777 飲食店営業(4)その他 一般 伊藤 佳代 神北(伊健)第27-236 平成30年2月1日 令和6年2月29日 平成18年2月28日
000028 2100025649 ちきゅうっこ保育園 666-0006 川西市萩原台西１丁目２９９－３ 7405725 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 淀川食品株式会社 代表取締役 田村 隆 532-0036 大阪府大阪市淀川区三津屋中１丁目１番２号 663016831 神北(伊健)第27-79 平成30年5月29日 令和6年5月31日 平成18年3月22日
000028 2100025658 豆狸 666-0033 川西市栄町２６－１（株）阪急阪神百貨店　川西阪急 7571231 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663611381 神北(伊健)第27-19 平成30年4月18日 令和6年5月31日 平成18年3月27日
000028 2100025659 六斎・豆狸・双樹・鰻萬厨房 666-0033 川西市栄町２６－１（株）阪急阪神百貨店　川西阪急 7571231 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663611381 神北(伊健)第27-18 平成30年4月18日 令和6年5月31日 平成18年3月27日
000028 2100025661 梅の花 666-0033 川西市栄町２６－１（株）阪急阪神百貨店　川西阪急 7571231 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663611381 神北(伊健)第27-17 平成30年4月18日 令和6年5月31日 平成18年3月27日
000028 2100025687 ハウスウェルネスフーズ株式会社  生産部　第２工場 664-0011 伊丹市鋳物師３丁目２０番地 7781123 清涼飲料水製造業 一般 ハウスウェルネスフーズ株式会社 代表取締役 倉田 千裕 664-0011 兵庫県伊丹市鋳物師３丁目２０番地 7782220 神北(伊健)第4-1 平成30年5月11日 令和6年5月31日 平成18年4月3日
000028 2100025688 ハウスウェルネスフーズ株式会社  生産部　第３工場 664-0011 伊丹市鋳物師３丁目２０番地 7782220 添加物製造業 一般 ハウスウェルネスフーズ株式会社 代表取締役 倉田 千裕 664-0011 兵庫県伊丹市鋳物師３丁目２０番地 7782220 神北(伊健)第8-3 令和2年5月13日 令和8年5月31日 平成18年4月3日
000028 2100025689 岡田 664-0888 伊丹市昆陽南３丁目６－１６ 7819711 飲食店営業(4)その他 一般 岡田 一男 神北(伊健)第27-29 平成30年4月23日 令和6年5月31日 平成18年4月4日
000028 2100025699 黒川尾上 666-0101 川西市黒川字尾上２－２ 7760343 飲食店営業(4)その他 一般 目加田 米子 神北(伊健)第27-80 平成30年5月29日 令和6年5月31日 平成18年4月5日
000028 2100025702 がおさん家のぱん屋 664-0886 伊丹市昆陽東１丁目５－６ 7434429 飲食店営業(4)その他 一般 井上 賀夫 神北(伊健)第27-73 平成30年5月23日 令和6年5月31日 平成18年4月5日
000028 2100025703 がおさん家のぱん屋 664-0886 伊丹市昆陽東１丁目５－６ 7434429 菓子製造業 一般 井上 賀夫 神北(伊健)第3-20 平成30年5月23日 令和6年5月31日 平成18年4月5日
000028 2100025713 スナック弥加 664-0846 伊丹市伊丹５丁目７－２４ 飲食店営業(4)その他 一般 木村 義子 神北(伊健)第27-69 平成30年5月22日 令和6年5月31日 平成18年4月10日
000028 2100025714 兵庫県立伊丹北高等学校内食堂 664-0006 伊丹市鴻池７丁目２－１ 7833713 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　関西明治屋商店 代表取締役 田路 三千男 663-8134 兵庫県西宮市上田中町７番５号 798472692 神北(伊健)第27-67 平成30年5月21日 令和6年5月31日 平成18年4月10日
000028 2100025749 白ゆり幼稚園内食堂 664-0893 伊丹市春日丘３丁目５０ 7823077 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 マインフーズサービス株式会社 代表取締役 峯 林太郎 661-0024 兵庫県尼崎市三反田町２丁目２０－９ 664274633 神北(伊健)第27-70 平成30年5月22日 令和6年5月31日 平成18年4月25日
000028 2100025750 いずみ幼稚園内食堂 664-0001 伊丹市荒牧７丁目６－２１ 7780122 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 マインフーズサービス株式会社 代表取締役 峯 林太郎 661-0024 兵庫県尼崎市三反田町２丁目２０－９ 664274633 神北(伊健)第27-65 平成30年5月18日 令和6年5月31日 平成18年4月25日
000028 2100025753 ポニー 666-0014 川西市小戸１丁目３－２ 7592734 飲食店営業(4)その他 一般 松下 幸子 神北(伊健)第27-62 平成30年5月15日 令和6年5月31日 平成18年4月28日
000028 2100025758 スナック　ねぇ ! 664-0861 伊丹市稲野町１丁目７－１０ 飲食店営業(4)その他 一般 野村 洋子 神北(伊健)第27-28 平成30年4月20日 令和6年5月31日 平成18年4月28日



000028 2100025779 八剣伝　川西畦野店 666-0112 川西市大和西１丁目６６－３大橋ビル１Ｆ 7904188 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　Ｍ・Ｇ 取締役 長沼 紘太郎 666-0112 兵庫県川西市大和西１丁目６６－３坂本ビル１Ｆ 7904188 神北(伊健)第27-14 平成30年4月16日 令和6年5月31日 平成18年5月15日
000028 2100025790 ブーランジェリーグリム 664-0858 伊丹市西台３丁目７－２７イスズハイツベル伊丹パート３　１Ｆ 7798173 飲食店営業(4)その他 一般 吉田 幸平 神北(伊健)第27-16 平成30年4月17日 令和6年5月31日 平成18年5月22日
000028 2100025791 ブーランジェリーグリム 664-0858 伊丹市西台３丁目７－２７イスズハイツベル伊丹パート３　１Ｆ 7798173 菓子製造業 一般 吉田 幸平 神北(伊健)第3-4 平成30年4月17日 令和6年5月31日 平成18年5月22日
000028 2100025804 肉のポパイ 664-0029 伊丹市中野北２丁目７－１８ 7751113 食肉販売業 一般 松浦 亨 神北(伊健)第20-11 平成30年5月31日 令和6年5月31日 平成18年5月23日
000028 2100025805 肉のポパイ 664-0029 伊丹市中野北２丁目７－１８ 7751113 飲食店営業(4)その他 一般 松浦 亨 神北(伊健)第27-83 平成30年5月31日 令和6年5月31日 平成18年5月23日
000028 2100025807 スナック　陽子 664-0851 伊丹市中央１丁目５－１９ピュア伊丹２１　５Ｆ 7788108 飲食店営業(4)その他 一般 十倉 陽子 神北(伊健)第27-68 平成30年5月22日 令和6年5月31日 平成18年5月30日
000028 2100025808 すなっく　和 664-0012 伊丹市緑ケ丘５丁目１２－１ 7799890 飲食店営業(4)その他 一般 讃岐 和子 神北(伊健)第27-42 平成30年4月26日 令和6年5月31日 平成18年5月30日
000028 2100025810 Ｍｅｍｂｅｒ’ｓ　ｆｏｒ　ｙｏｕ．．． 664-0851 伊丹市中央１丁目５－１９ピュア伊丹２１　４Ｆ 7712549 飲食店営業(4)その他 一般 西川 洋子 神北(伊健)第27-2 平成30年4月11日 令和6年5月31日 平成18年5月31日
000028 2100025819 あると 664-0024 伊丹市松ケ丘１丁目１２１－１６ 7816973 飲食店営業(4)その他 一般 大山 兼治 神北(伊健)第27-88 平成30年7月9日 令和6年8月31日 平成18年6月7日
000028 2100025821 家庭居酒屋かっぽーぎ 664-0012 伊丹市緑ケ丘５丁目６５－１ 7793115 飲食店営業(4)その他 一般 小林 典子 神北(伊健)第27-174 平成30年8月31日 令和6年8月31日 平成18年6月12日
000028 2100025825 スナック　みき 666-0033 川西市栄町８－２ 7595757 飲食店営業(4)その他 一般 永井 喜代子 神北(伊健)第27-99 平成30年7月17日 令和6年8月31日 平成18年6月14日
000028 2100025851 はがくれ 666-0016 川西市中央町３－３川西中央ビル１ＦＧ 飲食店営業(4)その他 一般 鈴山 眞一郎 神北(伊健)第27-167 平成30年8月24日 令和6年8月31日 平成18年7月11日
000028 2100025856 あられ 666-0014 川西市小戸１丁目３－２ 飲食店営業(4)その他 一般 栃尾 さえ子 神北(伊健)第27-168 平成30年8月24日 令和6年8月31日 平成18年7月13日
000028 2100025862 有限会社Ｓ・Ｍ・Ｋフーズ 664-0846 伊丹市伊丹８丁目３－２９ 7755529 食肉処理業 一般 有限会社　Ｓ・Ｍ・Ｋフーズ 取締役 亀田 芳広 664-0846 兵庫県伊丹市伊丹８丁目３－２９ 727755529 神北(伊健)第19-2 平成30年8月21日 令和6年8月31日 平成18年7月12日
000028 2100025863 有限会社　Ｓ・Ｍ・Ｋフーズ 664-0846 伊丹市伊丹８丁目３－２９ 7755529 食肉製品製造業 一般 有限会社　Ｓ・Ｍ・Ｋフーズ 取締役 亀田 芳広 664-0846 兵庫県伊丹市伊丹８丁目３－２９ 727755529 神北(伊健)第21-1 平成30年8月21日 令和6年8月31日 平成18年7月12日
000028 2100025864 有限会社Ｓ・Ｍ・Ｋフーズ 664-0846 伊丹市伊丹８丁目３－２９ 7755529 そうざい製造業 一般 有限会社　Ｓ・Ｍ・Ｋフーズ 取締役 亀田 芳広 664-0846 兵庫県伊丹市伊丹８丁目３－２９ 727755529 神北(伊健)第7-4 平成30年8月21日 令和6年8月31日 平成18年7月12日
000028 2100025866 待子 666-0014 川西市小戸２－４－４ 飲食店営業(4)その他 一般 北浦 侍子 神北(伊健)第27-118 平成30年7月24日 令和6年8月31日 平成18年7月18日
000028 2100025868 活魚料理　魚勝 666-0124 川西市多田桜木１丁目３－１７ 7930708 飲食店営業(4)その他 一般 山本 幸司 神北(伊健)第27-166 平成30年8月23日 令和6年8月31日 平成18年7月18日
000028 2100025911 スナック貴美 666-0016 川西市中央町３－３川西中央ビル２Ｆ 7585006 飲食店営業(4)その他 一般 鵜川 貴美子 神北(伊健)第27-92 平成30年7月10日 令和6年8月31日 平成18年7月28日
000028 2100025914 ワンカルビ　川西店 666-0013 川西市美園町４－１ 7562989 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　ワン・ダイニング 代表取締役 髙橋 淳 550-0013 大阪府大阪市西区新町１丁目２７番９号 665781290 神北(伊健)第27-133 平成30年7月27日 令和6年8月31日 平成18年8月1日
000028 2100025917 らうめん蔵 664-0897 伊丹市桜ケ丘１丁目１－１ 7806266 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　ショウワフード 代表取締役 小林 明美 664-0023 兵庫県伊丹市中野西３丁目１番地１マイシティ伊丹３－１０７号 7791933 神北(伊健)第27-161 平成30年8月21日 令和6年8月31日 平成18年8月4日
000028 2100025918 カラオケ－オオミ 664-0854 伊丹市南町４丁目５－２８ 7849188 飲食店営業(4)その他 一般 岡 ヒロエ 神北(伊健)第27-114 平成30年7月23日 令和6年8月31日 平成18年8月8日
000028 2100025919 ブランジョリピエール 666-0116 川西市水明台１丁目２－８ 7937288 菓子製造業 一般 粕谷 温 神北(伊健)第3-36 平成30年7月10日 令和6年8月31日 平成18年8月4日
000028 2100025920 ブランジョリピエール 666-0116 川西市水明台１丁目２－８ 7937288 飲食店営業(4)その他 一般 粕谷 温 神北(伊健)第27-91 平成30年7月10日 令和6年8月31日 平成18年8月4日
000028 2100025939 ミモザ 666-0142 川西市清和台東２丁目４－３２ 7996200 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人　友朋会 理事長 藤澤 徹 666-0024 兵庫県川西市久代６丁目１－９０ 7676203 神北(伊健)第27-154 平成30年8月14日 令和6年8月31日 平成18年8月10日
000028 2100025942 ミスターノンキヤ 664-0891 伊丹市北園３丁目４７－１ 7702245 飲食店営業(4)その他 一般 松井 政男 神北(伊健)第27-97 平成30年7月17日 令和6年8月31日 平成18年8月10日
000028 2100025944 スシロー加茂店 666-0022 川西市下加茂１丁目２０－１８ 7566512 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社あきんどスシロー 代表取締役 新居 耕平 564-0063 大阪府吹田市江坂町１丁目２２－２ 663681001 神北(伊健)第27-165 平成30年8月23日 令和6年8月31日 平成18年8月16日
000028 2100025946 ファミリーマート川西中央店 666-0013 川西市美園町２－１４ 7577413 飲食店営業(4)その他 一般 神島 秀和 神北(伊健)第27-146 平成30年8月7日 令和6年8月31日 平成18年8月18日
000028 2100025971 とりっくはうす 664-0856 伊丹市梅ノ木６丁目２－１３ 7858005 飲食店営業(4)その他 一般 西邑 昌夫 神北(伊健)第27-147 平成30年8月7日 令和6年8月31日 平成18年8月29日
000028 2100025988 666-0124 川西市多田桜木１丁目５－１３ 7935615 飲食店営業(4)その他 一般 坂元 あゆみ 神北(伊健)第27-207 平成30年11月5日 令和6年11月30日 平成18年9月4日
000028 2100026036 中山ストアー 666-0006 川西市萩原台西１丁目８７－２ 7557008 魚介類販売業 一般 中山 信雄 神北(伊健)第22-40 平成30年10月29日 令和6年11月30日 平成18年9月12日
000028 2100026042 川西みなみ食堂 666-0024 川西市久代１丁目２１－１９ 7571313 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　エフシ－ワン 代表取締役 高好 章二 559-0026 大阪府大阪市住之江区平林北２丁目７番８１号阪南産業２Ｆ 666856825 神北(伊健)第27-183 平成30年10月5日 令和6年11月30日 平成18年9月20日
000028 2100026054 薫子 666-0124 川西市多田桜木２丁目３－２８リバーサイド岡田ビル１Ｆ 7936188 飲食店営業(4)その他 一般 久藤 和江 神北(伊健)第27-216 平成30年11月13日 令和6年11月30日 平成18年9月28日
000028 2100026071 カラオケ喫茶・スナックナオミ 664-0858 伊丹市西台４丁目６－２８池信第一ビル２Ｆ 7838451 飲食店営業(4)その他 一般 小川 直美 神北(伊健)第27-181 平成30年10月5日 令和6年11月30日 平成18年10月10日
000028 2100026077 ローソン伊丹昆陽北１丁目店 664-0016 伊丹市昆陽北１丁目６７ 7771182 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　グローバルウイング 取締役 上門 和明 664-0873 兵庫県伊丹市野間２丁目５番１７－１０１号 神北(伊健)第27-206 平成30年11月2日 令和7年11月30日 平成18年10月16日
000028 2100026124 宅配すし　久三郎　多田店 666-0121 川西市平野２丁目９－２０ 7901139 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社　シンショク 取締役 戸出 浩三 666-0253 兵庫県川辺郡猪名川町差組字京田１６６－６２ 7661836 神北(伊健)第27-180 平成30年10月5日 令和6年11月30日 平成18年10月27日
000028 2100026148 ジャンボカラオケ広場　阪急伊丹店 664-0851 伊丹市中央１丁目５－５ボントンビル３Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　ジャンカラ今津 取締役 吉田 康照 663-8232 兵庫県西宮市津門宝津町１１番２２号今津マサルビル 神北(伊健)第27-220 平成30年11月22日 令和6年11月30日 平成18年11月15日
000028 2100026154 フレッズカフェステーション川西能勢口店 666-0033 川西市栄町２０－１阪急電車川西能勢口駅２Ｆ西改札内 7567775 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社阪急ベーカリー 代表取締役 中村 英紀 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668340729 神北(伊健)第27-190 平成30年10月12日 令和6年11月30日 平成18年11月6日
000028 2100026155 フレッズカフェステーション川西能勢口店 666-0033 川西市栄町２０－１阪急電車川西能勢口駅２Ｆ西改札内 7567775 菓子製造業 一般 株式会社阪急ベーカリー 代表取締役 中村 英紀 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668340729 神北(伊健)第3-73 平成30年10月12日 令和6年11月30日 平成18年11月6日
000028 2100026159 ＢＯＮＴＥ（ボンテ） 666-0035 川西市花屋敷２丁目７－８ 7585810 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田口 葉子 神北(伊健)第27-191 平成30年10月12日 令和6年11月30日 平成18年11月22日
000028 2100026162 アクトステージ伊丹 664-0831 伊丹市北伊丹８丁目１０－６アクトステージ１Ｆ 7854800 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アスク 代表取締役 泉澤 豊 104-0061 東京都中央区銀座８丁目１４－１４ 352532271 神北(伊健)第27-208 平成30年11月6日 令和6年11月30日 平成18年11月22日
000028 2100026163 アクトステージ伊丹 664-0831 伊丹市北伊丹８丁目１０－６アクトステージ１Ｆ 7854800 菓子製造業 一般 株式会社アスク 代表取締役 泉澤 豊 104-0061 東京都中央区銀座８丁目１４－１４ 352532271 神北(伊健)第3-84 平成30年11月6日 令和6年11月30日 平成18年11月22日
000028 2100026164 株式会社　いながわフレッシュパーク  道の駅　いながわ 666-0224 川辺郡猪名川町万善字竹添７０－１ 727678600 めん類製造業 一般 株式会社いながわフレッシュパーク 代表取締役 奥田 貢 666-0224 兵庫県川辺郡猪名川町万善字竹添７０番地の１ 727678600 神北(伊健)第13-3 平成30年10月23日 令和6年11月30日 平成18年11月22日
000028 2100026186 ローソン伊丹鋳物師５丁目店 664-0011 伊丹市鋳物師５丁目５７ 7733539 飲食店営業(4)その他 一般 萬谷 誠一 神北(伊健)第27-266 令和2年2月21日 令和9年2月28日 平成18年12月1日
000028 2100026190 Ｔａｍｕｒａ 666-0116 川西市水明台１丁目４－２１ 7931952 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田村 多美子 神北(伊健)第27-235 平成31年1月21日 令和7年2月28日 平成18年12月1日
000028 2100026191 割烹　音羽鮨　多田店 666-0121 川西市平野３丁目１９－１１ 7933037 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社音羽 代表取締役 田舞 登志徳 561-0836 大阪府豊中市庄内宝町２－１－１ 663353400 神北(伊健)第27-242 平成31年2月5日 令和7年2月28日 平成18年12月1日
000028 2100026192 俺の居酒屋 666-0024 川西市久代２丁目９－３５ハイツＫ１０１号 7586639 飲食店営業(4)その他 一般 多田 和弘 神北(伊健)第27-189 平成30年10月12日 令和6年11月30日 平成18年11月30日
000028 2100026211 炭火焼弁当　かまどのうた 664-0846 伊丹市伊丹１丁目２－８ 7708775 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社フォーデリ 代表取締役 井髙 功一郎 664-0844 兵庫県伊丹市口酒井１丁目４－４０ 7829563 神北(伊健)第27-237 平成31年1月23日 令和7年2月28日 平成18年12月13日
000028 2100026218 焼肉　清流館 666-0013 川西市美園町１－３川西宝泉ビル１Ｆ 7583500 飲食店営業(4)その他 一般 崔 慶福 神北(伊健)第27-247 平成31年2月8日 令和7年2月28日 平成18年12月21日
000028 2100026220 ファイン 664-0895 伊丹市宮ノ前１丁目３－３０アイフォニックホール１Ｆ 7837030 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 内藤 將子 神北(伊健)第27-251 平成31年2月15日 令和7年2月28日 平成18年12月21日
000028 2100026231 ぐんかんじま 666-0117 川西市東畦野１丁目９－７畦野ビル１Ｆ１０１号 7943232 飲食店営業(4)その他 一般 佐藤 みどり 神北(伊健)第27-256 平成31年2月26日 令和7年2月28日 平成19年1月9日
000028 2100026274 セブンイレブン伊丹南鈴原２丁目店 664-0883 伊丹市南鈴原２丁目２０８ 7786711 飲食店営業(4)その他 一般 合名会社　Ａ．Ｒ．Ｓｔａｉｒ 代表社員 岡村 嘉之 664-0023 兵庫県伊丹市中野西４丁目２－６ 7786711 神北(伊健)第27-232 令和2年1月27日 令和9年2月28日 平成19年1月16日
000028 2100026289 カラオケ喫茶青空 664-0851 伊丹市中央１丁目９－１３遊楽館５ＦＤ 7771567 飲食店営業(4)その他 一般 東 りい子 神北(伊健)第27-229 平成31年1月11日 令和7年2月28日 平成19年1月29日
000028 2100026315 大阪やき三太伊丹荒牧店 664-0008 伊丹市荒牧南３丁目５－１ 7778009 飲食店営業(4)その他 一般 池田 真 神北(伊健)第27-234 平成31年1月18日 令和7年2月28日 平成19年2月19日
000028 2100026322 ＡＧＡ 666-0128 川西市多田院西１丁目９－３キコーナタウン川西多田院店内 7900700 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　エージィエー 取締役 前田 清美 556-0021 大阪府大阪市浪速区幸町２丁目８番１５号シティパル桜川２０３号 665670313 神北(伊健)第27-236 平成31年1月22日 令和7年2月28日 平成19年2月21日
000028 2100026323 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋  伊丹国道１７１号店 664-0898 伊丹市千僧２丁目５ 7718660 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　トラストフードサービス 代表取締役 小田切 拓也 650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町１丁目１－１４ 783601166 神北(伊健)第27-228 平成31年1月11日 令和7年2月28日 平成19年2月26日
000028 2100026345 すし処　味彩 664-0006 伊丹市鴻池３丁目１４－９ 7843455 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 荒牧 毅 神北(伊健)第27-16 平成31年4月16日 令和7年5月31日 平成19年3月5日
000028 2100026351 カラオケ　レインボー　川西多田院店 666-0128 川西市多田院西１丁目９－１５チューナビル２Ｆ 7930990 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　コスモコーポレーション 代表取締役 琴平 聡一 632-0062 奈良県天理市長柄町２０７７番地 743673637 神北(伊健)第27-48 令和1年5月14日 令和7年5月31日 平成19年3月8日
000028 2100026367 丸亀製麺伊丹店 664-0026 伊丹市寺本６丁目６９－１ 7843025 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社丸亀製麺 代表取締役 山口 寛 150-0043 東京都渋谷区道玄坂１丁目２１番１号 782003430 神北(伊健)第27-5 平成31年4月9日 令和7年5月31日 平成19年3月22日
000028 2100026369 ワンカルビ　伊丹寺本店 664-0026 伊丹市寺本６丁目７１－１ 7718929 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　ワン・ダイニング 代表取締役 髙橋 淳 550-0013 大阪府大阪市西区新町１丁目２７番９号 665781290 神北(伊健)第27-44 令和1年5月10日 令和7年5月31日 平成19年3月23日
000028 2100026374 ラウンジ　アシュリー 666-0013 川西市美園町１－３川西宝泉ビル１０１号 7551625 飲食店営業(4)その他 一般 西 陽子 神北(伊健)第27-37 令和1年5月9日 令和7年5月31日 平成19年3月28日
000028 2100026382 喫茶ゆうゆう 664-0006 伊丹市鴻池１丁目１０－１５ 7777486 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人　いたみ杉の子 理事長 小山 達也 664-0006 兵庫県伊丹市鴻池１丁目１０－１５ 7777486 神北(伊健)第27-20 平成31年4月18日 令和7年5月31日 平成19年3月30日
000028 2100026388 Ｂｌｕｅ　ｌａｃｅ　Ｃｈａｌｃｅｄｏｎｙ  （ブルー　レース　カルセドニ） 666-0014 川西市小戸３丁目１９－１５ 7597408 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 増田 睦子 神北(伊健)第27-39 令和1年5月10日 令和7年5月31日 平成19年4月3日
000028 2100026395 川西阪急地下１階　フードイベント 666-0033 川西市栄町２６－１（株）阪急阪神百貨店　川西阪急 7571231 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663611381 神北(伊健)第1-70 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 2100026407 ラーメン魁力屋　川西店 666-0025 川西市加茂５丁目２－６ 7562333 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ㈱魁力屋 代表取締役 藤田 宗 604-8152 京都府京都市中京区烏丸通錦小路上る手洗水町６７０ 752113338 神北(伊健)第27-38 令和1年5月9日 令和7年5月31日 平成19年4月11日
000028 2100026416 マクドナルド伊丹南本町店 664-0852 伊丹市南本町４丁目３－２５ 727774004 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ステイブル 代表取締役 田中 久則 661-0047 兵庫県尼崎市西昆陽３丁目３番１号 664342207 神北(伊健)第1-49 令和5年4月24日 令和12年5月31日 令和5年4月24日
000028 2100026445 焙りたて珈琲　ＯＷＬ 664-0842 伊丹市森本７丁目４６ 7753007 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 海老原 和子 神北(伊健)第27-31 平成31年4月25日 令和7年5月31日 平成19年4月25日
000028 2100026446 ＫＩＣＨＩＲＩ阪急伊丹駅前店 664-0851 伊丹市中央１丁目５－５ボントンビル１Ｆ 7800038 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＫＩＣＨＩＲＩ 代表取締役 平田 哲士 150-0002 東京都渋谷区渋谷１丁目１７番２号 354663456 神北(伊健)第27-56 令和1年5月20日 令和7年5月31日 平成19年4月26日
000028 2100026447 岩猿 664-0886 伊丹市昆陽東５丁目１－５パテオ昆陽パートⅠ　１Ｆ 7733334 飲食店営業(4)その他 一般 清水 康友 神北(伊健)第27-21 平成31年4月19日 令和7年5月31日 平成19年4月26日
000028 2100026461 やきとりの扇屋　伊丹西野店 664-0029 伊丹市中野北３丁目４－８ 7756182 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社扇屋西日本 代表取締役 中井 次郎 162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町５１９番地 351556926 神北(伊健)第27-36 令和1年5月8日 令和7年5月31日 平成19年5月11日
000028 2100026463 能勢カントリー倶楽部レストラン 666-0117 川西市東畦野字長尾１－３ 7915528 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場２丁目３番３号 333414216 神北(伊健)第27-63 令和1年5月23日 令和7年5月31日 平成19年5月14日
000028 2100026464 能勢カントリー倶楽部スタート売店 666-0117 川西市東畦野字長尾１－３ 7915528 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場２丁目３番３号 333414216 神北(伊健)第27-64 令和1年5月23日 令和7年5月31日 平成19年5月14日
000028 2100026465 能勢カントリー倶楽部　売店（１６番） 666-0117 川西市東畦野字長尾１－３ 7915528 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場２丁目３番３号 333414216 神北(伊健)第27-65 令和1年5月23日 令和7年5月31日 平成19年5月14日
000028 2100026487 スナックＢｏｏ 664-0851 伊丹市中央１丁目９－１３伊丹遊楽館８Ｆ 7855403 飲食店営業(4)その他 一般 清本 勝彦 神北(伊健)第27-7 平成31年4月10日 令和7年5月31日 平成19年5月25日
000028 2100026506 神戸はなあん　川西久代店 666-0024 川西市久代６丁目１－５コーナン川西久代店　駐車場 7571339 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ハローハロー 代表取締役 以西 洋介 662-0976 兵庫県西宮市宮西町３番９号 798368859 神北(伊健)第27-27 平成31年4月23日 令和7年5月31日 平成19年5月29日
000028 2100026520 野乃鳥　備丹蔵 664-0858 伊丹市西台１丁目２－６山本不動産第２ビル　１ＦＡ号 7797342 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　野乃鳥 代表取締役 野網 淳史 563-0055 大阪府池田市住吉２丁目１４－７ 727621100 神北(伊健)第27-99 令和1年7月25日 令和7年8月31日 平成19年6月8日
000028 2100026532 イオンリテール株式会社イオン猪名川店 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１ 7651111 食肉販売業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５番地１ 432126500 神北(伊健)第20-13 令和1年7月11日 令和7年8月31日 平成19年6月18日
000028 2100026535 ゆめのや　川西店 666-0033 川西市栄町１５－２１ 7580318 飲食店営業(4)その他 一般 紺屋 貞之 神北(伊健)第27-91 令和1年7月19日 令和7年8月31日 平成19年6月15日
000028 2100026536 株式会社　珉王　猪名川店 666-0253 川辺郡猪名川町差組字向イ２０２－１ 7663039 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　珉王 代表取締役 永井野 義利 666-0125 兵庫県川西市新田３丁目１６番８号 7920034 神北(伊健)第27-97 令和1年7月24日 令和7年8月31日 平成19年6月15日
000028 2100026558 村さ来　阪急伊丹駅前店 664-0858 伊丹市西台１丁目３－５伊丹駅前サンハイツ１０６号 7851150 飲食店営業(4)その他 一般 宮﨑 泰豪 神北(伊健)第27-87 令和1年7月12日 令和7年8月31日 平成19年6月29日
000028 2100026561 マクドナルド昆陽イズミヤ店 664-0027 伊丹市池尻１丁目１イズミヤ昆陽店Ｂ１ 7735940 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ステイブル 代表取締役 田中 久則 661-0047 兵庫県尼崎市西昆陽３丁目３番１号 664342207 神北(伊健)第1-228 令和4年8月8日 令和10年8月31日 令和4年8月8日
000028 2100026575 Ｏｎｅ’ｓ　Ｆａｍｉｌｙ 664-0846 伊丹市伊丹３丁目１－１６ 7727112 飲食店営業(4)その他 一般 渡邉 富久恵 神北(伊健)第27-94 令和1年7月23日 令和7年8月31日 平成19年7月6日
000028 2100026580 フジヤコウベ　イオンモール猪名川店 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１イオンモール猪名川店１Ｆ 7652339 菓子製造業 一般 村山 興治 神北(伊健)第3-59 令和1年8月7日 令和7年8月31日 平成19年7月11日
000028 2100026581 フジヤコウベ　イオンモール猪名川店 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１イオンモール猪名川店１Ｆ 7652339 飲食店営業(4)その他 一般 村山 興治 神北(伊健)第1-221 令和4年8月5日 令和10年8月31日 令和4年8月5日
000028 2100026584 珈琲舗マッククイーン 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１イオンモール猪名川２Ｆ 7651146 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 冨岡 英幸 神北(伊健)第27-101 令和1年7月26日 令和7年8月31日 平成19年7月11日
000028 2100026589 Ｃｏｃｏｒｏ 666-0142 川西市清和台東１丁目３－６ 7998886 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上野 公嗣 神北(伊健)第27-123 令和1年8月26日 令和7年8月31日 平成19年7月13日
000028 2100026598 イオンリテール株式会社イオン猪名川店 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１ 7651111 食肉販売業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５番地１ 432126500 神北(伊健)第20-14 令和1年7月11日 令和7年8月31日 平成19年7月12日
000028 2100026599 イオンリテール株式会社イオン猪名川店 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１ 7651111 魚介類販売業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５番地１ 432126500 神北(伊健)第22-5 令和1年7月11日 令和7年8月31日 平成19年7月12日
000028 2100026600 イオンリテール株式会社イオン猪名川店 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１ 7651111 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５番地１ 432126500 神北(伊健)第27-76 令和1年7月11日 令和7年8月31日 平成19年7月12日
000028 2100026601 イオンリテール株式会社イオン猪名川店 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１ 7651111 菓子製造業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５番地１ 432126500 神北(伊健)第3-43 令和1年7月11日 令和7年8月31日 平成19年7月12日
000028 2100026603 イオンリテール株式会社イオン猪名川店 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１ 7651111 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５番地１ 432126500 神北(伊健)第27-74 令和1年7月11日 令和7年8月31日 平成19年7月12日
000028 2100026604 イオンリテール株式会社イオン猪名川店 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１ 7651111 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５番地１ 432126500 神北(伊健)第27-75 令和1年7月11日 令和7年8月31日 平成19年7月12日
000028 2100026616 ㈱水産流通　伊丹水産センター 664-0831 伊丹市北伊丹８丁目２０４日水物流(株)伊丹物流センター内 7723986 食品の小分け業 一般 株式会社水産流通 代表取締役 長本 克義 104-0055 東京都中央区豊海町６番８号 362282692 神北(伊健)第26-1 令和3年8月2日 令和10年8月31日 令和3年8月2日
000028 2100026629 おおがまや　猪名川店 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１イオンモール猪名川３Ｆ 7666016 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　ルビフ 代表取締役 岸本 実 550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀１丁目４番２３号 664419119 神北(伊健)第27-78 令和1年7月11日 令和7年8月31日 平成19年7月20日
000028 2100026630 ミスタ－ド－ナツ猪名川店 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１イオンモール猪名川３Ｆ 7651181 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ルビフ 代表取締役 四宮 孝郎 550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀１丁目４番２３号 664419119 神北(伊健)第27-77 令和1年7月11日 令和8年8月31日 平成19年7月20日
000028 2100026631 ミスタ－ド－ナツ猪名川店 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１イオンモール猪名川３Ｆ 7651181 菓子製造業 一般 株式会社ルビフ 代表取締役 四宮 孝郎 550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀１丁目４番２３号 664419119 神北(伊健)第3-45 令和1年7月11日 令和8年8月31日 平成19年7月20日
000028 2100026632 サーティワンアイスクリーム  イオンモール猪名川店 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１イオンモール猪名川３Ｆ 7652009 喫茶店営業 一般 メディア西原株式会社 代表取締役 西原 英樹 561-0817 大阪府豊中市浜３丁目２２番３号 663360008 神北(伊健)第2-28 令和1年7月11日 令和7年8月31日 平成19年7月20日
000028 2100026633 サーティワンアイスクリーム  イオンモール猪名川店 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１イオンモール猪名川３Ｆ 7652009 菓子製造業 一般 メディア西原株式会社 代表取締役 西原 英樹 561-0817 大阪府豊中市浜３丁目２２番３号 663360008 神北(伊健)第3-44 令和1年7月11日 令和7年8月31日 平成19年7月20日
000028 2100026642 手打麺匠　ぎんざん 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１イオンモール猪名川３Ｆ 7651176 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　辻口建材 代表取締役 辻口 悦司 666-0256 兵庫県川辺郡猪名川町銀山字本町３番地の３４ 7660068 神北(伊健)第27-79 令和1年7月11日 令和7年8月31日 平成19年7月20日
000028 2100026648 ＺＥＲＯ 666-0124 川西市多田桜木２丁目１－３４吉永ビル１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 小林 良子 神北(伊健)第27-86 令和1年7月12日 令和7年8月31日 平成19年8月3日
000028 2100026651 有限会社　池田サービス 664-0026 伊丹市寺本５丁目３１番地 7777622 菓子製造業 一般 有限会社　池田サービス 代表取締役 池田 貢 664-0026 兵庫県伊丹市寺本５丁目３１番地 7777622 神北(伊健)第3-50 令和1年7月23日 令和7年8月31日 平成19年8月7日
000028 2100026665 たからや 666-0015 川西市小花１丁目２－３ 7597323 飲食店営業(4)その他 一般 所 寛 神北(伊健)第27-92 令和1年7月19日 令和7年8月31日 平成19年8月16日
000028 2100026678 ほっかほっか亭川西栄町店 666-0033 川西市栄町５－１ 7556399 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社　フリーラン 代表取締役 加太 俊也 666-0111 兵庫県川西市大和東３丁目９－５ 7677104 神北(伊健)第27-111 令和1年8月9日 令和7年8月31日 平成19年8月24日
000028 2100026692 Ｎｉｃｏ Ｎｉｃｏ Ｐａｎｎ 666-0121 川西市平野３丁目１５－５ 7933922 菓子製造業 一般 光明 慶治 神北(伊健)第3-81 令和1年10月24日 令和7年11月30日 平成19年9月3日
000028 2100026695 ラウンジ　マドンナ 666-0022 川西市下加茂１丁目５－２１ 7572334 飲食店営業(4)その他 一般 田辺 美奈子 神北(伊健)第27-191 令和1年11月21日 令和7年11月30日 平成19年9月3日
000028 2100026698 すき家　伊丹野間店 664-0887 伊丹市南野北５丁目３－２８ 7846072 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南２丁目１８番１号 357838850 神北(伊健)第27-183 令和1年11月7日 令和8年11月30日 平成19年9月5日
000028 2100026702 株式会社　メイプル　伊丹工場 664-0842 伊丹市森本６丁目３３ 7756512 添加物製造業 一般 株式会社　メイプル 代表取締役 532-0034 大阪府大阪市淀川区野中北２丁目２－１１ 661501331 神北(伊健)第8-3 令和1年10月15日 令和7年11月30日 平成19年9月18日
000028 2100026706 川西阪急　社員喫茶 666-0033 川西市栄町２６－１川西阪急５Ｆ 7562578 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ハートダイニング 代表取締役 小林 賢 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 664866041 神北(伊健)第27-125 令和1年10月7日 令和7年11月30日 平成19年9月14日
000028 2100026750 ほむら 664-0006 伊丹市鴻池６丁目１６－４５グレースキトラ１０５号 飲食店営業(4)その他 一般 水谷 康希 神北(伊健)第27-129 令和1年10月8日 令和7年11月30日 平成19年10月15日
000028 2100026758 きゅらむん 664-0851 伊丹市中央１丁目９－１１池信第２ビル１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 津留 教義 神北(伊健)第27-128 令和1年10月7日 令和7年11月30日 平成19年10月18日
000028 2100026760 いこいの配食サービス 666-0026 川西市南花屋敷４丁目４－１１ 7400508 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社　阪神ケータリングサービス 代表取締役 吉田 弘幸 666-0026 兵庫県川西市南花屋敷４丁目４番１１号 7400508 神北(伊健)第27-144 令和1年10月10日 令和7年11月30日 平成19年10月19日
000028 2100026761 カフェ、ユーカリ 666-0024 川西市久代１丁目１７－４ 7598616 喫茶店営業 一般 岡田 一誠 神北(伊健)第2-47 令和1年10月7日 令和7年11月30日 平成19年10月19日



000028 2100026762 金比羅製麺　川西花屋敷店 666-0026 川西市南花屋敷３丁目８－１０ 7402333 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　太鼓亭 代表取締役 水上 泰輔 560-0084 大阪府豊中市新千里南町２丁目５番３号 727283491 神北(伊健)第27-181 令和1年11月5日 令和7年11月30日 平成19年10月22日
000028 2100026763 ちゃんこ金太郎個室庵 664-0888 伊丹市昆陽南４丁目３－１６ 7850101 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　三栄 代表取締役 川島 琪泳 664-0888 兵庫県伊丹市昆陽南４丁目３－１６ 649621111 神北(伊健)第27-177 令和1年11月1日 令和7年11月30日 平成19年10月23日
000028 2100026770 ケンタッキーフライドチキン川西アステ店 666-0033 川西市栄町２５－１アステ川西１Ｆ 7552120 飲食店営業(4)その他 一般 フーズネットワーク株式会社 代表取締役 筒井 靖雄 567-0876 大阪府茨木市天王２丁目２番１号さとみマンション 神北(伊健)第27-162 令和1年10月18日 令和7年11月30日 平成19年11月7日
000028 2100026771 ケンタッキーフライドチキン川西アステ店 666-0033 川西市栄町２５－１アステ川西１Ｆ 7552120 菓子製造業 一般 フーズネットワーク株式会社 代表取締役 筒井 靖雄 567-0876 大阪府茨木市天王２丁目２番１号さとみマンション 神北(伊健)第3-75 令和1年10月18日 令和7年11月30日 平成19年11月7日
000028 2100026783 ハウスウェルネスフーズ株式会社  生産部第１工場 664-0011 伊丹市鋳物師３丁目２０番地 727781123 清涼飲料水製造業 一般 ハウスウェルネスフーズ株式会社 代表取締役 倉田 千裕 664-0011 兵庫県伊丹市鋳物師３丁目２０番地 7782220 神北(伊健)第4-1 令和1年10月11日 令和8年11月30日 平成19年11月15日
000028 2100026789 スーパー王子　伊丹店 664-0888 伊丹市昆陽南５丁目４－１３ 7446180 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　スーパー王子 代表取締役 宮本 寛文 661-0022 兵庫県尼崎市尾浜町２丁目１４－１０ 664211232 神北(伊健)第27-158 令和1年10月17日 令和7年11月30日 平成19年11月16日
000028 2100026791 スーパー王子　伊丹店 664-0888 伊丹市昆陽南５丁目４－１３ 7446180 食肉販売業 一般 株式会社　スーパー王子 代表取締役 宮本 寛文 661-0022 兵庫県尼崎市尾浜町２丁目１４－１０ 664211232 神北(伊健)第20-31 令和1年10月17日 令和7年11月30日 平成19年11月16日
000028 2100026792 スーパー王子　伊丹店 664-0888 伊丹市昆陽南５丁目４－１３ 7446180 魚介類販売業 一般 株式会社　スーパー王子 代表取締役 宮本 寛文 661-0022 兵庫県尼崎市尾浜町２丁目１４－１０ 664211232 神北(伊健)第22-15 令和1年10月17日 令和7年11月30日 平成19年11月16日
000028 2100026793 金比羅製麺　川西西多田店 666-0138 川西市西多田１丁目５－３２ 7901117 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　太鼓亭 代表取締役 水上 泰輔 560-0084 大阪府豊中市新千里南町２丁目５番３号 727283491 神北(伊健)第27-179 令和1年11月5日 令和7年11月30日 平成19年11月19日
000028 2100026798 阪急オアシス清和台店 666-0142 川西市清和台東３丁目１－８ 7981561 魚介類販売業 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457547 神北(伊健)第22-14 令和1年10月15日 令和7年11月30日 平成19年11月20日
000028 2100026800 阪急オアシス清和台店 666-0142 川西市清和台東３丁目１－８ 7981561 食肉販売業 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457547 神北(伊健)第20-29 令和1年10月15日 令和7年11月30日 平成19年11月20日
000028 2100026801 阪急オアシス清和台店（焼魚） 666-0142 川西市清和台東３丁目１－８ 7981561 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457547 神北(伊健)第27-153 令和1年10月15日 令和7年11月30日 平成19年11月20日
000028 2100026802 阪急オアシス清和台店（寿司） 666-0142 川西市清和台東３丁目１－８ 7981561 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457547 神北(伊健)第27-242 令和2年11月10日 令和9年11月30日 平成19年11月20日
000028 2100026803 阪急オアシス清和台店（米飯） 666-0142 川西市清和台東３丁目１－８ 7981561 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457547 神北(伊健)第27-154 令和1年10月15日 令和7年11月30日 平成19年11月20日
000028 2100026804 阪急オアシス清和台店（そうざい） 666-0142 川西市清和台東３丁目１－８ 7981561 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457547 神北(伊健)第27-243 令和2年11月10日 令和9年11月30日 平成19年11月20日
000028 2100026816 ２＆３（トゥーアンドスリー） 666-0014 川西市小戸２丁目３－１２ 7589023 飲食店営業(4)その他 一般 村上 文江 神北(伊健)第27-150 令和1年10月11日 令和7年11月30日 平成19年11月26日
000028 2100026836 和歌山食鳥 666-0142 川西市清和台東３丁目１－８トナリエ清和台１Ｆ 7981079 食肉販売業 一般 横瀬 進 神北(伊健)第20-32 令和1年10月21日 令和7年11月30日 平成19年11月26日
000028 2100026837 和歌山食鳥 666-0142 川西市清和台東３丁目１－８トナリエ清和台１Ｆ 7981079 飲食店営業(4)その他 一般 横瀬 進 神北(伊健)第27-163 令和1年10月21日 令和7年11月30日 平成19年11月26日
000028 2100026855 本家かまどや　川西市役所前店 666-0016 川西市中央町１３－２３トヨノ第２ビル１Ｆ 7557822 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 吉井 信明 神北(伊健)第27-212 令和2年1月16日 令和8年2月28日 平成19年12月7日
000028 2100026856 食ｎｏ道　Ｈａｋｕ(ｼｮｸﾉﾐﾁ　ﾊｸ) 666-0035 川西市花屋敷２丁目７－７ 7445391 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三邉 正人 神北(伊健)第27-197 令和2年1月14日 令和8年2月28日 平成19年12月7日
000028 2100026867 チューリ 666-0013 川西市美園町４－６ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 青松 輝栄 神北(伊健)第27-202 令和2年1月15日 令和8年2月28日 平成19年12月21日
000028 2100026868 ラベンダー 666-0015 川西市小花１丁目５－７ 7403637 飲食店営業(4)その他 一般 山本 芳子 神北(伊健)第27-243 令和2年2月4日 令和8年2月28日 平成19年12月21日
000028 2100026879 カフェ　春 664-0031 伊丹市荻野西１丁目５－６㈱備藤工務店１Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　備藤工務店 代表取締役 備藤 晋二 664-0031 兵庫県伊丹市荻野西１丁目５－６ 7832500 神北(伊健)第27-199 令和2年1月14日 令和8年2月28日 平成20年1月4日
000028 2100026885 ルージュ 664-0851 伊丹市中央１丁目９－１３伊丹遊楽館３Ｆ・Ｃ 7856113 飲食店営業(4)その他 一般 島田 美和 神北(伊健)第27-247 令和2年2月6日 令和8年2月28日 平成20年1月9日
000028 2100026888 チェリーゴルフ猪名川コース 666-0204 川辺郡猪名川町柏原字西ノ山１ 7690301 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社チェリーゴルフ 代表取締役 森田 貴光 566-0011 大阪府摂津市千里丘東１丁目１１－９ 6212266 神北(伊健)第27-223 令和2年1月22日 令和8年2月28日 平成20年1月7日
000028 2100026890 エームサービスジャパン１３８３店 666-0121 川西市平野１丁目３６－１ 7927769 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 エームサービス株式会社 代表取締役 小谷 周 105-0042 東京都港区赤坂２丁目２３番１号 362347534 神北(伊健)第27-248 令和2年2月6日 令和8年2月28日 平成20年1月9日
000028 2100026891 アンクル 666-0225 川辺郡猪名川町木津字茶垣内１７－１ 7680788 飲食店営業(4)その他 一般 向田 正人 神北(伊健)第27-233 令和2年1月28日 令和8年2月28日 平成20年1月11日
000028 2100026894 カフェテラス　サンセット 666-0105 川西市見野２丁目７－８ソニックバレー内 7915227 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　シズカ 代表取締役 大山 坂男 562-0004 大阪府箕面市牧落３丁目１－１６ 727237808 神北(伊健)第27-234 令和2年1月30日 令和8年2月28日 平成20年1月16日
000028 2100026895 コーヒーワゴン　サンセット 666-0105 川西市見野２丁目７－８ソニックバレー内 7915227 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　シズカ 代表取締役 大山 坂男 562-0004 大阪府箕面市牧落３丁目１－１６ 727237808 神北(伊健)第27-235 令和2年1月30日 令和8年2月28日 平成20年1月16日
000028 2100026898 旬彩厨房　なもみ 664-0881 伊丹市昆陽５丁目９７－１ 飲食店営業(4)その他 一般 前田 充生 神北(伊健)第27-241 令和2年1月31日 令和8年2月28日 平成20年1月18日
000028 2100026902 居酒屋　八重 664-0007 伊丹市北野５丁目３７ 7772620 飲食店営業(4)その他 一般 二宮 優 神北(伊健)第27-259 令和2年2月13日 令和8年2月28日 平成20年1月22日
000028 2100026905 スナック　篠 664-0852 伊丹市南本町２丁目１－２０ 7731123 飲食店営業(4)その他 一般 篠山 定江 神北(伊健)第27-200 令和2年1月15日 令和8年2月28日 平成20年1月28日
000028 2100026907 あさひ 664-0004 伊丹市東野１丁目６９ 7844959 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松田 和彦 神北(伊健)第27-229 令和2年1月24日 令和8年2月28日 平成20年1月25日
000028 2100026908 森本精肉店 664-0836 伊丹市北本町３丁目４９伊丹公設地方卸売市場内 7781129 食肉販売業 一般 森本 美佐子 神北(伊健)第20-48 令和2年1月30日 令和8年2月28日 平成20年1月25日
000028 2100026914 餃子の王将　伊丹緑ヶ丘店 664-0012 伊丹市緑ケ丘１丁目２０５－１ 7852188 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社王将フードサービス 代表取締役 渡邊 直人 607-8307 京都府京都市山科区西野山射庭ノ上町２９４番地の１ 755921411 神北(伊健)第27-224 令和2年1月23日 令和8年2月28日 平成20年1月30日
000028 2100026920 焼肉とも 664-0012 伊丹市緑ケ丘１丁目３１０西口マンション１０２号 7848929 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　ジーショーサービス 取締役 多田 彰治 664-0012 兵庫県伊丹市緑ケ丘５丁目１１３番地の６ 7845221 神北(伊健)第27-226 令和2年1月23日 令和8年2月28日 平成20年2月5日
000028 2100026923 焼肉とも 664-0012 伊丹市緑ケ丘１丁目３１０西口マンション１０２号 7848929 食肉販売業 一般 有限会社　ジーショーサービス 取締役 多田 彰治 664-0012 兵庫県伊丹市緑ケ丘５丁目１１３番地の６ 7845221 神北(伊健)第20-45 令和2年1月23日 令和8年2月28日 平成20年2月12日
000028 2100026940 てまり 664-0846 伊丹市伊丹５丁目２－２伊丹グリーンハイツ１Ｆ 7818884 飲食店営業(4)その他 一般 三国 且子 神北(伊健)第27-206 令和2年1月16日 令和8年2月28日 平成20年2月15日
000028 2100026952 よし吉 664-0007 伊丹市北野５丁目３３鴻池五番街 7845544 飲食店営業(4)その他 一般 丸山 芳美 神北(伊健)第27-258 令和2年2月13日 令和8年2月28日 平成20年2月26日
000028 2100026953 セブン－イレブン伊丹森本３丁目店 664-0842 伊丹市森本３丁目３０－１ 7700118 飲食店営業(4)その他 一般 三宅 正記 神北(伊健)第27-196 令和2年1月14日 令和8年2月28日 平成20年2月26日
000028 2100026960 炭火焼肉　牛楽 666-0253 川辺郡猪名川町差組字向イ２１１－２ 7661029 飲食店営業(4)その他 一般 松本 三千雄 神北(伊健)第27-256 令和2年2月7日 令和8年2月28日 平成20年2月25日
000028 2100026968 ２０８９事業所 666-0026 川西市南花屋敷４丁目２３－２ 7594221 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田３丁目３－２０ 664588801 神北(伊健)第27-281 令和3年1月27日 令和10年2月29日 平成20年2月29日
000028 2100026974 とり家　はやかわ 666-0124 川西市多田桜木１丁目３－２１ 7931618 飲食店営業(4)その他 一般 早川 隆 神北(伊健)第27-74 令和2年5月21日 令和8年5月31日 平成20年3月5日
000028 2100026975 Ｂｌｕｅ　ｌａｃｅ　Ｃｈａｌｃｅｄｏｎｙ  （ブルー　レース　カルセドニー） 666-0014 川西市小戸３丁目１９－１５ 7597408 菓子製造業 一般 増田 睦子 神北(伊健)第3-17 令和2年4月24日 令和8年5月31日 平成20年3月5日
000028 2100026989 饂飩蔵　ぎんざん 666-0224 川辺郡猪名川町万善字畑溝５９－１猪名川グルメプラザ内 7680018 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　辻口建材 代表取締役 辻口 悦司 666-0256 兵庫県川辺郡猪名川町銀山字本町３番地の３４ 7660068 神北(伊健)第27-7 令和2年4月14日 令和8年5月31日 平成20年3月7日
000028 2100026990 ベーカリー　カフェ　コンネ 666-0224 川辺郡猪名川町万善字畑溝５９－１猪名川グルメプラザ内 7682001 菓子製造業 一般 株式会社生駒コーポレーション 代表取締役 生駒 久美子 666-0262 兵庫県川辺郡猪名川町伏見台１丁目１番地２４ 7661188 神北(伊健)第3-9 令和2年4月17日 令和8年5月31日 平成20年3月7日
000028 2100026991 ベーカリー　カフェ　コンネ 666-0224 川辺郡猪名川町万善字畑溝５９－１猪名川グルメプラザ内 7682001 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社生駒コーポレーション 代表取締役 生駒 久美子 666-0262 兵庫県川辺郡猪名川町伏見台１丁目１番地２４ 7661188 神北(伊健)第27-28 令和2年4月17日 令和8年5月31日 平成20年3月7日
000028 2100027031 (株)藤田食品  本社工場 666-0023 川西市東久代２丁目６－５ 7572332 添加物製造業 一般 株式会社藤田食品 代表取締役 藤田 勝寛 666-0023 兵庫県川西市東久代２丁目２－１８ 7572332 神北(伊健)第8-1 令和2年4月28日 令和8年5月31日 平成20年3月21日
000028 2100027032 ｍａｎｋａ亭（まんかてい） 666-0244 川辺郡猪名川町上野字町廻１４－１ 7660011 菓子製造業 一般 有限会社　まんか 代表取締役 福中 祥章 666-0244 兵庫県川辺郡猪名川町上野字町廻１４番地の１ 7660011 神北(伊健)第3-21 令和2年5月19日 令和8年5月31日 平成20年3月25日
000028 2100027037 魚国総本社・川西２７５６５ 666-0137 川西市湯山台２丁目４６ 7936090 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　魚国総本社 代表取締役社長 田所 伸浩 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町１丁目６番１９号 662035571 神北(伊健)第27-37 令和2年4月20日 令和8年5月31日 平成20年3月26日
000028 2100027038 酔処　諭吉。 666-0033 川西市栄町３－５ 7562930 飲食店営業(4)その他 一般 中野 正吾 神北(伊健)第27-81 令和2年5月25日 令和8年5月31日 平成20年3月27日
000028 2100027042 ８９７事業所 666-0144 川西市柳谷字隠場４１－１ 7993020 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田３丁目３－２０ 664588801 神北(伊健)第27-59 令和2年5月1日 令和8年5月31日 平成20年4月7日
000028 2100027043 Ｐｏｏ 666-0006 川西市萩原台西１丁目７３タウンショップ 7577723 飲食店営業(4)その他 一般 桺 歩 神北(伊健)第27-48 令和2年4月24日 令和8年5月31日 平成20年4月7日
000028 2100027044 Ｐｏｏ 666-0006 川西市萩原台西１丁目７３タウンショップ 7577723 菓子製造業 一般 桺 歩 神北(伊健)第3-16 令和2年4月24日 令和8年5月31日 平成20年4月7日
000028 2100027058 伊和正 666-0117 川西市東畦野５丁目３－１０ 7952377 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大角 栄司 神北(伊健)第27-88 令和2年5月27日 令和8年5月31日 平成20年4月14日
000028 2100027063 ㈱カネマン村瀬伊丹工場 664-0028 伊丹市西野７丁目６０ 7815541 そうざい製造業 一般 株式会社　カネマン村瀬 代表取締役 村瀬 篤司 550-0004 大阪府大阪市西区靭本町１丁目１５番１６号 664436571 神北(伊健)第7-3 令和2年5月13日 令和8年5月31日 平成20年4月17日
000028 2100027070 グランドステージ　サーファー 664-0027 伊丹市池尻５丁目６０　２階 7751759 飲食店営業(4)その他 一般 国澤 美佐子 神北(伊健)第27-55 令和2年4月28日 令和8年5月31日 平成20年4月18日
000028 2100027076 ぼてぢゅう屋台  イオンモール伊丹店 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹３Ｆ 7755534 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　大阪フード 代表取締役 栗田 英人 557-0042 大阪府大阪市西成区岸里東２丁目１－１１ 666531331 神北(伊健)第27-91 令和2年5月29日 令和8年5月31日 平成20年4月22日
000028 2100027078 伊丹市交通局庁舎内食堂 664-0014 伊丹市広畑３丁目１ 7813753 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 永和食品株式会社 代表取締役 西 美信 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島６丁目７番３号 663906196 神北(伊健)第27-80 令和2年5月25日 令和8年5月31日 平成20年4月22日
000028 2100027090 ほっかほっか亭　伊丹北園店 664-0891 伊丹市北園３丁目７－１ 7754028 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社秋月 代表取締役 秋月 運乃 666-0026 兵庫県川西市南花屋敷４丁目１６－３０ 7576427 神北(伊健)第27-70 令和2年5月19日 令和8年5月31日 平成20年4月25日
000028 2100027097 味園 664-0004 伊丹市東野１丁目７１ 7820660 飲食店営業(4)その他 一般 牟田 しのぶ 神北(伊健)第27-85 令和2年5月26日 令和8年5月31日 平成20年5月1日
000028 2100027100 大阪王将　川西久代店 666-0024 川西市久代２丁目９－１ 7400704 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社サイドワンフードサービス 代表取締役 森脇 和成 677-0052 兵庫県西脇市和田町２５３番地 795234004 神北(伊健)第27-9 令和2年4月14日 令和8年5月31日 平成20年4月30日
000028 2100027104 あんびぁん洋菓子工房 666-0142 川西市清和台東２丁目３－５８パナハイツ清和台Ⅱ１Ｆ 7996060 菓子製造業 一般 井戸 康浩 神北(伊健)第3-2 令和2年4月14日 令和8年5月31日 平成20年5月1日
000028 2100027123 お好みハウス　庵凡亭 664-0006 伊丹市鴻池１丁目３－１２ 7705541 飲食店営業(4)その他 一般 山本 博 神北(伊健)第27-53 令和2年4月28日 令和8年5月31日 平成20年5月15日
000028 2100027128 ＴＯＫＩＷＡ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社ＴＯＫＩＷＡ 代表取締役 田 美敬 664-0873 兵庫県伊丹市野間１丁目２－３ 727717457 神北(伊健)第1-56 令和5年4月26日 令和10年5月31日 令和5年4月26日
000028 2100027152 カラオケ杏 666-0124 川西市多田桜木２丁目３番２８号岡田ビル２Ｆ　５号 7936116 飲食店営業(4)その他 一般 三宅 操 神北(伊健)第27-64 令和2年5月12日 令和8年5月31日 平成20年5月30日
000028 2100027165 あみや川西店 666-0016 川西市中央町２－４大吉ビル１、２Ｆ 7566339 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社あみや 代表取締役 中網 秀樹 661-0044 兵庫県尼崎市武庫町１丁目４０番１７号 664328482 神北(伊健)第27-153 令和2年8月18日 令和8年8月31日 平成20年6月2日
000028 2100027176 松谷化学工業株式会社 664-0831 伊丹市北伊丹５丁目３番地 7712001 菓子製造業 一般 松谷化学工業株式会社 代表取締役 阪本 紗代 664-0831 兵庫県伊丹市北伊丹５丁目３番地 7712001 神北(伊健)第3-37 令和2年7月29日 令和8年8月31日 平成20年6月2日
000028 2100027219 コート・ダジュール伊丹昆陽店 664-0881 伊丹市昆陽５丁目１３８ 7859988 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社快活フロンティア 代表取締役 竹島 文明 224-0021 神奈川県横浜市都筑区北山田３丁目１番５０号 455904888 神北(伊健)第27-139 令和2年8月4日 令和8年8月31日 平成20年6月27日
000028 2100027236 スナック　来來美 666-0033 川西市栄町１－４　１Ｆ 7576553 飲食店営業(4)その他 一般 山下 保美 神北(伊健)第27-128 令和2年7月31日 令和8年8月31日 平成20年7月7日
000028 2100027242 シフォン川西 666-0224 川辺郡猪名川町万善字神屋田２５５－２ 7680748 菓子製造業 一般 川西 せつ子 神北(伊健)第3-41 令和2年8月3日 令和8年8月31日 平成20年7月11日
000028 2100027246 関西スーパー　駅前店 664-0851 伊丹市中央１丁目１－１伊丹ショッピングデパート１Ｆ 7733011 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３－３８ 7720341 神北(伊健)第27-121 令和2年7月30日 令和9年8月31日 平成20年7月14日
000028 2100027248 関西スーパー　駅前店 664-0851 伊丹市中央１丁目１－１伊丹ショッピングデパート１Ｆ 7733011 食肉販売業 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３－３８ 7720341 神北(伊健)第20-29 令和2年7月30日 令和9年8月31日 平成20年7月14日
000028 2100027249 関西スーパー　駅前店 664-0851 伊丹市中央１丁目１－１伊丹ショッピングデパート１Ｆ 7733011 魚介類販売業 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３－３８ 7720341 神北(伊健)第22-23 令和2年7月30日 令和9年8月31日 平成20年7月14日
000028 2100027252 (株)丸正フーズ  関西スーパーマーケット　駅前店内 664-0851 伊丹市中央１丁目１－１伊丹ショッピングデパートB1、1F 7733011 食肉販売業 一般 株式会社丸正フーズ 代表取締役 石田 貴也 889-4314 宮崎県えびの市大字大河平４６３３番地 666831129 神北(伊健)第20-30 令和2年8月4日 令和9年8月31日 平成20年7月11日
000028 2100027253 松葉寿司 664-0851 伊丹市中央１丁目１－１伊丹ショッピングデパート２Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森田 安彦 神北(伊健)第27-154 令和2年8月19日 令和8年8月31日 平成20年7月11日
000028 2100027256 (有)日進食品 664-0851 伊丹市中央４丁目２－９ 7722736 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社日進食品 代表取締役 眞鍋 正男 664-0851 兵庫県伊丹市中央４丁目２－９ 7722736 神北(伊健)第27-160 令和2年8月26日 令和8年8月31日 平成20年7月16日
000028 2100027258 スナック　つかさ 664-0881 伊丹市昆陽４丁目４－２昆陽ヒカリ１７１ビル２０２号 7857127 飲食店営業(4)その他 一般 後藤 めぐみ 神北(伊健)第27-108 令和2年7月17日 令和8年8月31日 平成20年7月17日
000028 2100027259 セブンイレブン川西鼓滝駅前店 666-0123 川西市鼓が滝１丁目２８－１７ 7939483 飲食店営業(4)その他 一般 岡本 松三 神北(伊健)第27-101 令和2年7月15日 令和8年8月31日 平成20年7月9日
000028 2100027266 ＡＬＷＡＹＳ（オールウェイズ） 664-0851 伊丹市中央１丁目２－５グランドハイツコーワＢ１ 7708680 飲食店営業(4)その他 一般 岡田 直也 神北(伊健)第27-159 令和2年8月25日 令和8年8月31日 平成20年7月23日
000028 2100027271 和風創作　拓味 664-0851 伊丹市中央４丁目６－３中尾ビル１０６号 7687751 飲食店営業(4)その他 一般 齊藤 博基 神北(伊健)第27-133 令和2年7月31日 令和8年8月31日 平成20年7月25日
000028 2100027309 居酒屋 阿吽 664-0851 伊丹市中央１丁目５－５ボントンビルＢ１ 7727138 飲食店営業(4)その他 一般 高島 秀樹 神北(伊健)第27-100 令和2年7月15日 令和8年8月31日 平成20年8月26日
000028 2100027325 濵鮓 664-0858 伊丹市西台１丁目２－６山本不動産第二ビル２F 7751813 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 濵床 実 神北(伊健)第27-217 令和2年10月26日 令和8年11月30日 平成20年9月5日
000028 2100027326 割烹　音羽　多田別館 666-0121 川西市平野３丁目１８－１８ 7937735 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社音羽 代表取締役 田舞 登志徳 561-0836 大阪府豊中市庄内宝町２丁目１番１号 663353400 神北(伊健)第27-236 令和2年11月6日 令和8年11月30日 平成20年9月5日
000028 2100027346 自然保育園 664-0006 伊丹市鴻池４丁目９－１２ 7775890 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 富士産業株式会社 代表取締役 中村 勝彦 105-0004 東京都港区新橋５丁目３２－７ＦⅠビル 354006115 神北(伊健)第27-227 令和2年10月29日 令和8年11月30日 平成20年9月25日
000028 2100027349 宮っ子ラーメン　伊丹店 664-0002 伊丹市荻野８丁目５２ 7843733 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＨＳフードサービス 代表取締役 成田 英二 530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町１９番１９号 663771195 神北(伊健)第27-171 令和2年10月14日 令和8年11月30日 平成20年9月29日
000028 2100027352 串かつ　やんなか 664-0846 伊丹市伊丹２丁目２－１２－１ 7818655 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社やんなか 代表取締役 堀古 一平 664-0846 兵庫県伊丹市伊丹２丁目２－１２－１ 7818655 神北(伊健)第27-187 令和2年10月16日 令和8年11月30日 平成20年9月30日
000028 2100027355 ｆａ　ｖｅｕｒ（ファヴール） 666-0021 川西市栄根２丁目１－１０パークプラザビル４ＦＡＢ号 7645550 飲食店営業(4)その他 一般 鍵井 紀子 神北(伊健)第27-197 令和2年10月20日 令和8年11月30日 平成20年9月30日
000028 2100027360 株式会社オリンピア  サンシティパレス塚口事業所 664-0872 伊丹市車塚１丁目３２－７サンシティパレス塚口 7737800 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社オリンピア 代表取締役 齊藤 彰道 107-6030 東京都港区赤坂１丁目１２番３２号 335605560 神北(伊健)第1-327 令和4年10月14日 令和11年11月30日 令和4年10月14日
000028 2100027366 フレッシュマルチュウ　昆陽店 664-0888 伊丹市昆陽南１丁目２－４ 7837432 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マルチュウ 代表取締役 湯本 正基 664-0888 兵庫県伊丹市昆陽南１丁目２－４ 7837432 神北(伊健)第27-208 令和2年10月22日 令和8年11月30日 平成20年10月3日
000028 2100027367 フレッシュマルチュウ　昆陽店 664-0888 伊丹市昆陽南１丁目２－４ 7837432 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マルチュウ 代表取締役 湯本 正基 664-0888 兵庫県伊丹市昆陽南１丁目２－４ 7837432 神北(伊健)第27-209 令和2年10月22日 令和8年11月30日 平成20年10月3日
000028 2100027368 フレッシュマルチュウ　昆陽店 664-0888 伊丹市昆陽南１丁目２－４ 7837432 食肉販売業 一般 株式会社マルチュウ 代表取締役 湯本 正基 664-0888 兵庫県伊丹市昆陽南１丁目２－４ 7837432 神北(伊健)第20-41 令和2年10月22日 令和8年11月30日 平成20年10月3日
000028 2100027369 フレッシュマルチュウ　昆陽店 664-0888 伊丹市昆陽南１丁目２－４ 7837432 魚介類販売業 一般 株式会社マルチュウ 代表取締役 湯本 正基 664-0888 兵庫県伊丹市昆陽南１丁目２－４ 7837432 神北(伊健)第22-30 令和2年10月22日 令和8年11月30日 平成20年10月3日
000028 2100027379 株式会社ディ・ハンズ 664-0891 伊丹市北園３丁目４０－１ 7776814 清涼飲料水製造業 一般 株式会社ディ・ハンズ 代表取締役 中元 達雄 664-0891 兵庫県伊丹市北園３丁目４０－１ 7776814 神北(伊健)第4-1 令和2年10月28日 令和8年11月30日 平成20年10月8日
000028 2100027397 鉄板DINING 十一 664-0846 伊丹市伊丹１丁目８－２２－４ 7703711 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社十一 代表取締役 土橋 昌也 664-0846 兵庫県伊丹市伊丹１丁目８－２２－４ 7703711 神北(伊健)第27-193 令和2年10月20日 令和8年11月30日 平成20年10月17日
000028 2100027398 てんこ盛 664-0831 伊丹市北伊丹８丁目１６２ 7853234 飲食店営業(4)その他 一般 棚澤 みつ子 神北(伊健)第27-213 令和2年10月23日 令和8年11月30日 平成20年10月17日
000028 2100027399 ノーティスダイニング 666-0016 川西市中央町５－３中央日進ビル１Ｆ１１０号 7586780 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社イージーラボ 代表取締役 杉本 篤史 666-0016 兵庫県川西市中央町５－３中央日進ビル１１０ 7586780 神北(伊健)第27-191 令和2年10月19日 令和8年11月30日 平成20年10月20日
000028 2100027400 千里屋 664-0846 伊丹市伊丹８丁目３－２９ 7755529 食肉販売業 一般 有限会社Ｓ・Ｍ・Ｋフーズ 取締役 亀田 芳広 663-8141 兵庫県西宮市高須町１丁目７－２ 798461735 神北(伊健)第20-35 令和2年10月12日 令和8年11月30日 平成20年10月20日
000028 2100027401 千里屋 664-0846 伊丹市伊丹８丁目３－２９ 7755529 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 有限会社Ｓ・Ｍ・Ｋフーズ 取締役 亀田 芳広 663-8141 兵庫県西宮市高須町１丁目７－２ 798461735 神北(伊健)第15-7 令和2年10月12日 令和8年11月30日 平成20年10月20日
000028 2100027402 よしの産業 664-0004 伊丹市東野３丁目４５－２ 7820646 菓子製造業 一般 野 英治 神北(伊健)第3-63 令和2年10月23日 令和8年11月30日 平成20年10月20日
000028 2100027409 ヒロ 666-0026 川西市南花屋敷３丁目８－７ 7570135 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉本 廣恵 神北(伊健)第27-181 令和2年10月15日 令和8年11月30日 平成20年10月23日
000028 2100027410 スビマハル 664-0861 伊丹市稲野町１丁目１００ 7848707 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ビストインターナショナル 取締役 ビスト アナンド 372-0022 群馬県伊勢崎市日乃出町４５６番地 270220906 神北(伊健)第27-239 令和2年11月9日 令和8年11月30日 平成20年10月24日
000028 2100027425 (株)万代　南花屋敷店 666-0026 川西市南花屋敷３丁目１１－９ 7567851 食肉販売業 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０番１３号 667203305 神北(伊健)第20-45 令和2年11月4日 令和9年11月30日 平成20年10月27日
000028 2100027426 (株)万代　南花屋敷店 666-0026 川西市南花屋敷３丁目１１－９ 7567851 魚介類販売業 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０番１３号 667203305 神北(伊健)第22-33 令和2年11月4日 令和9年11月30日 平成20年10月27日
000028 2100027431 焼肉とよ 664-0854 伊丹市南町２丁目３－７ 7720129 飲食店営業(4)その他 一般 知念 とよ子 神北(伊健)第27-212 令和2年10月23日 令和8年11月30日 平成20年10月29日
000028 2100027432 スナック　乾杯 664-0003 伊丹市大野２丁目１０－２日光園サン・パレス１０５号 飲食店営業(4)その他 一般 野呂 香寿恵 神北(伊健)第27-232 令和2年11月2日 令和8年11月30日 平成20年10月31日
000028 2100027440 ＳＨＯＴ　ＢＡＲ　ｓｏｂ 664-0851 伊丹市中央１丁目５－５ボントンビルＢ１Ｆ 7753404 飲食店営業(4)その他 一般 梅谷 房子 神北(伊健)第27-166 令和2年10月13日 令和8年11月30日 平成20年10月31日
000028 2100027445 喜八洲総本舗  イオンモール伊丹店 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹１Ｆ 7726211 菓子製造業 一般 株式会社喜八洲総本舗 代表取締役 中田 八朗 532-0024 大阪府大阪市淀川区十三本町１丁目４－２ 663010001 神北(伊健)第3-52 令和2年10月12日 令和8年11月30日 平成20年11月14日
000028 2100027448 チェリーゴルフときわ台コース 666-0103 川西市国崎字椿６番地 7382035 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社チェリーゴルフ 代表取締役 森田 貴光 566-0011 大阪府摂津市千里丘東１丁目１１－９ 726212266 神北(伊健)第27-211 令和2年10月22日 令和8年11月30日 平成20年11月17日
000028 2100027468 Ｋ’ｓ　Ｆａｃｔｏｒｙ  （ケイズファクトリー） 664-0836 伊丹市北本町１丁目１４９ 7798865 菓子製造業 一般 梶浦 賢 神北(伊健)第3-69 令和2年11月5日 令和8年11月30日 平成20年11月19日
000028 2100027470 ナナズグリーンティー 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹店３Ｆ 7811080 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社えにし 代表取締役 川原 伸彦 641-0033 和歌山県和歌山市松ケ丘１丁目１１－４０ 734947778 神北(伊健)第27-162 令和2年10月12日 令和9年11月30日 平成20年11月20日
000028 2100027473 メモリアルホール多田飛翔殿 666-0131 川西市矢問３丁目２２－１０ 7920042 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社セレ・ナス 代表取締役 福井 昌勝 542-0082 大阪府大阪市中央区島之内２丁目１５－２０ 662249815 神北(伊健)第27-167 令和2年10月14日 令和8年11月30日 平成20年11月28日



000028 2100027474 鶴橋風月  イオン伊丹店 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹３階3046 7843678 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社イデア 代表取締役 五影 隆則 537-0024 大阪府大阪市東成区東小橋３丁目１６－３ 643040213 神北(伊健)第27-225 令和2年10月28日 令和8年11月30日 平成20年11月28日
000028 2100027475 リンガーハット  イオンモール猪名川店 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１イオンモール猪名川３Ｆ 7672018 飲食店営業(4)その他 一般 リンガーハットジャパン株式会社 代表取締役 福原 扶美勇 850-0831 長崎県長崎市鍛冶屋町６番５０号 958268321 神北(伊健)第27-237 令和2年11月6日 令和8年11月30日 平成20年11月28日
000028 2100027484 串家物語  イオンモール伊丹店 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹３Ｆ 7813922 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社フジオフードシステム 代表取締役 藤尾 政弘 530-0046 大阪府大阪市北区菅原町２－１６ＦＵＪＩＯＢＬＤＧ． 663600301 神北(伊健)第27-316 令和3年2月17日 令和9年2月28日 平成20年12月1日
000028 2100027488 ピザーラ川西店 666-0137 川西市湯山台２丁目１－３ 7928900 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＯＴＡ 代表取締役 太田 修平 666-0137 兵庫県川西市湯山台２丁目１番３号 7928900 神北(伊健)第27-319 令和3年2月24日 令和9年2月28日 平成20年12月5日
000028 2100027489 龍虎餐房  long-hu-dining　伊丹 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹３Ｆ 7784621 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ＪＢレストラン株式会社 代表取締役 亀岡 巧 458-0000 愛知県名古屋市緑区桶狭間切戸２２１７ 526291100 神北(伊健)第27-272 令和3年1月25日 令和9年2月28日 平成20年12月3日
000028 2100027490 西洋懐石　アンシャンテ 664-0851 伊丹市中央３丁目２－２７ 7772741 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ダイユウ 代表取締役 宇津木 由夫 664-0873 兵庫県伊丹市野間１丁目７－７ 7772211 神北(伊健)第27-314 令和3年2月16日 令和9年2月28日 平成20年12月3日
000028 2100027501 お好み焼　しまちゃん 666-0015 川西市小花１丁目１５－１ 7597260 飲食店営業(4)その他 一般 島谷 由紀子 神北(伊健)第27-256 令和3年1月18日 令和9年2月28日 平成20年12月12日
000028 2100027507 ｔｉｒｏｉｒ(ティロワール) 664-0002 伊丹市荻野５丁目８５ 菓子製造業 一般 村山 浩子 神北(伊健)第3-90 令和3年2月2日 令和9年2月28日 平成20年12月12日
000028 2100027508 カフェ　４丁目 664-0004 伊丹市東野４丁目４－３ 7771747 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 萩之内 笑美子 神北(伊健)第27-262 令和3年1月20日 令和9年2月28日 平成20年12月17日
000028 2100027523 西日本高速道路株式会社　川西寮 666-0012 川西市絹延町２－２６ 7557788 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西日本高速道路ビジネスサポート株式会社 代表取締役 松田 寛治 564-0051 大阪府吹田市豊津町９番１号 663960150 神北(伊健)第27-317 令和3年2月19日 令和9年2月28日 平成21年1月7日
000028 2100027526 cafe shu（カフェ シュウ） 664-0007 伊丹市北野５丁目４３ 7771696 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岸本 修一 神北(伊健)第27-255 令和3年1月18日 令和9年2月28日 平成21年1月13日
000028 2100027530 ＭＯＡ（モア） 664-0004 伊丹市東野４丁目４－３ 7845352 飲食店営業(4)その他 一般 齋藤 勇 神北(伊健)第27-263 令和3年1月20日 令和9年2月28日 平成21年1月14日
000028 2100027543 焼肉　やすもり 666-0124 川西市多田桜木１丁目５－１１ 7933676 飲食店営業(4)その他 一般 白川 孝子 神北(伊健)第27-315 令和3年2月16日 令和9年2月28日 平成21年1月21日
000028 2100027548 丸美焼肉 664-0865 伊丹市南野２丁目６－１３川田ビル１Ｆ 7815595 飲食店営業(4)その他 一般 丸山 近継 神北(伊健)第27-259 令和3年1月19日 令和9年2月28日 平成21年1月21日
000028 2100027559 株式会社カジノヤ　関西営業所 666-0024 川西市久代１丁目１２－１６ 7567885 納豆製造業 一般 株式会社カジノヤ 代表取締役社長 梶 俊夫 215-0027 神奈川県川崎市麻生区岡上４８８－１ 449884577 神北(伊健)第12-1 令和3年1月21日 令和9年2月28日 平成21年1月23日
000028 2100027577 ハピネス川西作業所 666-0025 川西市加茂３丁目１３－２６ハピネス川西２Ｆ 7553320 菓子製造業 一般 社会福祉法人正心会 理事長 生駒 二郎 666-0152 兵庫県川西市丸山台３丁目５－６ 7947600 神北(伊健)第3-85 令和3年1月27日 令和9年2月28日 平成21年1月28日
000028 2100027582 セブンイレブン伊丹昆陽８丁目店 664-0881 伊丹市昆陽８丁目６９ 7855177 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社シュガー 代表取締役 佐藤 好美 664-0881 兵庫県伊丹市昆陽８丁目６９ 7855177 神北(伊健)第1-339 令和4年1月12日 令和10年2月29日 令和4年1月12日
000028 2100027591 ジーフェスタ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 今西 洋一朗 神北(伊健)第3-102 平成31年2月7日 令和6年2月29日 平成21年2月6日
000028 2100027595 番鳥　伊丹店 664-0858 伊丹市西台４丁目６－３２ニュー伊丹ビル１Ｆ 7776558 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社バンイング 代表取締役 谷口 靖 660-0077 兵庫県尼崎市大庄西町１丁目１０－１７ 664301108 神北(伊健)第27-288 令和3年1月28日 令和9年2月28日 平成21年2月9日
000028 2100027602 (株)丸忠 666-0116 川西市水明台２－３－６８クラブアッシュビル１Ｆ 7935348 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社丸忠 代表取締役 蒲原 種三郎 666-0116 兵庫県川西市水明台１丁目１－１５９ 7921081 神北(伊健)第27-303 令和3年2月4日 令和9年2月28日 平成21年2月13日
000028 2100027603 (株)丸忠 666-0116 川西市水明台２－３－６８クラブアッシュビル１Ｆ 7935348 そうざい製造業 一般 株式会社丸忠 代表取締役 蒲原 種三郎 666-0116 兵庫県川西市水明台１丁目１－１５９ 7921081 神北(伊健)第7-10 令和3年2月4日 令和9年2月28日 平成21年2月13日
000028 2100027649 加地農園加工部  （米粉スイーツ猪名すずめ） 666-0252 川辺郡猪名川町広根字清水２－４ 7660005 菓子製造業 一般 加地 章子 神北(伊健)第6-8 令和3年4月22日 令和9年5月31日 平成21年3月4日
000028 2100027652 すき家　伊丹瑞穂店 664-0013 伊丹市瑞穂町２丁目２１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南２丁目１８番１号 357838850 神北(伊健)第1-51 令和5年4月24日 令和12年5月31日 令和5年4月24日
000028 2100027658 SEI伊丹キッズ 664-0015 伊丹市昆陽池２丁目１４３ 7836486 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ポピンズエデュケア 代表取締役 小川 裕 150-0012 東京都渋谷区広尾５丁目６番６号 334472100 神北(伊健)第27-46 平成28年4月28日 令和5年5月31日 平成21年3月10日
000028 2100027668 猪名・ブロート 666-0212 川辺郡猪名川町旭ケ丘１丁目１１５ 7691374 菓子製造業 一般 清水 信正 神北(伊健)第6-11 令和3年4月28日 令和9年5月31日 平成21年3月18日
000028 2100027683 カラオケ喫茶　ひだまり 666-0022 川西市下加茂１丁目２９－１メゾン加茂１Ｆ１０１号 飲食店営業(4)その他 一般 水流 慶子 神北(伊健)第83-37 令和3年4月28日 令和9年5月31日 平成21年3月30日
000028 2100027688 木蔭 664-0892 伊丹市高台１丁目１２７－７ 7447318 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 勝治 神北(伊健)第83-2 令和3年4月19日 令和9年5月31日 平成21年4月2日
000028 2100027689 珈琲館　円 664-0855 伊丹市御願塚８丁目２－４ 7752421 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉畑 よしゑ 神北(伊健)第83-7 令和3年4月20日 令和9年5月31日 平成21年4月2日
000028 2100027708 関西スーパー　川西店  惣菜厨房 666-0017 川西市火打１丁目２３－１２ 727566275 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３－３８ 727720341 神北(伊健)第1-43 令和5年4月20日 令和12年5月31日 令和5年4月20日
000028 2100027709 関西スーパー　川西店  寿司厨房 666-0017 川西市火打１丁目２３－１２ 727566275 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３－３８ 727720341 神北(伊健)第1-44 令和5年4月20日 令和12年5月31日 令和5年4月20日
000028 2100027711 関西スーパー　川西店 666-0017 川西市火打１丁目２３－１２ 727566275 食肉販売業 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３－３８ 727720341 神北(伊健)第3-3 令和5年4月20日 令和12年5月31日 令和5年4月20日
000028 2100027712 関西スーパー　川西店 666-0017 川西市火打１丁目２３－１２ 727566275 魚介類販売業 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３－３８ 727720341 神北(伊健)第4-2 令和5年4月20日 令和12年5月31日 令和5年4月20日
000028 2100027727 旨し酒　風丹 664-0858 伊丹市西台４丁目１－１コトウビル１Ｆ 7781283 飲食店営業(4)その他 一般 古東 良介 神北(伊健)第83-13 令和3年4月22日 令和9年5月31日 平成21年4月20日
000028 2100027745 あみや　伊丹店 664-0851 伊丹市中央１丁目５－１８伊丹中央プラザ１Ｆ 7786814 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　あみや 代表取締役社長 中網 秀樹 661-0044 兵庫県尼崎市武庫町１丁目４０番１７号 664328482 神北(伊健)第83-12 令和3年4月21日 令和9年5月31日 平成21年4月22日
000028 2100027746 サカタインクス株式会社　社員食堂 664-0837 伊丹市北河原４丁目１番１２号 7857701 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 マインフーズサービス株式会社 代表取締役 峯 林太郎 661-0024 兵庫県尼崎市三反田町２丁目２０番９号 664274633 神北(伊健)第83-43 令和3年5月6日 令和9年5月31日 平成21年4月28日
000028 2100027760 ＲＦ－１ 666-0033 川西市栄町２６－１（株）阪急阪神百貨店　川西阪急 7571231 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663611381 神北(伊健)第83-63 令和3年5月17日 令和9年5月31日 平成21年5月1日
000028 2100027762 キッチンバー　愛ｎｉ恋・Ｋｕｉに恋 666-0014 川西市小戸２丁目４－４ 7573304 飲食店営業(4)その他 一般 松元 田鶴子 神北(伊健)第83-54 令和3年5月14日 令和9年5月31日 平成21年5月14日
000028 2100027763 とり芳 666-0033 川西市栄町２６－１（株）阪急阪神百貨店　川西阪急 7571231 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663611381 神北(伊健)第83-64 令和3年5月17日 令和9年5月31日 平成21年5月1日
000028 2100027765 玉一 666-0123 川西市鼓が滝１丁目２８－３ 7937099 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 植山 槙栄 神北(伊健)第83-17 令和3年4月22日 令和9年5月31日 平成21年5月26日
000028 2100027771 常喜和 664-0874 伊丹市山田４丁目６－６４ 7859238 飲食店営業(4)その他 一般 福永 全伸 神北(伊健)第83-18 令和3年4月22日 令和9年5月31日 平成21年5月22日
000028 2100027777 割烹　冨士家 666-0035 川西市花屋敷１丁目１－２３ 7580259 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ファルコン 代表取締役 廣田 勝則 279-0031 千葉県浦安市舞浜１番地９ 473165661 神北(伊健)第1-111 令和3年7月21日 令和9年8月31日 令和3年7月21日
000028 2100027788 グランドメゾン伊丹池尻リテラシティ  １階フロント 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－５ 菓子製造業 一般 株式会社アスク 代表取締役 泉澤 豊 104-0061 東京都中央区銀座８丁目１４－１４ 367753968 神北(伊健)第6-30 令和3年7月28日 令和9年8月31日 令和3年7月28日
000028 2100027813 たこやきの吉田 000-0000 伊丹市内一円 飲食店営業(4)その他 露店 吉田 文基 神北(伊健)第27-120 令和1年8月21日 令和6年8月31日 平成21年6月16日
000028 2100027816 成田屋 664-0013 伊丹市瑞穂町６丁目４７ 7825899 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社成田屋 代表取締役 成田 元慶 662-0077 兵庫県西宮市久出ケ谷町１０番４５号 798710654 神北(伊健)第1-120 令和3年7月28日 令和9年8月31日 令和3年7月28日
000028 2100027831 居酒屋こっこ 664-0007 伊丹市北野５丁目３５鴻池五番街内 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森口 幸子 神北(伊健)第1-145 令和3年8月10日 令和9年8月31日 令和3年8月10日
000028 2100027832 なか卯　伊丹大鹿店 664-0899 伊丹市大鹿７丁目５２－１ 7711215 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　なか卯 代表取締役 平山 賢太郎 108-0075 東京都港区港南２丁目１８番１号 368338820 神北(伊健)第1-160 令和3年8月16日 令和9年8月31日 令和3年8月16日
000028 2100027848 そば切り吟香 666-0115 川西市向陽台３丁目５－１１８ 7937710 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社サプレ 代表取締役 川畑 悌司 666-0143 兵庫県川西市清和台西４丁目４－１２８ 7994171 神北(伊健)第1-126 令和3年7月29日 令和9年8月31日 令和3年7月29日
000028 2100027854 鉄板焼　明里 666-0005 川西市萩原台東１丁目２７５－４ 7576532 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上嶋 和子 神北(伊健)第1-95 令和3年7月19日 令和9年8月31日 令和3年7月19日
000028 2100027869 花みん 666-0124 川西市多田桜木２丁目１－３４西村ビル１Ｆ 7922233 飲食店営業(4)その他 一般 吉岡 みよ子 神北(伊健)第1-172 令和3年8月26日 令和9年8月31日 令和3年8月26日
000028 2100027873 居酒屋ダイニング　温家～おんや～ 666-0124 川西市多田桜木２丁目１－５ 7900729 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　クラリス 代表取締役 金 満富 662-0856 兵庫県西宮市城ヶ堀町２番２１号コーポラス城ヶ堀３０３ 798677987 神北(伊健)第1-92 令和3年7月19日 令和9年8月31日 令和3年7月19日
000028 2100027880 Villabli Garden Cafe  （ビラブリガーデンカフェ） 666-0227 川辺郡猪名川町笹尾字向山１ 7680331 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社　二鶴 代表取締役 頴川 欽和 651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通４丁目３－１０－１４０７号 783350310 神北(伊健)第1-125 令和3年7月29日 令和9年8月31日 令和3年7月29日
000028 2100027890 鳥芳トリッキー 664-0858 伊丹市西台３丁目１－５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 野口 輝人 神北(伊健)第1-87 令和3年7月16日 令和9年8月31日 令和3年7月16日
000028 2100027894 松屋 川西能勢口店 666-0033 川西市栄町１０－５パルティ川西１０１号 7568875 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　松屋フーズ 代表取締役 瓦葺 一利 180-0006 東京都武蔵野市中町１丁目１４－５ 422381121 神北(伊健)第1-144 令和3年8月10日 令和10年8月31日 令和3年8月10日
000028 2100027895 本家かまどや 伊丹西台店 664-0858 伊丹市西台１丁目５－１０ 7755899 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社 本家かまどや 代表取締役 金原 弘周 651-0097 兵庫県神戸市中央区布引町１丁目１－５ 782512308 神北(伊健)第1-152 令和3年8月11日 令和9年8月31日 令和3年8月11日
000028 2100027897 株式会社　ドルチェヴィータ　伊丹工場 664-0845 伊丹市東有岡３丁目７０ 7819777 アイスクリーム類製造業 一般 株式会社ドルチェヴィータ 代表取締役 谷口 直也 665-0823 兵庫県伊丹市東有岡３丁目７０ 7819777 神北(伊健)第7-10 令和3年8月30日 令和9年8月31日 令和3年8月30日
000028 2100027905 特殊発條興業株式会社内食堂 664-0837 伊丹市北河原１丁目１－１ 7826536 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 マインフーズサービス株式会社 代表取締役 峯 林太郎 661-0024 兵庫県尼崎市三反田町２丁目２０－９ 664274633 神北(伊健)第1-113 令和3年7月26日 令和10年8月31日 令和3年7月26日
000028 2100027930 白雪ブルワリービレッジ長寿蔵  ブルワリーショップ 664-0851 伊丹市中央３丁目４－１５ 7730524 飲食店営業(4)その他 一般 小西酒造株式会社 代表取締役社長 小西 新右衛門 664-0845 兵庫県伊丹市東有岡２丁目１３番地 7750524 神北(伊健)第1-91 令和3年7月19日 令和9年8月31日 令和3年7月19日
000028 2100027932 喫茶あいうえお 664-0872 伊丹市車塚２丁目９７ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小山 かおり 神北(伊健)第1-138 令和3年8月4日 令和9年8月31日 令和3年8月4日
000028 2100027939 サイゼリヤ　イオンモール猪名川店 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１イオン猪名川SC３F 7672030 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社 サイゼリヤ 代表取締役 正垣 泰彦 342-0008 埼玉県吉川市旭２丁目５ 489919611 神北(伊健)第1-303 令和3年11月25日 令和9年11月30日 令和3年11月25日
000028 2100027943 丸美焼肉 664-0004 伊丹市東野６丁目６エル・パラシオ１Ｆ 7852903 飲食店営業(4)その他 一般 岩本 理恵 神北(伊健)第1-68 令和3年7月12日 令和9年8月31日 令和3年7月12日
000028 2100027945 すき家　川西火打店 666-0017 川西市火打２丁目９－２３ 7597171 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 105-0000 東京都港区港南２丁目１８番１号 357838850 神北(伊健)第1-219 令和3年10月12日 令和10年11月30日 令和3年10月12日
000028 2100027950 中庸っ子 666-0101 川西市黒川字水口２８ 7380265 飲食店営業(4)その他 一般 水口 道子 神北(伊健)第1-273 令和3年11月1日 令和9年11月30日 令和3年11月1日
000028 2100027951 中庸っ子 666-0101 川西市黒川字水口２８ 7380265 菓子製造業 一般 水口 道子 神北(伊健)第6-51 令和3年11月1日 令和9年11月30日 令和3年11月1日
000028 2100027962 関東屋またの食品㈱ 664-0842 伊丹市森本６丁目５８ 7823366 そうざい製造業 一般 関東屋またの食品 株式会社 代表取締役 俣野 貴彦 664-0842 兵庫県伊丹市森本６丁目５８ 7823366 神北(伊健)第20-11 令和3年11月25日 令和9年11月30日 令和3年11月25日
000028 2100028007 ボンセジュール伊丹 664-0851 伊丹市中央１丁目２－２５ 7735033 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＬＥＯＣ 代表取締役 田島 利行 100-0004 東京都千代田区大手町１丁目１番３号 352208550 神北(伊健)第1-296 令和3年11月19日 令和9年11月30日 令和3年11月19日
000028 2100028010 手打麺匠　ぎんざん 666-0261 川辺郡猪名川町松尾台１丁目２－１ 7665581 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　銀山 代表取締役 辻口 悦司 666-0257 兵庫県川辺郡猪名川町白金３丁目２５－６ 7660068 神北(伊健)第1-214 令和3年10月11日 令和9年11月30日 令和3年10月11日
000028 2100028011 炭火焼肉 炭小屋 666-0104 川西市笹部１丁目３－１４ 7950770 飲食店営業(4)その他 一般 岡﨑 大輔 神北(伊健)第1-247 令和3年10月21日 令和9年11月30日 令和3年10月21日
000028 2100028014 ＣＯＴＯ　ＣＯＴＯ　(コト　コト) 664-0881 伊丹市昆陽２丁目２６ 7701758 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 原 倫子 神北(伊健)第1-228 令和3年10月14日 令和9年11月30日 令和3年10月14日
000028 2100028015 ＣＯＴＯ　ＣＯＴＯ　(コト　コト) 664-0881 伊丹市昆陽２丁目２６ 7701758 菓子製造業 一般 原 倫子 神北(伊健)第6-46 令和3年10月14日 令和9年11月30日 令和3年10月14日
000028 2100028022 グリル　ＡＬＴＯ（アルト） 666-0033 川西市栄町１０－５－１１７ 7570555 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有吉 薫 神北(伊健)第1-241 令和3年10月19日 令和9年11月30日 令和3年10月19日
000028 2100028038 珈琲専門店Ｒｉｎ（リン） 664-0006 伊丹市鴻池５丁目２－３ 7798691 飲食店営業(4)その他 一般 橘 コスズ 神北(伊健)第1-223 令和3年10月13日 令和9年11月30日 令和3年10月13日
000028 2100028039 兵庫県立川西明峰髙校内食堂・阿洲波商店 666-0006 川西市萩原台西2丁目３２４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 阿洲波 雅一 神北(伊健)第1-260 令和3年10月26日 令和9年11月30日 令和3年10月26日
000028 2100028046 ヴィットリオ 666-0013 川西市美園町１－２ 576375 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石光 秀規 神北(伊健)第1-258 令和3年10月25日 令和9年11月30日 令和3年10月25日
000028 2100028054 ミスタードーナツ　イオンモール  伊丹テラス 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１ 7734120 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三和紙器株式会社 代表取締役 青山 祐二郎 661-0952 兵庫県尼崎市椎堂２丁目１－１ 664926134 神北(伊健)第1-323 令和4年10月13日 令和11年11月30日 令和4年10月13日
000028 2100028055 ミスタードーナツ　イオンモール  伊丹テラス 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１ 7734120 菓子製造業 一般 三和紙器株式会社 代表取締役 青山 祐二郎 661-0952 兵庫県尼崎市椎堂２丁目１－１ 664926134 神北(伊健)第6-29 令和4年10月13日 令和11年11月30日 令和4年10月13日
000028 2100028067 医療法人協和会 協立温泉病院 職員食堂 666-0121 川西市平野１丁目３９－１ 7921301 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 マインフーズサービス株式会社 代表取締役 峯 林太郎 661-0024 兵庫県尼崎市三反田町２丁目２０－９ 664274633 神北(伊健)第1-274 令和3年11月1日 令和9年11月30日 令和3年11月1日
000028 2100028068 ニッコー伊丹店 664-0895 伊丹市宮ノ前２丁目１－３伊丹宮ノ町４号館 7700250 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社 ニッコー 代表取締役 廣田 彰啓 656-1301 兵庫県洲本市五色町都志１６８ 728662550 神北(伊健)第1-226 令和3年10月14日 令和9年11月30日 令和3年10月14日
000028 2100028069 ニッコー伊丹店 664-0895 伊丹市宮ノ前２丁目１－３伊丹宮ノ町４号館 7700250 魚介類販売業 一般 株式会社 ニッコー 代表取締役 廣田 彰啓 656-1301 兵庫県洲本市五色町都志１６８ 728662550 神北(伊健)第4-8 令和3年10月14日 令和9年11月30日 令和3年10月14日
000028 2100028070 ニッコー伊丹店 664-0895 伊丹市宮ノ前２丁目１－３伊丹宮ノ町４号館 7700250 食肉販売業 一般 株式会社 ニッコー 代表取締役 廣田 彰啓 656-1301 兵庫県洲本市五色町都志１６８ 728662550 神北(伊健)第3-9 令和3年10月14日 令和9年11月30日 令和3年10月14日
000028 2100028075 医療法人協和会　協立温泉病院 666-0121 川西市平野１丁目３９－１ 7921301 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 布施マルタマフーズ株式会社 代表取締役 荻田 正博 578-0943 大阪府東大阪市若江南町３丁目６－７ 667287401 神北(伊健)第1-239 令和3年10月18日 令和9年11月30日 令和3年10月18日
000028 2100028096 オッハァーのおか 666-0221 川辺郡猪名川町杤原字田中廻１７ 7680067 菓子製造業 一般 岡 真由美 神北(伊健)第6-68 令和4年2月22日 令和10年2月29日 令和4年2月22日
000028 2100028097 オッハァーのおか 666-0221 川辺郡猪名川町杤原字田中廻１７ 7680067 そうざい製造業 一般 岡 真由美 神北(伊健)第20-16 令和4年2月22日 令和10年2月29日 令和4年2月22日
000028 2100028100 河童ラーメン本舗　川西店 666-0024 川西市久代２丁目１－７ 7577500 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 関西フードサービス株式会社 代表取締役 米岡 潤 557-0021 大阪府大阪市西成区北開１丁目２－２１ 665677111 神北(伊健)第1-373 令和4年1月24日 令和10年2月29日 令和4年1月24日
000028 2100028102 ホテル　アンブレイン・ジョイエ 664-0001 伊丹市荒牧６丁目２１－１３ 7842700 飲食店営業(3)旅館 一般 中庄産業株式会社 代表取締役 海本 修 664-0001 兵庫県伊丹市荒牧６丁目２１－１３ 7842700 神北(伊健)第1-387 令和4年1月28日 令和10年2月29日 令和4年1月28日
000028 2100028111 サランヘ 664-0007 伊丹市北野５丁目３７ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大原 初枝 神北(伊健)第1-434 令和4年2月28日 令和10年2月29日 令和4年2月28日
000028 2100028121 株式会社小樽飯櫃 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社小樽飯櫃 代表取締役 須永 寿紀 047-0016 北海道小樽市信香町１－４ 5030995512 神北(伊健)第27-251 令和2年2月6日 令和7年2月28日 平成21年12月22日
000028 2100028126 魚（りょう） 666-0024 川西市久代４丁目２－５０ 7595050 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 細川 大造 神北(伊健)第1-409 令和4年2月4日 令和10年2月29日 令和4年2月4日
000028 2100028128 芦屋串の助　kura(くら) 664-0851 伊丹市中央３丁目１－２８ 7831110 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　櫓フードビジネス 代表取締役 腰塚 直子 659-0026 兵庫県芦屋市西蔵町４丁目２ 神北(伊健)第1-357 令和4年1月19日 令和10年2月29日 令和4年1月19日
000028 2100028146 能勢電鉄株式会社 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 7927716 飲食店営業(4)その他 露店 能勢電鉄株式会社 代表取締役 中野 雅文 666-0121 兵庫県川西市平野１丁目３５－２ 7927200 神北(伊健)第27-264 令和2年2月17日 令和7年2月28日 平成21年12月25日
000028 2100028154 鳥貴族　川西能勢口店 666-0021 川西市栄根２丁目１－１　徳田ビル２Ｆ 7440922 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社グラッド 代表取締役 松本 健志 556-0020 大阪府大阪市浪速区立葉１丁目２番１２号 665621110 神北(伊健)第1-367 令和4年1月20日 令和10年2月29日 令和4年1月20日
000028 2100028161 ブールミドリダイ 666-0129 川西市緑台４丁目９－９ 7934996 菓子製造業 一般 堀井 竜太 神北(伊健)第6-63 令和4年2月4日 令和10年2月29日 令和4年2月4日
000028 2100028163 ローソン　伊丹北本町二丁目店 664-0836 伊丹市北本町２丁目１４９ 7845582 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社世多 代表取締役 當銘 偉哲 661-0963 兵庫県尼崎市高田町２－２ 664352829 神北(伊健)第1-498 令和5年1月24日 令和11年2月28日 令和5年1月24日
000028 2100028212 ファミリーマート 川西加茂六丁目店 666-0025 川西市加茂６丁目２番２０号 7551878 飲食店営業(4)その他 一般 日下 嘉人 神北(伊健)第1-374 令和4年1月24日 令和10年2月29日 令和4年1月24日
000028 2100028218 ラウンジ  ぶらんこ 666-0121 川西市平野３丁目５－２３ＴＡＣビル１Ｆ 7926561 飲食店営業(4)その他 一般 森山 明美 神北(伊健)第1-348 令和4年1月14日 令和10年2月29日 令和4年1月14日
000028 2100028219 すき家　阪急伊丹店 664-0851 伊丹市中央１丁目６－１４ 7835775 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南２丁目１８番１号 357838850 神北(伊健)第27-248 平成29年1月19日 令和6年2月29日 平成22年2月3日
000028 2100028230 ファミリーマート伊丹鴻池店 664-0006 伊丹市鴻池３丁目５－２２ 7825968 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社谷口酒食品店 取締役 森 弘幸 664-0006 兵庫県伊丹市鴻池３丁目５－２２ 7825968 神北(伊健)第1-389 令和4年1月28日 令和10年2月29日 令和4年1月28日
000028 2100028237 鳥貴族　伊丹店 664-0851 伊丹市中央１丁目６－１４－２Ｆ 7442323 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社鳥貴族 代表取締役 江野澤 暢男 556-0020 大阪府大阪市浪速区立葉１丁目２番１２号 665625333 神北(伊健)第1-378 令和4年1月25日 令和10年2月29日 令和4年1月25日
000028 2100028243 喫茶　ト－タス 664-0845 伊丹市東有岡５丁目１６ 7821519 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 坂本 ふみえ 神北(伊健)第1-429 令和4年2月24日 令和10年2月29日 令和4年2月24日
000028 2100028245 らーめん夢屋台　伊丹店 664-0013 伊丹市瑞穂町１丁目４ 7838655 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　ビービー 代表取締役 石田 久士 664-0865 兵庫県伊丹市南野６丁目６－６６ 7811120 神北(伊健)第1-415 令和4年2月7日 令和10年2月29日 令和4年2月7日
000028 2100028252 大起水産回転寿司　兵庫川西店 666-0025 川西市加茂６丁目２－１５ 7406880 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大起水産株式会社 代表取締役 佐伯 慎哉 591-8012 大阪府堺市北区中村町６０７－１ 722581001 神北(伊健)第1-375 令和4年1月24日 令和10年2月29日 令和4年1月24日
000028 2100028253 大起水産回転寿司　兵庫川西店 666-0025 川西市加茂６丁目２－１５ 7406880 魚介類販売業 一般 大起水産株式会社 代表取締役 佐伯 慎哉 591-8012 大阪府堺市北区中村町６０７－１ 722581001 神北(伊健)第4-15 令和4年1月24日 令和10年2月29日 令和4年1月24日
000028 2100028275 Ｄｉｎｉｎｇ　Ｂａｒ　Ｇａｒｄｅｎ 664-0895 伊丹市宮ノ前２丁目１－１１宮の前４号館１０７ 7706611 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橋本 宏平 神北(伊健)第1-113 令和4年5月19日 令和10年5月31日 令和4年5月19日
000028 2100028279 ｓｗｅｅｔｓ　ｃｌｕｂ　ＢｅＢｅｅ 666-0014 川西市小戸２丁目６－２ハッピーハウス１０１ 7442554 菓子製造業 一般 田邉 一雄 神北(伊健)第6-5 令和4年4月19日 令和10年5月31日 令和4年4月19日
000028 2100028285 コリアンダイニングちゅん亭 664-0858 伊丹市西台２丁目１－１０山村ビル１Ｆ 7798810 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 新井 忠司 神北(伊健)第1-101 令和4年5月13日 令和10年5月31日 令和4年5月13日
000028 2100028289 いたみ杉の子　日清事業所 664-0006 伊丹市鴻池１丁目１０－１５ 7777486 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 立林 勝美 100-0005 東京都千代田区丸の内２丁目７－３ 332873611 神北(伊健)第1-76 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 2100028294 サーティワンアイスクリーム伊丹店 664-0017 伊丹市瑞ケ丘１丁目４１ 7729331 飲食店営業(4)その他 一般 掛谷ビル株式会社 代表取締役 掛谷 泰男 720-0065 広島県福山市東桜町２ー１１ 849212600 神北(伊健)第1-95 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 2100028301 業務スーパー内　山口水産 664-0881 伊丹市昆陽１丁目１－７ 7756416 魚介類販売業 一般 株式会社やまぐち 代表取締役 山口 雄大 631-0013 奈良県奈良市中山町西４丁目５３５番地５４４ 742474613 神北(伊健)第4-1 令和4年4月19日 令和10年5月31日 令和4年4月19日
000028 2100028310 創作中華　扇 664-0846 伊丹市伊丹１丁目８－２５－１ 7473338 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 扇田 幸昌 神北(伊健)第1-90 令和4年5月10日 令和10年5月31日 令和4年5月10日
000028 2100028320 白雪ブルワリービレッジ長寿蔵 664-0851 伊丹市中央３丁目４－１５ 7731111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社初亀 代表取締役 亀岡 健太郎 573-0051 大阪府枚方市三矢町２番５号コマサビル１Ｆ 728451980 神北(伊健)第1-71 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 2100028331 鉄板ダイニング　えい吉 666-0035 川西市花屋敷１丁目９－２２ 7558613 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 永吉 美由紀 神北(伊健)第1-59 令和4年4月22日 令和10年5月31日 令和4年4月22日
000028 2100028332 マスターズゴルフガーデン多田院 666-0126 川西市多田院字上ヶ平１ 7927770 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社延田エンタープライズ 代表取締役 延田 尚弘 542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋２丁目１番６号 727927770 神北(伊健)第1-100 令和4年5月12日 令和10年5月31日 令和4年5月12日
000028 2100028343 株式会社　ハンシンデリカ 664-0854 伊丹市南町４丁目７－１ 649612770 そうざい製造業 一般 株式会社ハンシンデリカ 代表取締役 中川 義治郎 664-0854 兵庫県伊丹市南町４丁目７番１号 649612770 神北(伊健)第20-3 令和4年5月13日 令和10年5月31日 令和4年5月13日



000028 2100028344 株式会社　ハンシンデリカ 664-0854 伊丹市南町４丁目７－１ 649612770 菓子製造業 一般 株式会社ハンシンデリカ 代表取締役 中川 義治郎 664-0854 兵庫県伊丹市南町４丁目７番１号 649612770 神北(伊健)第6-11 令和4年5月13日 令和10年5月31日 令和4年5月13日
000028 2100028357 カレッジカフェ「シルポ」 664-0001 伊丹市荒牧４丁目８－７０大阪芸術大学短期大学部伊丹学舎 7773353 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 公益社団法人伊丹市シルバー人材センター 代表理事 大川 明 664-0015 兵庫県伊丹市昆陽池２丁目１３ 7720161 神北(伊健)第1-28 令和4年4月14日 令和10年5月31日 令和4年4月14日
000028 2100028358 今日平 664-0858 伊丹市西台１丁目６－２２ 7771949 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大西 浩平 神北(伊健)第1-41 令和4年4月18日 令和10年5月31日 令和4年4月18日
000028 2100028363 伊丹ミートセンター 664-0013 伊丹市瑞穂町１丁目４０ 7736541 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ゼンショク 代表取締役 大石 重己 567-0888 大阪府茨木市駅前１丁目４－３０ 759359002 神北(伊健)第1-130 令和4年5月26日 令和10年5月31日 令和4年5月26日
000028 2100028365 華菓（はなみ） 666-0142 川西市清和台東２丁目２－１２ 7990606 菓子製造業 一般 林 五月 神北(伊健)第6-9 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 2100028383 伊丹ミートセンター 664-0013 伊丹市瑞穂町１丁目４０ 7736541 食肉販売業 一般 株式会社ゼンショク 代表取締役 大石 重己 567-0888 大阪府茨木市駅前１丁目４－３０ 759359002 神北(伊健)第3-4 令和4年5月26日 令和10年5月31日 令和4年5月26日
000028 2100028384 夢見鳥 666-0033 川西市栄町３－６ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 王島 恵美 神北(伊健)第1-60 令和4年4月22日 令和10年5月31日 令和4年4月22日
000028 2100028385 喫茶紅型 664-0029 伊丹市中野北３丁目４－１６ 7836266 飲食店営業(4)その他 一般 都市 利恵子 神北(伊健)第1-40 令和4年4月18日 令和10年5月31日 令和4年4月18日
000028 2100028390 茶寮　百灯瀬 666-0262 川辺郡猪名川町伏見台１丁目１－９２ 7653010 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社座右 代表取締役 松本 将志 670-0063 兵庫県姫路市下手野４丁目１３－５５ 792995050 神北(伊健)第1-51 令和4年4月20日 令和11年5月31日 令和4年4月20日
000028 2100028416 フレッシュベーカリー　クランツ 664-0885 伊丹市昆陽泉町１丁目２－１５ 7830116 菓子製造業 一般 倉富 圭介 神北(伊健)第6-3 令和4年4月14日 令和10年5月31日 令和4年4月14日
000028 2100028420 奥山茶屋 666-0101 川西市黒川字奥山１－３ 飲食店営業(4)その他 一般 村本 真由美 神北(伊健)第1-214 令和4年8月2日 令和10年8月31日 令和4年8月2日
000028 2100028444 マクドナルド  イオンモール伊丹店 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹３Ｆ 7754133 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ステイブル 代表取締役 田中 久則 661-0047 兵庫県尼崎市西昆陽３丁目３-１ 664372031 神北(伊健)第1-189 令和4年7月21日 令和11年8月31日 令和4年7月21日
000028 2100028460 来来亭　川西店 666-0124 川西市多田桜木１丁目４－５ 7929466 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社喜合 代表取締役 山下 正 529-1601 滋賀県蒲生郡日野町松尾４丁目４番地 748520999 神北(伊健)第1-172 令和4年7月14日 令和10年8月31日 令和4年7月14日
000028 2100028463 シャトレーゼ西多田店 666-0131 川西市矢問３丁目１３－１０ 7902922 菓子製造業 一般 矢野 博之 神北(伊健)第6-22 令和4年8月31日 令和10年8月31日 令和4年8月31日
000028 2100028466 有限会社　マエダ食品 664-0898 伊丹市千僧３丁目１４４－１ 7710166 食肉販売業 一般 有限会社マエダ食品 代表取締役 前田 佳宏 664-0898 兵庫県伊丹市千僧３丁目１４４－１ 7710166 神北(伊健)第3-8 令和4年8月29日 令和10年8月31日 令和4年8月29日
000028 2100028508 レトロなお店トントントン 666-0256 川辺郡猪名川町銀山字大口１８ 7660117 飲食店営業(4)その他 一般 谷本 裕子 神北(伊健)第1-256 令和4年8月22日 令和10年8月31日 令和4年8月22日
000028 2100028520 だんだン。 664-0007 伊丹市北野５丁目３６　２Ｆ 7858877 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 今村 ほづる 神北(伊健)第1-237 令和4年8月16日 令和10年8月31日 令和4年8月16日
000028 2100028522 日伸産業㈱ 664-0842 伊丹市森本５丁目２５－４ 7707689 食品の小分け業 一般 日伸産業株式会社 代表取締役 北島 隆 664-0842 兵庫県伊丹市森本５丁目２５－４ 7707689 神北(伊健)第26-2 令和4年7月20日 令和10年8月31日 令和4年7月20日
000028 2100028523 つるつるいっぱい 664-0845 伊丹市東有岡１丁目１８－１３サン伊丹駅前ハイツＡ棟Ｈ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 濱田 旬 神北(伊健)第1-181 令和4年7月19日 令和10年8月31日 令和4年7月19日
000028 2100028525 妙見の森バーベキューテラス 666-0101 川西市黒川字大原９ 7380159 飲食店営業(4)その他 一般 能勢電鉄株式会社 代表取締役 中野 雅文 666-0121 兵庫県川西市平野１丁目３５－２ 7382392 神北(伊健)第1-230 令和4年8月9日 令和10年8月31日 令和4年8月9日
000028 2100028531 市立伊丹ミュージアム  旧石橋家住宅 カウンター 664-0895 伊丹市宮ノ前２丁目５－２０ 7725959 飲食店営業(4)その他 一般 公益財団法人いたみ文化・スポーツ財団 代表理事 二宮 叔枝 664-0895 兵庫県伊丹市宮ノ前１丁目１番３号伊丹市立文化会館内 7788788 神北(伊健)第1-205 令和4年7月28日 令和10年8月31日 令和4年7月28日
000028 2100028533 東有岡ワークハウス 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 社会福祉法人　伊丹市社会福祉事業団 理事長 阪上 昭次 664-0014 兵庫県伊丹市広畑３丁目１ 7849987 神北(伊健)第27-148 令和2年8月12日 令和7年8月31日 平成22年8月27日
000028 2100028544 魚・魚 666-0033 川西市栄町２５－１アステ川西３Ｆ 7552068 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社イット・フィー 代表取締役 井上 泰士 659-0052 兵庫県芦屋市伊勢町４番２２号 797235120 神北(伊健)第1-428 令和4年11月18日 令和10年11月30日 令和4年11月18日
000028 2100028548 イカ焼タナか 666-0129 川西市緑台２丁目１－７７ 7647648 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 喜代子 神北(伊健)第1-240 令和4年8月16日 令和10年8月31日 令和4年8月16日
000028 2100028549 すなっく　からす 664-0851 伊丹市中央１丁目５－１４正樹ビル１階 飲食店営業(4)その他 一般 國政 孝子 神北(伊健)第1-272 令和4年8月30日 令和10年8月31日 令和4年8月30日
000028 2100028553 ＲＯＣＫ 666-0014 川西市小戸１丁目５－２０ 7594964 飲食店営業(4)その他 一般 福西 久夫 神北(伊健)第1-345 令和4年10月21日 令和10年11月30日 令和4年10月21日
000028 2100028557 うどん食堂太鼓亭　伊丹昆陽店 664-0886 伊丹市昆陽東１丁目７－２３ 7755176 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社太鼓亭 代表取締役 水上 泰輔 560-0084 大阪府豊中市新千里南町２丁目５番３号 797855661 神北(伊健)第1-341 令和4年10月21日 令和10年11月30日 令和4年10月21日
000028 2100028559 ハリー洋菓子倶楽部  グッドクラップ 666-0112 川西市大和西１丁目１１－５ 7949581 菓子製造業 一般 播野 耕作 神北(伊健)第6-37 令和4年11月10日 令和10年11月30日 令和4年11月10日
000028 2100028567 日本マクドナルド株式会社　阪急伊丹店 664-0858 伊丹市西台１丁目１－１阪急伊丹駅ビルリータ４Ｆ 7801087 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 160-0023 東京都新宿区西新宿６丁目５番１号 369115000 神北(伊健)第1-330 令和4年10月18日 令和11年11月30日 令和4年10月18日
000028 2100028572 きて屋　伊丹店 664-0851 伊丹市中央１丁目６－４ 7833007 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社寿々 代表取締役 市川 晶彦 664-0851 兵庫県伊丹市中央１丁目６－４ 7833007 神北(伊健)第1-415 令和4年11月14日 令和10年11月30日 令和4年11月14日
000028 2100028581 やきとり大吉（ＪＲ伊丹店） 664-0846 伊丹市伊丹２丁目５－８－１０７ 7858775 飲食店営業(4)その他 一般 坂本 清則 神北(伊健)第1-424 令和4年11月17日 令和10年11月30日 令和4年11月17日
000028 2100028582 ルビアン工場 664-0011 伊丹市鋳物師５丁目７３ 7754128 菓子製造業 一般 株式会社エーデルワイス 代表取締役 比屋根 祥行 650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町２丁目５番１号 664262561 神北(伊健)第3-40 平成29年10月24日 令和5年11月30日 平成22年9月28日
000028 2100028583 ルビアン工場 664-0011 伊丹市鋳物師５丁目７３ 7754128 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社エーデルワイス 代表取締役 比屋根 祥行 650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町２丁目５番１号 664262561 神北(伊健)第15-6 平成29年10月24日 令和5年11月30日 平成22年9月28日
000028 2100028594 ｐｉｒｉｃａ（ピリカ） 666-0257 川辺郡猪名川町白金１丁目１１６－１１ 7653337 菓子製造業 一般 山藤 明子 神北(伊健)第6-32 令和4年10月20日 令和10年11月30日 令和4年10月20日
000028 2100028599 無国籍料理  ＳＡＮＴＡnoＳＨＩＰＰＯ(サンタノシッポ) 664-0851 伊丹市中央６丁目１－６　２Ｆ 7783800 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　ＳＡＮＴＡ 代表取締役 椋 英行 664-0851 兵庫県伊丹市中央６丁目１－６ 7783800 神北(伊健)第1-396 令和4年11月8日 令和10年11月30日 令和4年11月8日
000028 2100028603 食酒　こころ 666-0033 川西市栄町２５－１アステ川西３Ｆ 7552032 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中塚 昌利 神北(伊健)第1-419 令和4年11月16日 令和10年11月30日 令和4年11月16日
000028 2100028605 国際エンゼル協会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 7847504 飲食店営業(4)その他 露店 特定非営利活動法人国際エンゼル協会 代表理事 東村 眞理子 664-0862 兵庫県伊丹市若菱町６丁目１０ 7847504 神北(伊健)第27-245 令和2年11月18日 令和7年11月30日 平成22年10月19日
000028 2100028608 阪急オアシス日生中央店（焼魚） 666-0261 川辺郡猪名川町松尾台１丁目２－１ 7661931 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457558 神北(伊健)第1-370 令和4年10月28日 令和10年11月30日 令和4年10月28日
000028 2100028609 阪急オアシス日生中央店（ミートデリカ） 666-0261 川辺郡猪名川町松尾台１丁目２－１ 7661931 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457558 神北(伊健)第1-371 令和4年10月28日 令和10年11月30日 令和4年10月28日
000028 2100028611 阪急オアシス日生中央店（パン） 666-0261 川辺郡猪名川町松尾台１丁目２－１ 7661931 菓子製造業 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457558 神北(伊健)第6-33 令和4年10月28日 令和10年11月30日 令和4年10月28日
000028 2100028614 阪急オアシス日生中央店（デリカ） 666-0261 川辺郡猪名川町松尾台１丁目２－１ 7661931 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457558 神北(伊健)第1-372 令和4年10月28日 令和10年11月30日 令和4年10月28日
000028 2100028618 セブンイレブン伊丹千僧６丁目店 664-0898 伊丹市千僧６丁目１８４－１ 7753778 飲食店営業(4)その他 一般 合名会社　Bindi 代表社員 藤井 健 664-0898 兵庫県伊丹市千僧６丁目１８４－１ 7753778 神北(伊健)第27-161 平成28年10月7日 令和5年11月30日 平成22年10月8日
000028 2100028639 Cafe Grandpa（カフェ　グランパ） 666-0137 川西市湯山台２丁目２０－９ 7936472 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中道 健治 神北(伊健)第1-440 令和4年11月25日 令和10年11月30日 令和4年11月25日
000028 2100028665 自家製麺　杵屋 666-0033 川西市栄町２５－１アステ川西　３Ｆ 7552039 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社グルメ杵屋 代表執行役 椋本 充士 559-0011 大阪府大阪市住之江区北加賀屋３丁目４－７ 666831222 神北(伊健)第1-334 令和4年10月19日 令和11年11月30日 令和4年10月19日
000028 2100028666 イズミヤ㈱昆陽店  （焼魚） 664-0027 伊丹市池尻１丁目１ 7796501 飲食店営業(4)その他 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663037497 神北(伊健)第1-336 令和4年10月20日 令和10年11月30日 令和4年10月20日
000028 2100028667 イズミヤ㈱昆陽店  （食肉対面販売） 664-0027 伊丹市池尻１丁目１ 7796501 食肉販売業 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663037497 神北(伊健)第3-9 令和4年10月20日 令和10年11月30日 令和4年10月20日
000028 2100028670 レストラン・バー・スリーフリッパー 666-0033 川西市栄町１－１ 7557307 飲食店営業(4)その他 一般 浅井 孝臣 神北(伊健)第1-376 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 2100028701 居酒屋　みほ 664-0003 伊丹市大野２丁目１０－２－１０１ 7791246 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佐々木 由美 神北(伊健)第1-450 令和4年11月30日 令和10年11月30日 令和4年11月30日
000028 2100028709 ジャンボ（キッチンバー） 664-0839 伊丹市桑津２丁目１－６ 7828283 飲食店営業(4)その他 一般 金沢 恵子 神北(伊健)第1-389 令和4年11月7日 令和10年11月30日 令和4年11月7日
000028 2100028713 ファミリーフーズ伊丹営業所 664-0002 伊丹市荻野２丁目９ 7876770 食肉処理業 一般 総合食品エスイー株式会社 代表取締役 堤 庸司 612-8443 京都府京都市伏見区竹田藁屋町８０番地 756214555 神北(伊健)第5-2 令和4年10月28日 令和10年11月30日 令和4年10月28日
000028 2100028719 フレッシュストアー　丸忠 666-0116 川西市水明台１丁目１－１５９　２Ｆ 7921081 そうざい製造業 一般 株式会社丸忠 代表取締役 蒲原 種三郎 666-0116 兵庫県川西市水明台１丁目１－１５９ 7921081 神北(伊健)第20-10 令和4年11月15日 令和10年11月30日 令和4年11月15日
000028 2100028720 やきやき鉄板　はる田 664-0851 伊丹市中央１丁目５－１８伊丹中央プラザ２階 7728989 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 春田 香苗 神北(伊健)第1-331 令和4年10月18日 令和10年11月30日 令和4年10月18日
000028 2100028746 ブランジュリー　ラボンダンス 666-0262 川辺郡猪名川町伏見台１丁目１－７１ミュー日生中央駅前　１０３号 7673379 菓子製造業 一般 田中 豊 神北(伊健)第6-45 令和5年1月23日 令和11年2月28日 令和5年1月23日
000028 2100028752 牛兆　川西店 666-0033 川西市栄町２５－１アステ川西Ｂ１－１０３ 7552020 食肉販売業 一般 株式会社ニッショク 代表取締役 鯖江 豊 567-0852 大阪府茨木市小柳町９－２１ 726367515 神北(伊健)第3-13 令和5年1月19日 令和11年2月28日 令和5年1月19日
000028 2100028753 牛兆　川西店 666-0033 川西市栄町２５－１アステ川西Ｂ１－１０３ 7552020 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ニッショク 代表取締役 鯖江 豊 567-0852 大阪府茨木市小柳町９－２１ 726367515 神北(伊健)第1-488 令和5年1月19日 令和11年2月28日 令和5年1月19日
000028 2100028754 うなぎや 666-0033 川西市栄町２５－１アステ川西Ｂ１ 7552055 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社かやむら 代表取締役 萱村 治 666-0112 兵庫県川西市大和西１丁目８－１ 7946664 神北(伊健)第1-537 令和5年2月8日 令和11年2月28日 令和5年2月8日
000028 2100028772 Cafe Bar RUN&RUN 664-0851 伊丹市中央１丁目９－１３遊楽館１Ｆ 7722089 飲食店営業(4)その他 一般 村上 孝志 神北(伊健)第1-570 令和5年2月27日 令和11年2月28日 令和5年2月27日
000028 2100028773 Ｔｅ－ＮＯＺＡＷＡ  (ティー－ノザワ) 666-0138 川西市西多田２丁目５－４６ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 野澤 裕美 神北(伊健)第1-521 令和5年1月31日 令和11年2月28日 令和5年1月31日
000028 2100028791 サリリゾート川西店 666-0128 川西市多田院西１丁目８－１９ 7931016 飲食店営業(3)旅館 一般 ピース観光株式会社 代表取締役 金沢 武男 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町１丁目１－４ 666350157 神北(伊健)第1-514 令和5年1月27日 令和11年2月28日 令和5年1月27日
000028 2100028802 絹延橋うどん研究所 666-0014 川西市小戸３丁目２３－６ 7677639 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 永尾 美弥 神北(伊健)第1-548 令和5年2月14日 令和11年2月28日 令和5年2月14日
000028 2100028803 絹延橋うどん研究所 666-0014 川西市小戸３丁目２３－６ 7677639 麺類製造業 一般 永尾 美弥 神北(伊健)第19-2 令和5年2月14日 令和11年2月28日 令和5年2月14日
000028 2100028805 のらや　川西店 666-0013 川西市美園町１－１ 7567087 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社のらや 代表取締役 宇田 隆宏 593-8324 大阪府堺市西区鳳東町６丁６２０番地１ 722601351 神北(伊健)第1-560 令和5年2月21日 令和11年2月28日 令和5年2月21日
000028 2100028806 ケーキの店　フランダース 664-0858 伊丹市西台１丁目１－１　Ｃ－１０４ 7735211 菓子製造業 一般 有限会社フランダース 代表取締役 西澤 好剛 664-0886 兵庫県伊丹市昆陽東３丁目１－５ 7774561 神北(伊健)第6-57 令和5年2月20日 令和11年2月28日 令和5年2月20日
000028 2100028809 京　嵯峨野　竹路庵 666-0033 川西市栄町２６－１（株）阪急阪神百貨店　川西阪急 7571231 菓子製造業 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663611381 神北(伊健)第6-55 令和5年2月10日 令和11年2月28日 令和5年2月10日
000028 2100028829 イオンリテール株式会社  イオン伊丹店（寿司コーナー） 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１ 7870500 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５－１ 432126000 神北(伊健)第1-509 令和5年1月26日 令和12年2月28日 令和5年1月26日
000028 2100028832 イオンリテール株式会社  イオン伊丹店（デリカ：焼き魚コーナー） 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１ 727870500 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５－１ 432126000 神北(伊健)第1-510 令和5年1月26日 令和12年2月28日 令和5年1月26日
000028 2100028846 焼肉　ＢＡＭＢＩＮＯ（バンビーノ） 664-0851 伊丹市中央５丁目４－１ 7799977 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＢＯＮＤ２０１１ 代表取締役 三木 章史 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目４－１ 7799977 神北(伊健)第1-550 令和5年2月15日 令和11年2月28日 令和5年2月15日
000028 2100028849 ピッツェリア　マリノ 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオン伊丹昆陽ＳＣ　４Ｆ 7878844 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社マリノ 代表取締役 水野 由太佳 465-0025 愛知県名古屋市名東区上社４丁目４５－１ 527021100 神北(伊健)第1-480 令和5年1月17日 令和12年2月28日 令和5年1月17日
000028 2100028855 マザーバスケット  （ベーカリー＆カフェ） 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオン伊丹昆陽ＳＣ１Ｆ 7789201 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社オイシス 代表取締役 池野 正明 653-0022 兵庫県神戸市長田区東尻池町２丁目５番３号 7837307 神北(伊健)第1-499 令和5年1月24日 令和11年2月28日 令和5年1月24日
000028 2100028856 マザーバスケット  （ベーカリー＆カフェ） 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオン伊丹昆陽ＳＣ１Ｆ 7789201 菓子製造業 一般 株式会社オイシス 代表取締役 池野 正明 653-0022 兵庫県神戸市長田区東尻池町２丁目５番３号 7837307 神北(伊健)第6-49 令和5年1月24日 令和11年2月28日 令和5年1月24日
000028 2100028860 どうとんぼり神座 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオン伊丹昆陽ＳＣ３階 7441370 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社どうとんぼり神座 代表取締役 布施 真之介 635-0825 奈良県北葛城郡広陵町大字安部４５３－７ 745543790 神北(伊健)第1-525 令和5年2月1日 令和11年2月28日 令和5年2月1日
000028 2100028861 果汁工房　果琳　イオン伊丹昆陽店 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオン伊丹昆陽ＳＣ　１Ｆ 7441565 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　青木商店 代表取締役 青木 信博 963-8052 福島県郡山市八山田５丁目４０５ 249320258 神北(伊健)第27-17 平成29年4月11日 令和5年5月31日 平成23年3月2日
000028 2100028868 マクドナルド  イオン伊丹昆陽ショッピングセンター店 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオン伊丹昆陽ＳＣ　１Ｆ 7878837 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ステイブル 代表取締役 田中 久則 661-0047 兵庫県尼崎市西昆陽３丁目３－１ 664213553 神北(伊健)第1-45 令和4年4月19日 令和11年5月31日 令和4年4月19日
000028 2100028871 クレープおじさん 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオン伊丹昆陽ＳＣ　３Ｆ 7441439 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　スーパースマイル 代表取締役 石原 義記 604-8035 京都府京都市中京区桜之町４０６－２８ 752235088 神北(伊健)第27-10 平成29年4月11日 令和5年5月31日 平成23年3月2日
000028 2100028872 スターバックスコーヒー  イオン伊丹昆陽ショッピングセンター店 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオン伊丹昆陽ＳＣ内１Ｆ 727878835 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 スターバックスコーヒージャパン株式会社 代表取締役 水口 貴文 141-0021 東京都品川区上大崎２丁目２５－２ 357455510 神北(伊健)第1-39 令和5年4月20日 令和11年5月31日 令和5年4月20日
000028 2100028874 イオン伊丹昆陽店  オリジン 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１ 7736900 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５－１ 432116110 神北(伊健)第1-544 令和5年2月10日 令和12年2月28日 令和5年2月10日
000028 2100028878 イオン伊丹昆陽店 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１ 7736900 食肉販売業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５－１ 432116110 神北(伊健)第3-14 令和5年2月10日 令和12年2月28日 令和5年2月10日
000028 2100028879 イオン伊丹昆陽店  試食準備室 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１ 7736900 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５－１ 432116110 神北(伊健)第1-547 令和5年2月10日 令和12年2月28日 令和5年2月10日
000028 2100028881 イオン伊丹昆陽店  すし 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１ 7736900 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５－１ 432116110 神北(伊健)第1-546 令和5年2月10日 令和12年2月28日 令和5年2月10日
000028 2100028883 イオン伊丹昆陽店  焼き魚 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１ 7736900 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５－１ 432116110 神北(伊健)第1-545 令和5年2月10日 令和12年2月28日 令和5年2月10日
000028 2100028884 イオン伊丹昆陽店  食肉販売２ 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１ 7736900 食肉販売業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５－１ 432116110 神北(伊健)第3-15 令和5年2月10日 令和11年2月28日 令和5年2月10日
000028 2100028899 讃岐うどんの心つるさく  イオンモール伊丹昆陽店 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオン伊丹昆陽ＳＣ３Ｆ 7719870 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社はなまる 代表取締役 門脇 純孝 103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町３６－２ 356518701 神北(伊健)第1-512 令和5年1月27日 令和11年2月28日 令和5年1月27日
000028 2100028901 どんぶりミュージアム 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオン伊丹昆陽ＳＣ　３Ｆ 7441147 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社大阪かな泉 代表取締役 粂 佳孝 560-0003 大阪府豊中市東豊中町２丁目１０番１９号 666713434 神北(伊健)第1-549 令和5年2月15日 令和11年2月28日 令和5年2月15日
000028 2100028907 ケンタッキーフライドチキン  イオンモール伊丹昆陽店 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオンモール伊丹昆陽　３Ｆ 7878882 飲食店営業(4)その他 一般 フーズネットワーク株式会社 代表取締役 筒井 靖雄 567-0876 大阪府茨木市天王２丁目２番１号さとみマンション 神北(伊健)第27-269 平成29年1月27日 令和6年2月29日 平成23年2月23日
000028 2100028908 ケンタッキーフライドチキン  イオンモール伊丹昆陽店 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオンモール伊丹昆陽　３Ｆ 7878882 菓子製造業 一般 フーズネットワーク株式会社 代表取締役 筒井 靖雄 567-0876 大阪府茨木市天王２丁目２番１号さとみマンション 神北(伊健)第3-68 平成29年1月27日 令和6年2月29日 平成23年2月23日
000028 2100028909 リンガーハットイオン伊丹昆陽店 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオン伊丹昆陽ＳＣ　３Ｆ 7878833 飲食店営業(4)その他 一般 リンガーハットジャパン株式会社 代表取締役 福原 扶美勇 850-0831 長崎県長崎市鍛冶屋町６－５０ 357458611 神北(伊健)第27-8 平成29年4月11日 令和6年5月31日 平成23年3月7日
000028 2100028910 築地銀だこ・銀のあん　イオン伊丹昆陽店 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオン伊丹昆陽ＳＣ　１Ｆ 7878815 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ホットランド 代表取締役 佐瀬 守男 104-0041 東京都中央区新富１丁目９－６ 335538177 神北(伊健)第27-9 平成29年4月11日 令和6年5月31日 平成23年3月7日
000028 2100028911 築地銀だこ・銀のあん　イオン伊丹昆陽店 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオン伊丹昆陽ＳＣ　１Ｆ 7878815 菓子製造業 一般 株式会社ホットランド 代表取締役 佐瀬 守男 104-0041 東京都中央区新富１丁目９－６ 335538177 神北(伊健)第3-2 平成29年4月11日 令和6年5月31日 平成23年3月7日
000028 2100028918 ミスタードーナツ　イオン伊丹昆陽店 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオン伊丹昆陽ＳＣ３Ｆ 7442758 飲食店営業(4)その他 一般 ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯６番地 799743257 神北(伊健)第27-15 平成29年4月11日 令和6年5月31日 平成23年3月2日
000028 2100028919 ミスタードーナツ　イオン伊丹昆陽店 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオン伊丹昆陽ＳＣ３Ｆ 7442758 菓子製造業 一般 ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯６番地 799743257 神北(伊健)第3-3 平成29年4月11日 令和6年5月31日 平成23年3月2日
000028 2100028925 上海常 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオン伊丹昆陽ＳＣ　４Ｆ 7786936 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ピアーサーティー西日本 代表取締役 髙橋 章之 710-0065 岡山県倉敷市宮前４１８－３ 864261473 神北(伊健)第27-7 平成29年4月11日 令和6年5月31日 平成23年3月2日
000028 2100028926 五穀 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオン伊丹昆陽ＳＣ　４Ｆ 7789209 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社マスターピース 代表取締役 樫葉 髙章 710-0065 岡山県倉敷市宮前４１８－３ 864261473 神北(伊健)第27-12 平成29年4月11日 令和5年5月31日 平成23年3月2日
000028 2100028927 カフェ　レガーロ 666-0137 川西市湯山台２丁目１－２ 727028651 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 下野 勝己 神北(伊健)第1-64 令和5年4月27日 令和11年5月31日 令和5年4月27日
000028 2100028934 サーティワンアイスクリーム 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオン伊丹昆陽ＳＣ３Ｆ 7789231 喫茶店営業 一般 株式会社マッサム 代表取締役 松本 直樹 586-0075 大阪府河内長野市大矢船中町２２番１９号 721745850 神北(伊健)第2-16 平成29年5月1日 令和6年5月31日 平成23年3月2日
000028 2100028935 清修庵 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオン伊丹昆陽ＳＣ４Ｆ 7878872 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社清修庵 代表取締役 森 大生 607-8131 京都府京都市山科区大塚南溝町６０番地１０ 755026886 神北(伊健)第27-13 平成29年4月11日 令和5年5月31日 平成23年3月2日
000028 2100028936 神楽食堂　串家物語  イオンモール伊丹昆陽店 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオンモール伊丹昆陽　４Ｆ 7878819 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　フジオフードシステム 代表取締役 藤尾 政弘 530-0046 大阪府大阪市北区菅原町２－１６ＦＵＪＩＯＢＬＤＧ． 663600301 神北(伊健)第27-65 平成29年5月18日 令和5年5月31日 平成23年3月7日
000028 2100028937 コーヒーギャラリー　ヒロ  イオン伊丹昆陽ＳＣ店 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオン伊丹昆陽ＳＣ２Ｆ 7711299 喫茶店営業 一般 株式会社ヒロコーヒー 代表取締役 山本 光弘 564-0063 大阪府吹田市江坂町１丁目７番７号 663390411 神北(伊健)第2-1 平成29年4月13日 令和5年5月31日 平成23年3月7日
000028 2100028938 コーヒーギャラリー　ヒロ  イオン伊丹昆陽ＳＣ店 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオン伊丹昆陽ＳＣ２Ｆ 7711299 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社ヒロコーヒー 代表取締役 山本 光弘 564-0063 大阪府吹田市江坂町１丁目７番７号 663390411 神北(伊健)第7-4 令和3年5月20日 令和8年5月31日 平成23年3月7日
000028 2100028947 串カツ居酒屋　らくだ屋 664-0858 伊丹市西台３丁目１－１川端ビル２Ｆ 7791143 飲食店営業(4)その他 一般 千本 剛之 神北(伊健)第27-61 平成29年5月11日 令和5年5月31日 平成23年3月29日
000028 2100028949 珈琲館　伊丹店 664-0858 伊丹市西台１丁目２－６第２山本不動産ビルＢ１ 7822588 飲食店営業(4)その他 一般 布川 裕子 神北(伊健)第27-2 平成29年4月10日 令和5年5月31日 平成23年3月28日
000028 2100028954 イツモノトコロ 664-0858 伊丹市西台１丁目７－１　大川ビル１Ｆ 727703131 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 野村 あや子 神北(伊健)第1-60 令和5年4月26日 令和11年5月31日 令和5年4月26日
000028 2100028957 小川珈琲 川西店 666-0124 川西市多田桜木１丁目８－３イズミヤＳＣ内１Ｆ 727920890 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉山 栄一 神北(伊健)第1-30 令和5年4月17日 令和11年5月31日 令和5年4月17日
000028 2100028958 ＹＭＣＡ松尾台保育園 666-0261 川辺郡猪名川町松尾台２丁目２－２ 7663221 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ウオクニ株式会社 代表取締役 野々村 充教 657-0842 兵庫県神戸市灘区船寺通４丁目５－１６ 788017755 神北(伊健)第27-28 平成29年4月17日 令和5年5月31日 平成23年3月30日
000028 2100028968 豚串　武 664-0886 伊丹市昆陽東６丁目９－７ 727730530 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 武智 秀夫 神北(伊健)第1-34 令和5年4月18日 令和11年5月31日 令和5年4月18日
000028 2100028988 ＹＵＭＩＮＩ（ユミニ） 666-0245 川辺郡猪名川町つつじが丘５丁目２３－１ 7676542 菓子製造業 一般 田畑 由美 神北(伊健)第3-7 平成29年5月2日 令和5年5月31日 平成23年4月25日
000028 2100129991 サンセット 664-0858 伊丹市西台１丁目１－１Ｂ１Ｆ ゼニスコート阪急伊丹店 727736145 飲食店営業(4)その他 一般 大山観光株式会社 代表取締役 大山 秀一 562-0004 大阪府箕面市牧落３丁目１番１６号 727646609 神北(伊健)第27-33 平成29年4月17日 令和5年5月31日 平成23年4月26日
000028 2100130075 串揚げの店　Ｔａららん 664-0861 伊丹市稲野町４丁目４１リバティ稲野１０１Ａ 727676039 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 尾崎 栄二 神北(伊健)第1-68 令和5年4月27日 令和11年5月31日 令和5年4月27日
000028 2100130189 伊丹酒蔵通り　料理屋　六　－ろく－ 664-0846 伊丹市伊丹２丁目１－１７ 7782339 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　やんなか 取締役 堀古 一平 664-0846 兵庫県伊丹市伊丹２丁目２－１２－１ 7818655 神北(伊健)第27-51 平成29年4月25日 令和5年5月31日 平成23年5月19日
000028 2100130222 ロンシャン 666-0129 川西市緑台２丁目１－７９ 7935255 飲食店営業(4)その他 一般 黒澤 晃一 神北(伊健)第27-60 平成29年5月11日 令和5年5月31日 平成23年4月28日
000028 2100130224 イーストナイト 664-0851 伊丹市中央４丁目４－１８　１Ｆ 7851149 飲食店営業(4)その他 一般 神北(伊健)第27-32 平成29年4月17日 令和5年5月31日 平成23年5月10日
000028 2100130450 中華 こまめや 664-0881 伊丹市昆陽３丁目２４８－１ 727707673 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中西 純一 神北(伊健)第1-33 令和5年4月18日 令和11年5月31日 令和5年4月18日
000028 2100130456 ともべ～ 666-0124 川西市多田桜木２丁目６－１８ 飲食店営業(4)その他 一般 大原 美代子 神北(伊健)第27-96 平成29年7月18日 令和5年8月31日 平成23年6月1日



000028 2100130488 焼肉　儲望亭（もぉーもぉーてい） 666-0024 川西市久代２丁目１４－８ 7552989 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上田 章雅 神北(伊健)第27-102 平成29年7月24日 令和5年8月31日 平成23年6月1日
000028 2100130510 道の駅　いながわ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社　いながわフレッシュパーク 代表取締役 奥田 貢 666-0224 兵庫県川辺郡猪名川町万善字竹添７０番地の１ 7678600 神北(伊健)第1-146 令和3年8月10日 令和8年8月31日 令和3年8月10日
000028 2100130564 竜ちゃん 664-0897 伊丹市桜ケ丘１丁目１－４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小林 竜二 神北(伊健)第27-80 平成29年7月11日 令和5年8月31日 平成23年6月6日
000028 2100130619 古本カフェ　コラージュ 664-0888 伊丹市昆陽南１丁目１０－２ 7775544 飲食店営業(4)その他 一般 特定非営利活動法人ＩＣＣＣ 岡田 智子 664-0026 兵庫県伊丹市寺本１丁目１１４ 7771001 神北(伊健)第27-124 平成29年8月7日 令和5年8月31日 平成23年6月16日
000028 2100130643 炙り処 一（はじめ） 666-0014 川西市小戸２丁目３－１３ 7862209 飲食店営業(4)その他 一般 下西 肇 神北(伊健)第27-84 平成29年7月12日 令和5年8月31日 平成23年6月20日
000028 2100130682 セブン－イレブン　伊丹船原１丁目店 664-0896 伊丹市船原１丁目６－３２ 7833714 飲食店営業(4)その他 一般 甲田 訓之 神北(伊健)第27-163 平成30年8月21日 令和7年8月31日 平成23年6月20日
000028 2100130683 セブン－イレブン　伊丹船原１丁目店 664-0896 伊丹市船原１丁目６－３２ 7833714 菓子製造業 一般 甲田 訓之 神北(伊健)第3-51 平成30年8月21日 令和7年8月31日 平成23年6月20日
000028 2100130724 黒毛和牛焼肉　犇屋(ひしめきや) 664-0017 伊丹市瑞ケ丘１丁目４１番地 7780129 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　ＳｋｙＷａｌｋｅｒ 代表取締役 福崎 宏希 664-0017 兵庫県伊丹市瑞ケ丘１丁目４１番地 727671220 神北(伊健)第27-132 平成29年8月17日 令和5年8月31日 平成23年6月28日
000028 2100130745 Ｇｕｆｏ(グーフォ) 666-0111 川西市大和東５丁目４９－９ 774-0080 喫茶店営業 一般 秦野 俊人 神北(伊健)第2-33 平成29年7月24日 令和5年8月31日 平成23年6月29日
000028 2100130785 松山食品 664-0884 伊丹市美鈴町４丁目１ 7795005 食肉販売業 一般 松山 文雄 神北(伊健)第20-12 平成29年7月7日 令和5年8月31日 平成23年6月30日
000028 2100130803 串の彩　桂 664-0851 伊丹市中央５丁目１－１６ 7771955 飲食店営業(4)その他 一般 桂 陽子 神北(伊健)第27-98 平成29年7月20日 令和5年8月31日 平成23年7月1日
000028 2100130823 ホルモン焼　マダン 664-0838 伊丹市中村字井ノ下３８１ 飲食店営業(4)その他 一般 金岡 英男 神北(伊健)第27-131 平成29年8月17日 令和5年8月31日 平成23年7月5日
000028 2100130849 お食事処　ちゃこ亭 666-0252 川辺郡猪名川町広根字北野尻９－２ 7672828 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 下坊 了 神北(伊健)第27-78 平成29年7月7日 令和5年8月31日 平成23年7月6日
000028 2100130857 食肉館 666-0233 川辺郡猪名川町紫合字氏上１６３－１わくわく市場店内 7651129 食肉販売業 一般 有限会社カワゴエ 川越 敬夫 572-0031 大阪府寝屋川市若葉町１８－１７ 728283923 神北(伊健)第20-24 平成29年8月3日 令和5年8月31日 平成23年7月6日
000028 2100130868 カレー屋　スパイス工房 664-0898 伊丹市千僧６丁目９　タカラビル１階１０１号 7726332 飲食店営業(4)その他 一般 陳東 由美 神北(伊健)第27-114 平成29年7月31日 令和5年8月31日 平成23年7月11日
000028 2100130879 ロッタカフェ 664-0017 伊丹市瑞ケ丘１丁目２４－１ 7858541 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 渡邊 亮 神北(伊健)第27-107 平成29年7月25日 令和5年8月31日 平成23年7月13日
000028 2100130951 公益財団法人　東洋食品研究所 666-0026 川西市南花屋敷４丁目２３番２号 7403300 飲食店営業(4)その他 一般 公益財団法人　東洋食品研究所 代表理事 難波 誠 666-0026 兵庫県川西市南花屋敷４丁目２３番２号 7403300 神北(伊健)第27-121 平成30年7月26日 令和7年8月31日 平成23年7月19日
000028 2100130952 公益財団法人　東洋食品研究所 666-0026 川西市南花屋敷４丁目２３番２号 7403300 そうざい製造業 一般 公益財団法人　東洋食品研究所 代表理事 難波 誠 666-0026 兵庫県川西市南花屋敷４丁目２３番２号 7403300 神北(伊健)第7-1 平成30年7月26日 令和7年8月31日 平成23年7月19日
000028 2100130969 ヘブンズキッチン　ひがしのたまご店 664-0013 伊丹市瑞穂町５丁目８番地 7826006 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ダイニングホリック 代表取締役 坂口 正二 664-0886 兵庫県伊丹市昆陽東５丁目１番１－７０３号 7676477 神北(伊健)第27-110 平成29年7月27日 令和5年8月31日 平成23年7月20日
000028 2100130989 医療法人社団豊明会　常岡病院 664-0857 伊丹市行基町２丁目５番地 7701670 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社塩梅 代表取締役 今井 清秀 567-0834 大阪府茨木市学園南町７番５号 726571122 神北(伊健)第27-94 平成29年7月18日 令和5年8月31日 平成23年7月20日
000028 2100131034 スーパーオオジ　安堂寺店  （そうざい） 664-0864 伊丹市安堂寺町７丁目３３－１ 7735320 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社スーパー王子 代表取締役 宮本 啓一 661-0022 兵庫県尼崎市尾浜町２丁目１４－１０ 664211232 神北(伊健)第27-87 平成29年7月13日 令和5年8月31日 平成23年7月27日
000028 2100131035 スーパーオオジ　安堂寺店  （焼魚） 664-0864 伊丹市安堂寺町７丁目３３－１ 7735320 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社スーパー王子 代表取締役 宮本 啓一 661-0022 兵庫県尼崎市尾浜町２丁目１４－１０ 664211232 神北(伊健)第27-88 平成29年7月13日 令和5年8月31日 平成23年7月27日
000028 2100131036 スーパーオオジ　安堂寺店 664-0864 伊丹市安堂寺町７丁目３３－１ 7735320 魚介類販売業 一般 株式会社スーパー王子 代表取締役 宮本 啓一 661-0022 兵庫県尼崎市尾浜町２丁目１４－１０ 664211232 神北(伊健)第22-14 平成29年7月13日 令和5年8月31日 平成23年7月27日
000028 2100131037 スーパーオオジ　安堂寺店 664-0864 伊丹市安堂寺町７丁目３３－１ 7735320 食肉販売業 一般 株式会社スーパー王子 代表取締役 宮本 啓一 661-0022 兵庫県尼崎市尾浜町２丁目１４－１０ 664211232 神北(伊健)第20-19 平成29年7月13日 令和5年8月31日 平成23年7月27日
000028 2100131072 ＳＡＫＥ市場グランマルシェ川西店 666-0135 川西市錦松台１７－２３ 7929502 菓子製造業 一般 株式会社　徳岡 代表取締役 清水 浩夫 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場３丁目５番２６号 662514560 神北(伊健)第3-22 平成29年8月1日 令和5年8月31日 平成23年7月28日
000028 2100131239 えがおの館　七つの宝石 664-0028 伊丹市西野８丁目３桜台ハイツ１－１０７ 7440862 飲食店営業(4)その他 一般 清水 恵子 神北(伊健)第27-119 平成29年8月3日 令和5年8月31日 平成23年8月3日
000028 2100131247 サイゼリヤ　川西能勢口駅前店 666-0033 川西市栄町１１－１パルティＫ２ビル内モザイクボックスＢ１Ｆ 7567621 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社サイゼリヤ 代表取締役 正垣 泰彦 342-0008 埼玉県吉川市旭２－５ 489919611 神北(伊健)第27-122 平成29年8月4日 令和5年8月31日 平成23年8月2日
000028 2100131345 銀のさら 伊丹店 664-0888 伊丹市昆陽南１丁目２－９城マンション１Ｆ 7813710 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社イデアプラス 代表取締役 加田 充良 541-0054 大阪府大阪市中央区南本町２丁目３－８ 662673312 神北(伊健)第27-128 平成29年8月15日 令和5年8月31日 平成23年8月17日
000028 2100131364 佐々木製鑵工業㈱厚生館 664-0845 伊丹市東有岡５丁目４７ 7826205 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社日米クック 代表取締役 米谷 素明 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中１丁目１７－２２ 664522131 神北(伊健)第27-91 平成29年7月18日 令和5年8月31日 平成23年8月17日
000028 2100131606 珉王 666-0033 川西市栄町２５－１　Ｂ１Ｆアステ川西ＴＥＭＰＯ１７５ 7552034 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　珉王 代表取締役 永井野 義利 666-0125 兵庫県川西市新田３丁目１６－８ 7920034 神北(伊健)第27-85 平成29年7月12日 令和5年8月31日 平成23年8月23日
000028 2100131664 やさしい手　伊丹 664-0842 伊丹市森本７丁目２６ 7778341 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小野マルタマフーズ株式会社 代表取締役 畑 昭身 675-1367 兵庫県小野市敷地町１４１２－１ 797631110 神北(伊健)第27-111 平成29年7月27日 令和5年8月31日 平成23年8月29日
000028 2100131681 つくし 666-0142 川西市清和台東５丁目２－５９ 7995144 飲食店営業(4)その他 一般 久世 智津子 神北(伊健)第27-133 平成29年8月24日 令和5年8月31日 平成23年8月30日
000028 2100131682 カフェ　クオーレ 664-0887 伊丹市南野北５丁目３－２４ル・シャトー１０１、１０２ 7775050 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ブルトン 代表取締役 薬師 暁彦 664-0012 兵庫県伊丹市緑ケ丘２丁目１０９番地 7775050 神北(伊健)第27-86 平成29年7月13日 令和5年8月31日 平成23年8月30日
000028 2100131699 Ｐｏｎｔｅ Ｌｕｎｇｏ　ポンテ ルンゴ 664-0886 伊丹市昆陽東４丁目１３－１ 7796577 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 音峰 惇樹 神北(伊健)第27-153 平成29年10月13日 令和5年11月30日 平成23年9月2日
000028 2100131709 パティスリーラクロワ 664-0846 伊丹市伊丹２丁目２－１８　１Ｆ 7478164 菓子製造業 一般 山川 大介 神北(伊健)第3-37 平成29年10月12日 令和5年11月30日 平成23年9月7日
000028 2100131714 株式会社　万代　伊丹荒牧店  （寿司・そうざい） 664-0006 伊丹市鴻池７丁目３－９ 7806100 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0002 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０番１３号 667203305 神北(伊健)第27-187 平成30年10月10日 令和7年11月30日 平成23年9月2日
000028 2100131718 株式会社　万代　伊丹荒牧店 664-0006 伊丹市鴻池７丁目３－９ 7806100 食肉販売業 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0002 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０番１３号 667203305 神北(伊健)第20-39 平成30年10月10日 令和7年11月30日 平成23年9月2日
000028 2100131743 ちゃうちゃう 664-0851 伊丹市中央１丁目９－１３　９Ｆ－Ｄ 7720360 飲食店営業(4)その他 一般 保下 よね子 神北(伊健)第27-191 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成23年9月5日
000028 2100131778 Ｍｅｍｂｅｒ’ｓ　Ｋ 664-0858 伊丹市西台１丁目７－２ 7786220 飲食店営業(4)その他 一般 川上 慶子 神北(伊健)第27-165 平成29年10月19日 令和5年11月30日 平成23年9月9日
000028 2100131782 みやび珈琲 664-0006 伊丹市鴻池７丁目３－８ 7770810 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 泉北エーワン株式会社 代表取締役 楊井 雅生 590-0115 大阪府堺市南区茶山台１丁２番１－２０６号 663120789 神北(伊健)第27-161 平成29年10月17日 令和5年11月30日 平成23年9月1日
000028 2100131901 無添加パン工房　パヌトン 666-0033 川西市栄町５－１ 7585258 菓子製造業 一般 山本 英仁 神北(伊健)第3-51 平成29年11月16日 令和5年11月30日 平成23年9月12日
000028 2100131934 住化カラー株式会社 664-0842 伊丹市森本１丁目３５ 7821301 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 マインフーズサービス株式会社 代表取締役 峯 林太郎 661-0024 兵庫県尼崎市三反田町２丁目２０－９ 664274633 神北(伊健)第27-169 平成29年10月26日 令和5年11月30日 平成23年9月26日
000028 2100131985 韓国料理　慶州（けいしゅう） 666-0033 川西市栄町１１－３－３ 7555575 飲食店営業(4)その他 一般 高山 ハルカ 神北(伊健)第27-174 平成29年10月31日 令和5年11月30日 平成23年9月28日
000028 2100132030 株式会社西友　多田店 666-0129 川西市緑台５丁目１－１０８ 7930331 菓子製造業 一般 株式会社西友 代表取締役 大久保 恒夫 115-0045 東京都北区赤羽２丁目１番１号 335987000 神北(伊健)第3-49 平成29年11月9日 令和5年11月30日 平成23年9月27日
000028 2100132109 お好み焼き・鉄板焼き　ちっち 664-0888 伊丹市昆陽南藤ハイツ１０５ 飲食店営業(4)その他 一般 西谷 一治 神北(伊健)第27-141 平成29年10月5日 令和5年11月30日 平成23年10月7日
000028 2100132111 ２３６事業所 664-0851 伊丹市中央３丁目５－２３　４Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田３丁目３－２０ 664588801 神北(伊健)第27-193 平成30年10月17日 令和7年11月30日 平成23年10月11日
000028 2100132333 エビスガーデンカフェ 666-0142 川西市清和台東３丁目１－８トナリエ清和台１Ｆ 7991530 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷口 まり子 神北(伊健)第27-157 平成29年10月13日 令和5年11月30日 平成23年10月25日
000028 2100132449 すみれ家 664-0006 伊丹市鴻池５丁目２－１１ 7720772 菓子製造業 一般 喜田 剛 神北(伊健)第3-44 平成29年11月1日 令和5年11月30日 平成23年10月31日
000028 2100132451 川西阪急地下１階 グルメザマーケット 666-0033 川西市栄町２６－１（株）阪急阪神百貨店　川西阪急 7571231 菓子製造業 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663611381 神北(伊健)第3-34 平成29年10月11日 令和5年11月30日 平成23年11月1日
000028 2100132521 Ｊマスカレード 666-0024 川西市久代４丁目２－４７ 飲食店営業(4)その他 一般 山内 順子 神北(伊健)第27-166 平成29年10月23日 令和5年11月30日 平成23年11月7日
000028 2100132567 ニュー古都 666-0253 川辺郡猪名川町差組字向イ２１１－２ 7668576 飲食店営業(4)その他 一般 橋本 智絵 神北(伊健)第27-175 平成29年11月1日 令和5年11月30日 平成23年11月14日
000028 2100132572 金ちゃん 666-0122 川西市東多田１丁目１－１０ 7927238 飲食店営業(4)その他 一般 金 貞順 神北(伊健)第27-150 平成29年10月10日 令和5年11月30日 平成23年11月9日
000028 2100132749 居酒屋あにやん 664-0842 伊丹市森本６丁目１７３－７ 飲食店営業(4)その他 一般 川畑 義彦 神北(伊健)第27-202 平成29年11月24日 令和5年11月30日 平成23年11月21日
000028 2100132778 ルビアン工場 664-0011 伊丹市鋳物師５丁目７３ 7754128 そうざい製造業 一般 株式会社エーデルワイス 代表取締役 比屋根 祥行 650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町２丁目５番１号 664262561 神北(伊健)第7-6 平成30年10月16日 令和7年11月30日 平成23年11月18日
000028 2100132783 インド料理　インディゴ 666-0032 川西市日高町６丁目１６－１０３ 7555755 飲食店営業(4)その他 一般 喜多万商事株式会社 代表取締役 齊藤 好美子 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目１－１８ 7773110 神北(伊健)第27-182 平成29年11月7日 令和5年11月30日 平成23年11月25日
000028 2100132874 株式会社池田泉州銀行　稲野支店内食堂 664-0861 伊丹市稲野町４丁目２１－４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一石株式会社 代表取締役 山本 裕次郎 563-0025 大阪府池田市城南３丁目２－２ 727535161 神北(伊健)第27-190 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成23年11月28日
000028 2100132929 伊丹食鳥株式会社 664-0836 伊丹市北本町３丁目５０ 7841789 食肉販売業 一般 伊丹食鳥株式会社 代表取締役 松本 輝明 664-0836 兵庫県伊丹市北本町３丁目５０ 7841789 神北(伊健)第20-48 平成30年1月18日 令和6年2月29日 平成23年12月7日
000028 2100132947 手打ち蕎麦　こたけ 664-0013 伊丹市瑞穂町２丁目１６－１－１０５みずほマンション 7859800 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 髙尾 勇二 神北(伊健)第27-237 平成30年2月2日 令和6年2月29日 平成23年12月8日
000028 2100132985 プロムナードカフェ　アステ川西Ｂ１店 666-0033 川西市栄町２５－１　アステ川西Ｂ１ 7676655 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ブレーントラスト 代表取締役 山浦 陽介 615-8086 京都府京都市西京区桂乾町１１番地の６ 753944527 神北(伊健)第1-342 令和4年1月13日 令和11年2月28日 令和4年1月13日
000028 2100133180 株式会社池田泉州銀行  多田グリーンハイツ支店内食堂 666-0115 川西市向陽台３丁目２－９８ 7933001 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一石株式会社 代表取締役 山本 裕次郎 563-0025 大阪府池田市城南３丁目２－２ 727535161 神北(伊健)第27-228 平成30年1月29日 令和6年2月29日 平成23年12月26日
000028 2100133215 トラストマーケティング(株)  川西センター 666-0004 川西市萩原１丁目２－２５ 7562917 食肉処理業 一般 トラストマーケティング株式会社 代表取締役 古川 寛之 666-0004 兵庫県川西市萩原１丁目２－２５ 7562911 神北(伊健)第19-4 平成30年1月16日 令和6年2月29日 平成23年12月27日
000028 2100133230 Juicy（ジューシー） 664-0004 伊丹市東野６丁目４５－１ 7791800 飲食店営業(4)その他 一般 尾花 登志子 神北(伊健)第27-249 平成30年2月14日 令和6年2月29日 平成23年12月26日
000028 2100133275 ファミリーマート畦野駅前店 666-0112 川西市大和西１丁目９７－７ 7950505 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社かねこメンバーズ 代表取締役 井戸本 栄美子 666-0112 兵庫県川西市大和西１丁目９７－７ 7942323 神北(伊健)第27-208 平成30年1月15日 令和6年2月29日 平成24年1月5日
000028 2100133287 pasta Passo a Passo（ﾊﾟｽﾀ　ﾊﾟｯｿ　ｱ　ﾊﾟｯｿ） 666-0233 川辺郡猪名川町紫合字白山前５８９－１ 7650724 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山田 達也 神北(伊健)第27-216 平成30年1月18日 令和6年2月29日 平成24年1月10日
000028 2100133311 川西名産ケーキのおおたに 666-0033 川西市栄町３－２ 7581858 菓子製造業 一般 大谷 明子 神北(伊健)第3-65 平成30年1月25日 令和6年2月29日 平成24年1月11日
000028 2100133419 カラオケ居酒屋ゆうゆう 666-0033 川西市栄町１－４ 7555333 飲食店営業(4)その他 一般 牧 節子 神北(伊健)第27-220 平成30年1月19日 令和6年2月29日 平成24年1月19日
000028 2100133422 川西名産ケーキのおおたに 666-0033 川西市栄町３－２ 7581858 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 大谷 明子 神北(伊健)第15-7 平成30年1月25日 令和6年2月29日 平成24年1月19日
000028 2100133524 カラオケ　エイト 664-0851 伊丹市中央１丁目５－１９－４０１ 飲食店営業(4)その他 一般 鍜治 八千代 神北(伊健)第27-239 平成30年2月2日 令和6年2月29日 平成24年1月30日
000028 2100133544 ファミリーマート伊丹荒牧四丁目店 664-0001 伊丹市荒牧４丁目２－１０ 7813151 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社サンアック 代表取締役 山下 芳彦 660-0085 兵庫県尼崎市元浜町２丁目１５ 664301991 神北(伊健)第27-247 平成30年2月8日 令和6年2月29日 平成24年1月27日
000028 2100133631 里樹ＴＡＤＡ－ＩＮ（タダ－イン） 666-0126 川西市多田院２丁目１９－１８ 7938246 飲食店営業(4)その他 一般 片岡 清志 神北(伊健)第27-225 平成30年1月24日 令和6年2月29日 平成24年1月27日
000028 2100133697 セッツカートン株式会社 664-0845 伊丹市東有岡５丁目３３ 7826701 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 マインフーズサービス株式会社 代表取締役 峯 林太郎 661-0024 兵庫県尼崎市三反田町２丁目２０－９ 664274633 神北(伊健)第27-245 平成31年2月7日 令和8年2月28日 平成24年2月9日
000028 2100133773 株式会社池田泉州銀行  山下支店内食堂 666-0105 川西市見野２丁目２８番３１号 7941221 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一石株式会社 代表取締役 山本 裕次郎 563-0025 大阪府池田市城南３丁目２－２ 7535161 神北(伊健)第27-227 平成30年1月29日 令和6年2月29日 平成24年2月14日
000028 2100134015 スナック ひめ 666-0121 川西市平野３丁目２－１１ 7930848 飲食店営業(4)その他 一般 内林 由美子 神北(伊健)第27-235 平成30年2月1日 令和6年2月29日 平成24年2月24日
000028 2100134066 花舞。 664-0012 伊丹市緑ケ丘５丁目６５－１ 飲食店営業(4)その他 一般 平尾 道子 神北(伊健)第27-252 平成30年2月28日 令和6年2月29日 平成24年2月29日
000028 2100134104 麺屋　巧 664-0857 伊丹市行基町３丁目１６－９花川ビル１Ｆ 7853835 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 八木 孝行 神北(伊健)第27-44 平成30年5月1日 令和6年5月31日 平成24年3月1日
000028 2100134208 テーブルオーダーバイキング　焼肉　王道　川西店 666-0128 川西市多田院西２丁目５－２０ 7998929 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｃ．Ｐ　Ｄｉｎｉｎｇ 代表取締役 小倉 智大 536-0014 大阪府大阪市城東区鴫野西２丁目１８番６号 669683939 神北(伊健)第27-55 平成30年5月11日 令和6年5月31日 平成24年3月13日
000028 2100134215 食パン工房　あんじゅ 664-0007 伊丹市北野２丁目１０７－１ 7704980 菓子製造業 一般 株式会社あんじゅ 代表取締役 生島 久美 664-0007 兵庫県伊丹市北野２丁目１０７－１ 7704980 神北(伊健)第3-10 平成30年4月26日 令和6年5月31日 平成24年3月13日
000028 2100134219 前田道路(株)伊丹寮 664-0001 伊丹市荒牧６丁目１－９ 7704144 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社リエイ 代表取締役 椛澤 一 279-0012 千葉県浦安市入船１丁目５－２ 473558181 神北(伊健)第27-58 平成30年5月14日 令和6年5月31日 平成24年3月13日
000028 2100134250 奄んちゅ 664-0846 伊丹市伊丹２丁目２番１２－２ 7861611 飲食店営業(4)その他 一般 山岸 直人 神北(伊健)第27-75 平成30年5月25日 令和6年5月31日 平成24年3月16日
000028 2100134263 株式会社　オイシス（従業員食堂） 664-0027 伊丹市池尻２丁目２３番地 7720144 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 マインフーズサービス株式会社 代表取締役 峯 林太郎 661-0024 兵庫県尼崎市三反田町２丁目２０－９ 664274633 神北(伊健)第27-64 平成30年5月15日 令和6年5月31日 平成24年3月16日
000028 2100134264 ロン・シー・タン 664-0896 伊丹市船原２丁目３－１１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 早先 隆則 神北(伊健)第27-9 平成30年4月13日 令和6年5月31日 平成24年3月19日
000028 2100134314 マクドナルド　伊丹荒牧店 664-0001 伊丹市荒牧４丁目４番１２号 7831145 飲食店営業(4)その他 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 160-0023 東京都新宿区西新宿６丁目５－１ 333446645 神北(伊健)第27-30 平成31年4月23日 令和8年5月31日 平成24年3月22日
000028 2100134315 マクドナルド　伊丹荒牧店 664-0001 伊丹市荒牧４丁目４番１２号 7831145 菓子製造業 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 160-0023 東京都新宿区西新宿６丁目５－１ 333446645 神北(伊健)第3-9 平成31年4月23日 令和8年5月31日 平成24年3月22日
000028 2100134317 マクドナルド　伊丹荒牧店 664-0001 伊丹市荒牧４丁目４番１２号 7831145 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 160-0023 東京都新宿区西新宿６丁目５－１ 333446645 神北(伊健)第16-1 平成30年4月11日 令和6年5月31日 平成24年3月22日
000028 2100134336 カラオケハウス　昭和エンカ 664-0851 伊丹市中央１丁目５－１８伊丹中央プラザ３Ｆ 7850313 飲食店営業(4)その他 一般 石川 正治 神北(伊健)第27-32 平成30年4月23日 令和6年5月31日 平成24年3月23日
000028 2100134338 Ｃａｆｅ　ｍａｎｎａ（カフェ　マンナ） 666-0224 川辺郡猪名川町万善字佐保姫８６－１ 7680220 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長田 夏季 神北(伊健)第27-33 平成30年4月24日 令和6年5月31日 平成24年3月23日
000028 2100134397 スーパーコーヨー川西店 666-0015 川西市小花１丁目１－１０Ｅ１０１ 7405040 食肉販売業 一般 株式会社　光洋 代表取締役 平田 炎 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋２丁目３番１６号 665385040 神北(伊健)第20-6 平成30年4月25日 令和6年5月31日 平成24年3月26日
000028 2100134398 スーパーコーヨー川西店 666-0015 川西市小花１丁目１－１０Ｅ１０１ 7405040 魚介類販売業 一般 株式会社　光洋 代表取締役 平田 炎 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋２丁目３番１６号 665385040 神北(伊健)第22-6 平成30年4月25日 令和6年5月31日 平成24年3月26日
000028 2100134399 スーパーコーヨー川西店  （寿司） 666-0015 川西市小花１丁目１－１０Ｅ１０１ 7405040 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　光洋 代表取締役 平田 炎 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋２丁目３番１６号 665385040 神北(伊健)第27-37 平成30年4月25日 令和6年5月31日 平成24年3月26日
000028 2100134400 スーパーコーヨー川西店  （ベーカリー） 666-0015 川西市小花１丁目１－１０Ｅ１０１ 7405040 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　光洋 代表取締役 平田 炎 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋２丁目３番１６号 665385040 神北(伊健)第27-38 平成30年4月25日 令和6年5月31日 平成24年3月26日
000028 2100134401 スーパーコーヨー川西店  （そうざい） 666-0015 川西市小花１丁目１－１０Ｅ１０１ 7405040 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　光洋 代表取締役 平田 炎 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋２丁目３番１６号 665385040 神北(伊健)第27-39 平成30年4月25日 令和6年5月31日 平成24年3月26日
000028 2100134402 スーパーコーヨー川西店  （焼魚） 666-0015 川西市小花１丁目１－１０Ｅ１０１ 7405040 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　光洋 代表取締役 平田 炎 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋２丁目３番１６号 665385040 神北(伊健)第27-40 平成30年4月25日 令和6年5月31日 平成24年3月26日
000028 2100134403 スーパーコーヨー川西店  （ベーカリー） 666-0015 川西市小花１丁目１－１０Ｅ１０１ 7405040 菓子製造業 一般 株式会社　光洋 代表取締役 平田 炎 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋２丁目３番１６号 665385040 神北(伊健)第3-8 平成30年4月25日 令和6年5月31日 平成24年3月26日
000028 2100134404 スーパーコーヨー川西店  （おはぎ） 666-0015 川西市小花１丁目１－１０Ｅ１０１ 7405040 菓子製造業 一般 株式会社　光洋 代表取締役 平田 炎 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋２丁目３番１６号 665385040 神北(伊健)第3-9 平成30年4月25日 令和6年5月31日 平成24年3月26日
000028 2100134411 ＷＡＤＯ 664-0851 伊丹市中央１丁目２－５グランドハイツコーワ１Ｆ 7752205 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＹＯＫＯ 代表取締役 安原 伸治 664-0842 兵庫県伊丹市森本６丁目１７７－１ 7752205 神北(伊健)第27-50 平成30年5月8日 令和6年5月31日 平成24年3月27日
000028 2100134416 阪神昆陽高校内食堂 664-0027 伊丹市池尻７丁目１０８番地 7735148 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 マインフーズサービス株式会社 代表取締役 峯 林太郎 661-0024 兵庫県尼崎市三反田町２丁目２０－９ 664274633 神北(伊健)第27-76 平成30年5月25日 令和7年5月31日 平成24年3月27日
000028 2100134420 ＹＭＣＡしろがね保育園 666-0257 川辺郡猪名川町白金３丁目２－１ 7653611 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ウオクニ株式会社 代表取締役 野々村 充教 657-0842 兵庫県神戸市灘区船寺通４丁目５－１６ 788017755 神北(伊健)第27-10 平成30年4月13日 令和6年5月31日 平成24年3月27日
000028 2100134468 ルフラン　川西店 666-0024 川西市久代２丁目１４－１ 7583336 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ワールドフーズ 代表取締役 山田 諭 561-0802 大阪府豊中市曽根東町３丁目２－１－１０４ 7603003 神北(伊健)第27-52 平成30年5月9日 令和6年5月31日 平成24年3月30日
000028 2100134469 ルフラン　川西店 666-0024 川西市久代２丁目１４－１ 7583620 菓子製造業 一般 株式会社ワールドフーズ 代表取締役 山田 諭 561-0802 大阪府豊中市曽根東町３丁目２－１－１０４ 7603003 神北(伊健)第3-14 平成30年5月9日 令和6年5月31日 平成24年3月30日
000028 2100134475 はなの舞　伊丹駐屯地店 664-0012 伊丹市緑ケ丘７丁目１－１ 7671804 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 チムニー株式会社 代表取締役 茨田 篤司 130-0014 東京都墨田区亀沢１丁目１番１５号 358392617 神北(伊健)第27-56 平成30年5月14日 令和6年5月31日 平成24年3月30日
000028 2100134477 はなの舞　千僧駐屯地店 664-0014 伊丹市広畑１丁目１ 7817553 飲食店営業(4)その他 一般 チムニー株式会社 代表取締役 茨田 篤司 130-0014 東京都墨田区亀沢１丁目１番１５号 358392617 神北(伊健)第27-24 平成30年4月19日 令和6年5月31日 平成24年3月30日
000028 2100134612 海鮮楼 666-0011 川西市出在家町１－８川西市商工会館内 7595718 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 清水 勉 神北(伊健)第27-22 平成30年4月19日 令和6年5月31日 平成24年4月10日
000028 2100134619 居酒屋　さくら 664-0858 伊丹市西台３丁目２－３６ 7781111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 柳川 忠志 神北(伊健)第27-36 平成30年4月24日 令和6年5月31日 平成24年4月12日
000028 2100134660 ２２５８事業所 664-0872 伊丹市車塚３丁目１ 7850183 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田３丁目３－２０ 664588801 神北(伊健)第27-26 平成30年4月20日 令和6年5月31日 平成24年4月13日
000028 2100134689 炭火焼肉　玄 666-0033 川西市栄町２１－１８ 7575161 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木村 広志 神北(伊健)第27-43 平成30年4月27日 令和6年5月31日 平成24年4月16日
000028 2100134965 スナック　Ｏｒｉ　Ｏｒｉ 666-0121 川西市平野２丁目１２－１０玉川ビルＢ１Ｆ 7925129 飲食店営業(4)その他 一般 大﨑 里狭 神北(伊健)第27-47 平成30年5月7日 令和6年5月31日 平成24年5月1日
000028 2100134966 カラオケ　恵 666-0014 川西市小戸２丁目４－４ 飲食店営業(4)その他 一般 能登谷 美惠子 神北(伊健)第27-84 平成30年5月31日 令和6年5月31日 平成24年5月2日
000028 2100134980 カラオケ広場　親バカ野郎の美味しいナポリタン 664-0004 伊丹市東野３丁目４４－２ 7850361 飲食店営業(4)その他 一般 茶谷 修 神北(伊健)第27-4 平成30年4月12日 令和6年5月31日 平成24年5月2日
000028 2100135117 ひまわり 666-0227 川辺郡猪名川町笹尾字加門田１９－１ 7680129 菓子製造業 一般 東山 カナエ 神北(伊健)第3-7 平成30年4月24日 令和6年5月31日 平成24年5月16日
000028 2100135132 なりかわ 666-0035 川西市花屋敷１丁目１８－９ 7573373 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社なりかわ 取締役 成川 明 537-0013 大阪府大阪市東成区大今里南３丁目１１－６ 7573373 神北(伊健)第27-31 平成30年4月23日 令和6年5月31日 平成24年5月16日
000028 2100135206 コミュニｔｅａ ｒｏｏｍ きらら 666-0257 川辺郡猪名川町白金１丁目７４－１６中央公民館内 7690750 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人　猪名川町社会福祉協議会 会長 鍋谷 將 666-0236 兵庫県川辺郡猪名川町北田原字南山１４－２（猪名川町総合福祉センター内） 7662525 神北(伊健)第27-20 平成30年4月18日 令和6年5月31日 平成24年5月18日
000028 2100135272 ぎょうざの尚ちゃん 664-0846 伊丹市伊丹１丁目１０－１５　アリオⅠ－１１２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮本 尚明 神北(伊健)第27-61 平成30年5月14日 令和6年5月31日 平成24年5月18日



000028 2100135274 吉鳥　伊丹店 664-0851 伊丹市中央１丁目９－１５ 7722545 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社吉鳥 宇田 利郎 556-0021 大阪府大阪市浪速区幸町２丁目６－２ 66567575 神北(伊健)第27-46 平成30年5月2日 令和6年5月31日 平成24年5月21日
000028 2100135348 伊丹市交通局　広畑　組合事務所前 664-0014 伊丹市広畑３丁目１ 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第2-1 令和4年5月16日 令和10年5月31日 令和4年5月16日
000028 2100135560 スナック　ペルシャン 664-0851 伊丹市中央１丁目９－１１池信第２ビル２階 7813153 飲食店営業(4)その他 一般 山下 裕子 神北(伊健)第27-172 平成30年8月29日 令和6年8月31日 平成24年6月13日
000028 2100135564 和みDining　森のくまさん 666-0021 川西市栄根２丁目６－７　ＳＫビル１Ｆ 7584500 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鴫谷 浩正 神北(伊健)第27-134 平成30年7月27日 令和6年8月31日 平成24年6月11日
000028 2100135605 otimo 664-0892 伊丹市高台１丁目１２５ 飲食店営業(4)その他 一般 伊奈 真実 神北(伊健)第27-89 平成30年7月9日 令和6年8月31日 平成24年6月15日
000028 2100135606 otimo 664-0892 伊丹市高台１丁目１２５ 菓子製造業 一般 伊奈 真実 神北(伊健)第3-35 平成30年7月9日 令和6年8月31日 平成24年6月15日
000028 2100135714 情熱酒場にっぱち総本家 666-0033 川西市栄町１１－３－１２３パルティ川西Ｋ２北棟 727562328 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社にっぱち 代表取締役 松木 章光 563-0024 大阪府池田市鉢塚１丁目１０－１９ 727614936 神北(伊健)第27-101 平成30年7月17日 令和6年8月31日 平成24年6月27日
000028 2100135746 あんだん亭 664-0852 伊丹市南本町２丁目２－１４ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社新窓工業 代表取締役 新開 昌己 664-0852 兵庫県伊丹市南本町２丁目２－１４ 7755303 神北(伊健)第27-169 平成30年8月28日 令和6年8月31日 平成24年6月28日
000028 2100135754 スナック　Ｓｅａ 664-0007 伊丹市北野５丁目３５ 727844141 飲食店営業(4)その他 一般 安田 未央 神北(伊健)第27-143 平成30年8月6日 令和6年8月31日 平成24年6月27日
000028 2100135782 照月堂 666-0255 川辺郡猪名川町猪渕字蔵元１０１ 727660823 飲食店営業(4)その他 一般 辰已 和彦 神北(伊健)第27-141 平成30年8月1日 令和6年8月31日 平成24年7月2日
000028 2100135838 げん 666-0025 川西市加茂２丁目７－１０ 飲食店営業(4)その他 一般 坂田 明子 神北(伊健)第27-136 平成30年7月30日 令和6年8月31日 平成24年7月4日
000028 2100135840 情熱酒場にっぱち伊丹家 664-0858 伊丹市西台５丁目１－１５本山ビル１F 7732328 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社にっぱち 代表取締役 松木 章光 563-0024 大阪府池田市鉢塚１丁目１０－１９ 7614936 神北(伊健)第27-98 平成30年7月17日 令和6年8月31日 平成24年7月2日
000028 2100135852 梵天　本店 666-0138 川西市西多田字楠根４－６ 727865063 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社梵天 代表取締役 辻田 誠 666-0138 兵庫県川西市西多田字楠根４－６ 727865063 神北(伊健)第27-162 平成30年8月21日 令和6年8月31日 平成24年7月6日
000028 2100135861 弓場　阪急伊丹店 664-0851 伊丹市中央５丁目２－６山脇ビル１０３号室 7703776 飲食店営業(4)その他 一般 岡山 隆輝 神北(伊健)第27-132 平成30年7月27日 令和6年8月31日 平成24年7月6日
000028 2100135924 わがまま 664-0883 伊丹市南鈴原４丁目５９ 7810184 飲食店営業(4)その他 一般 山崎 泰輔 神北(伊健)第27-122 平成30年7月26日 令和6年8月31日 平成24年7月12日
000028 2100135942 必死のパッチ製麺所 664-0836 伊丹市北本町２丁目１９０ 7646455 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＯＭＯ 代表取締役 島田 隆史 651-1412 兵庫県西宮市山口町下山口５丁目１６番１２号３階 789071701 神北(伊健)第27-158 平成30年8月15日 令和6年8月31日 平成24年7月13日
000028 2100135960 猪名亭 664-0847 伊丹市藤ノ木２丁目３－３２ 7842600 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社エイチ・アイ・シー 代表取締役 藤原 隆洋 664-0847 兵庫県伊丹市藤ノ木２丁目３－３２ 7842600 神北(伊健)第27-108 平成30年7月19日 令和6年8月31日 平成24年7月10日
000028 2100136018 アトリエ　Ｍｕｇｉ（ムギ） 666-0142 川西市清和台東４丁目２－８３ 7995958 菓子製造業 一般 中村 典子 神北(伊健)第3-39 平成30年7月20日 令和6年8月31日 平成24年7月18日
000028 2100136142 かぐらざか　川西能勢口店 666-0021 川西市栄根２丁目１－１９シーゲビル１F 7934664 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社カグラザカ 代表取締役 福井 昌勝 666-0121 兵庫県川西市平野２丁目２－１６ 7932511 神北(伊健)第27-102 平成30年7月18日 令和6年8月31日 平成24年7月26日
000028 2100136144 居酒屋　のりちゃん 664-0884 伊丹市美鈴町５丁目２１ 飲食店営業(4)その他 一般 崎山 則幸 神北(伊健)第27-160 平成30年8月20日 令和6年8月31日 平成24年7月26日
000028 2100136203 ほっかほっか亭　川西清和台店 666-0143 川西市清和台西４丁目１－９木下ビル１Ｆ 7998801 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社フリーラン 代表取締役 加太 俊也 666-0111 兵庫県川西市大和東３丁目９－５ 7677104 神北(伊健)第27-112 平成30年7月20日 令和6年8月31日 平成24年7月31日
000028 2100136268 ジーフェスタ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 有限会社ジーフェスタ 取締役 今西 俊豪 574-0045 大阪府大東市太子田２丁目７番２９号 728741211 神北(伊健)第1-278 令和4年8月31日 令和9年8月31日 令和4年8月31日
000028 2100136280 ＴＩＭＥ（タイム） 664-0858 伊丹市西台３丁目９－１２西台駅前ビル１F 7676064 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ラスタライズ社 松村 栄子 664-0839 兵庫県伊丹市桑津４丁目２－４８ 7824884 神北(伊健)第27-87 平成30年7月9日 令和6年8月31日 平成24年8月6日
000028 2100136317 komachi pan（コマチ　パン） 664-0013 伊丹市瑞穂町３丁目７瑞穂山大ハイツ１０３ 7793099 菓子製造業 一般 高山 隆史 神北(伊健)第3-38 平成30年7月17日 令和6年8月31日 平成24年8月1日
000028 2100136420 ジョニーのからあげ 664-0851 伊丹市中央４丁目３－２１ 7824221 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社晴行 代表取締役 小仲 哲郎 664-0851 兵庫県伊丹市中央４丁目３－２１ 7824221 神北(伊健)第27-90 平成30年7月10日 令和6年8月31日 平成24年8月20日
000028 2100136553 たかのつめ 666-0124 川西市多田桜木２丁目１－２１デインプル多田１－Ｂ 7938885 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 髙詰 都博 神北(伊健)第27-103 平成30年7月18日 令和6年8月31日 平成24年8月28日
000028 2100136881 ナゴミヤ 664-0846 伊丹市伊丹１丁目８－２２－２ 7676510 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西垣 聡一 神北(伊健)第27-221 平成30年11月22日 令和6年11月30日 平成24年9月24日
000028 2100136885 伊丹老松酒造 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 伊丹老松酒造株式会社 代表取締役 武内 はるみ 664-0851 兵庫県伊丹市中央３丁目１番８号 7822470 神北(伊健)第1-349 令和4年10月24日 令和9年11月30日 令和4年10月24日
000028 2100136938 かごの屋　川西多田店 666-0124 川西市多田桜木２丁目３－３３ 7900522 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＫＲフードサービス 代表取締役 望月 進 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋３丁目６番２６号 68092143 神北(伊健)第27-174 令和1年10月29日 令和8年11月30日 平成24年9月26日
000028 2100136963 道の駅いながわ 666-0224 川辺郡猪名川町万善字竹添７０番地の１ 727678600 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社いながわフレッシュパーク 代表取締役 奥田 貢 666-0224 兵庫県川辺郡猪名川町万善字竹添７０番地の１ 727678600 神北(伊健)第1-375 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 2100137024 クレヨン・ライズ 664-0006 伊丹市鴻池１丁目２－１６ ２階 7850887 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人たーみん 理事 秋元 雅仁 664-0006 兵庫県伊丹市鴻池１丁目２－１６ 7850887 神北(伊健)第3-74 平成30年10月12日 令和6年11月30日 平成24年10月1日
000028 2100137057 パティスリーニルヴァーナ 664-0881 伊丹市昆陽４丁目１６２－１ 7375026 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ニルヴァーナ 代表取締役 相野 雅哉 664-0881 兵庫県伊丹市昆陽４丁目１６２－１ 7375026 神北(伊健)第27-209 平成30年11月7日 令和6年11月30日 平成24年10月3日
000028 2100137058 パティスリーニルヴァーナ 664-0881 伊丹市昆陽４丁目１６２－１ 7375026 菓子製造業 一般 株式会社ニルヴァーナ 代表取締役 相野 雅哉 664-0881 兵庫県伊丹市昆陽４丁目１６２－１ 7375026 神北(伊健)第3-86 平成30年11月7日 令和6年11月30日 平成24年10月3日
000028 2100137108 黒田や 664-0004 伊丹市東野４丁目１－２ 7646811 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ノイモント 代表取締役 黒田 まりこ 664-0898 兵庫県伊丹市千僧５丁目５０番１ 神北(伊健)第27-212 平成30年11月8日 令和6年11月30日 平成24年10月9日
000028 2100137119 居酒屋　ふるや 666-0013 川西市美園町１－３　宝泉ビル１０３号室 飲食店営業(4)その他 一般 古川 直人 神北(伊健)第27-211 平成30年11月8日 令和6年11月30日 平成24年10月5日
000028 2100137165 いろどり 666-0124 川西市多田桜木１丁目３－２１ 7937772 飲食店営業(4)その他 一般 尾方 えい子 神北(伊健)第27-210 平成30年11月8日 令和6年11月30日 平成24年10月11日
000028 2100137216 保田食品 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店80L 有限会社保田食品 取締役 保田 敏治 580-0012 大阪府松原市立部１丁目６番１９号 721721242 神北(伊健)第1-394 令和4年11月8日 令和9年11月30日 令和4年11月8日
000028 2100137222 ローソン川西南花屋敷２丁目店 666-0026 川西市南花屋敷２丁目１２－２ 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社グローバルウイング 取締役 上門 和明 664-0873 兵庫県伊丹市野間２丁目５番１７－１０１号 神北(伊健)第27-159 令和1年10月17日 令和8年11月30日 平成24年10月17日
000028 2100137243 一汁三菜　咲菜 664-0846 伊丹市伊丹１丁目１０　アリオⅠー１１５ 7774321 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社三方よし 代表取締役 太田垣 公昭 562-0022 大阪府箕面市粟生間谷東６丁目２４－２２ 7411701 神北(伊健)第27-195 平成30年10月19日 令和6年11月30日 平成24年10月18日
000028 2100137286 そんぽの家Ｓ伊丹北厨房 664-0008 伊丹市荒牧南２丁目８－５ 7811161 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ＳＯＭＰＯケアフーズ株式会社 代表取締役 中村 安志 140-0002 東京都品川区東品川四丁目１２番８号 357151755 神北(伊健)第27-192 平成30年10月12日 令和6年11月30日 平成24年10月23日
000028 2100137300 兵庫県立川西北陵高等学校 666-0157 川西市緑が丘２丁目１４－１ 727947411 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ホーユー 代表取締役 山浦 芳樹 730-0843 広島県広島市中区舟入本町１７番１号 825770035 神北(伊健)第27-224 平成30年11月27日 令和6年11月30日 平成24年10月24日
000028 2100137377 御菓子処　満寿美堂 666-0138 川西市西多田１丁目１６－３６ 7926641 菓子製造業 一般 植松 修 神北(伊健)第3-75 平成30年10月16日 令和6年11月30日 平成24年10月31日
000028 2100137399 おとめ食堂 664-0851 伊丹市中央１丁目７－１３田中ビル１階３号 7775517 飲食店営業(4)その他 一般 紫尾 隆則 神北(伊健)第27-218 平成30年11月15日 令和6年11月30日 平成24年10月30日
000028 2100137503 にいちゃん 666-0015 川西市小花２丁目１－９ 飲食店営業(4)その他 一般 小佐々 浩 神北(伊健)第27-200 平成30年10月30日 令和6年11月30日 平成24年11月9日
000028 2100137525 ラーメン　まこと屋　伊丹瑞ヶ丘店 664-0017 伊丹市瑞ヶ丘１丁目２２ 7706663 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社マコトフードサービス 代表取締役 笠井 政志 553-0006 大阪府大阪市福島区吉野５丁目４番２３号 664613333 神北(伊健)第27-223 平成30年11月27日 令和6年11月30日 平成24年11月13日
000028 2100137568 鮪師まぐろ亭・海鮮屋鮨丼 664-0851 伊丹市中央４丁目５－２３ギャラリーサンビア筒井１Ｆ 7738661 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社海明 亀谷 長諒 664-0851 兵庫県伊丹市中央４丁目５－２３サンビア筒井１Ｆ 7738662 神北(伊健)第27-179 平成30年10月5日 令和6年11月30日 平成24年11月9日
000028 2100137597 カラオケステージびぃーと 666-0117 川西市東畦野５丁目３－８ 7954553 飲食店営業(4)その他 一般 山口 幸男 神北(伊健)第27-196 平成30年10月22日 令和6年11月30日 平成24年11月14日
000028 2100137673 ｃａｆｅ　ａｍｂａｒ（カフェ　アンバル） 664-0858 伊丹市西台２丁目４－１６－３ 743-3915 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 河村 匡子 神北(伊健)第27-175 平成30年10月4日 令和7年11月30日 平成24年11月22日
000028 2100137740 スポット　Ａｇａｉｎ（アゲイン） 664-0012 伊丹市緑ケ丘５丁目６４－１ 飲食店営業(4)その他 一般 山田 純子 神北(伊健)第27-217 平成30年11月15日 令和6年11月30日 平成24年11月26日
000028 2100137742 カラオケ喫茶　フレンド 666-0112 川西市大和西１丁目４７－９ 7027510 飲食店営業(4)その他 一般 關 カヅ子 神北(伊健)第27-222 平成30年11月26日 令和6年11月30日 平成24年11月26日
000028 2100137934 Villabli Garden Cafe  （ビラブリガーデンカフェ） 666-0227 川辺郡猪名川町笹尾字向山１ 7680331 菓子製造業 一般 株式会社　二鶴 代表取締役 頴川 欽和 651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通４丁目３－１０－１４０７号 783350310 神北(伊健)第3-98 平成31年1月18日 令和7年2月28日 平成24年12月6日
000028 2100137940 カクテルバー・バレーヌ 666-0033 川西市栄町１０番１－１０５　川西東洋ビル 飲食店営業(4)その他 一般 朝戸 則和 神北(伊健)第27-255 平成31年2月25日 令和7年2月28日 平成24年12月5日
000028 2100137963 阪急オアシス　伊丹大鹿店  （水産寿司） 664-0899 伊丹市大鹿７丁目７８ 7735502 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８－７ 668457530 神北(伊健)第27-214 令和2年1月17日 令和9年2月28日 平成24年12月10日
000028 2100137964 阪急オアシス　伊丹大鹿店  （デリカ・米飯・寿司） 664-0899 伊丹市大鹿７丁目７８ 7735502 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８－７ 668457530 神北(伊健)第27-215 令和2年1月17日 令和9年2月28日 平成24年12月10日
000028 2100137965 阪急オアシス　伊丹大鹿店 664-0899 伊丹市大鹿７丁目７８ 7735502 菓子製造業 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８－７ 668457530 神北(伊健)第3-92 令和2年1月17日 令和9年2月28日 平成24年12月10日
000028 2100137968 阪急オアシス　伊丹大鹿店 664-0899 伊丹市大鹿７丁目７８ 7735502 食肉販売業 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８－７ 668457530 神北(伊健)第20-42 令和2年1月17日 令和9年2月28日 平成24年12月10日
000028 2100137969 阪急オアシス　伊丹大鹿店 664-0899 伊丹市大鹿７丁目７８ 7735502 魚介類販売業 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８－７ 668457530 神北(伊健)第22-27 令和2年1月17日 令和9年2月28日 平成24年12月10日
000028 2100137973 阪急オアシス　伊丹大鹿店  (シーフード・デリ) 664-0899 伊丹市大鹿７丁目７８ 7735502 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８－７ 668457530 神北(伊健)第27-216 令和2年1月17日 令和9年2月28日 平成24年12月10日
000028 2100138079 ブーランジェリー　ソルシエール 664-0875 伊丹市野間北６丁目１－１０ 7437389 飲食店営業(4)その他 一般 井原 鄕司 神北(伊健)第27-248 平成31年2月8日 令和7年2月28日 平成24年12月19日
000028 2100138080 ブーランジェリー　ソルシエール 664-0875 伊丹市野間北６丁目１－１０ 7437389 菓子製造業 一般 井原 鄕司 神北(伊健)第3-103 平成31年2月8日 令和7年2月28日 平成24年12月19日
000028 2100138088 風の子保育園事業所 664-0028 伊丹市西野５丁目３０９－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 富士産業株式会社 代表取締役 中村 勝彦 105-0004 東京都港区新橋５丁目３２番７号 354006115 神北(伊健)第27-249 平成31年2月12日 令和7年2月28日 平成24年12月20日
000028 2100138090 ＦＬＡＰ…（フラップ） 666-0014 川西市小戸１丁目３－１２　司ビル１０３ 飲食店営業(4)その他 一般 五味 貴仁 神北(伊健)第27-250 平成31年2月12日 令和7年2月28日 平成24年12月20日
000028 2100138160 ローソン伊丹南町四丁目店 664-0854 伊丹市南町４丁目６－３２ 7852363 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社脩実 代表取締役 佐藤 実路 664-0853 兵庫県伊丹市平松５丁目１番１７－３０３号 7855090 神北(伊健)第27-240 平成31年1月25日 令和8年2月28日 平成24年12月20日
000028 2100138224 ボルツ（株）社員食堂 666-0024 川西市久代１丁目１－２４ 7598121 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 成田 節子 神北(伊健)第27-238 平成31年1月23日 令和7年2月28日 平成25年1月4日
000028 2100138359 uchinaka Tomi-cafe (ウチナカ トミィカフェ) 664-0873 伊丹市野間８丁目２－３ 7836381 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井本 富子 神北(伊健)第27-244 平成31年2月7日 令和7年2月28日 平成25年1月21日
000028 2100138435 らーめん処　我風庵 664-0858 伊丹市西台２丁目１－１１ 7792272 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社我楓エンタープライズ 代表取締役 早川 佳史 664-0858 兵庫県伊丹市西台２丁目１－１１ 7792272 神北(伊健)第27-230 平成31年1月11日 令和7年2月28日 平成25年1月28日
000028 2100138509 プロムナード　カフェ 666-0033 川西市栄町２５－１アステ川西２Ｆ 7552255 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ブレーントラスト 代表取締役 山浦 陽介 615-8086 京都府京都市西京区桂乾町１１番地の６ 753944527 神北(伊健)第27-232 平成31年1月17日 令和7年2月28日 平成25年1月31日
000028 2100138582 ローソン伊丹野間北二丁目店 664-0875 伊丹市野間北２丁目２－６ 7706638 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社グローバルウイング 取締役 上門 和明 664-0873 兵庫県伊丹市野間２丁目５番１７－１０１号 神北(伊健)第27-252 令和2年2月7日 令和8年2月28日 平成25年2月6日
000028 2100138663 株式会社　二心 664-0851 伊丹市中央１丁目９－９ 7721791 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社二心 瀧田 裕矢 662-0837 兵庫県西宮市広田町１１－４２－１０１ 727723545 神北(伊健)第27-231 平成31年1月17日 令和7年2月28日 平成25年2月13日
000028 2100138664 株式会社　二心 664-0851 伊丹市中央１丁目９－９ 7721791 めん類製造業 一般 株式会社二心 瀧田 裕矢 662-0837 兵庫県西宮市広田町１１－４２－１０１ 727723545 神北(伊健)第13-4 平成31年1月17日 令和7年2月28日 平成25年2月13日
000028 2100138678 炭火串焼き　えびす 664-0858 伊丹市西台５丁目１－１６モアビル１Ｆ 7750248 飲食店営業(4)その他 一般 小平 寛也 神北(伊健)第27-254 平成31年2月25日 令和7年2月28日 平成25年2月15日
000028 2100138944 串カツ　華最善（はなさいぜん） 666-0014 川西市小戸１丁目５－４　小北ビル１Ｆ 7647900 飲食店営業(4)その他 一般 古塚 礼史 神北(伊健)第27-40 令和1年5月10日 令和7年5月31日 平成25年3月1日
000028 2100139041 快活ＣＬＵＢ伊丹昆陽店 664-0874 伊丹市山田４丁目８－３８ 7829088 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社快活フロンティア 代表取締役 竹島 文明 224-0021 神奈川県横浜市都筑区北山田３丁目１番５０号 455904888 神北(伊健)第27-22 令和2年4月16日 令和9年5月31日 平成25年3月13日
000028 2100139055 ニチリン化学工業株式会社 664-0898 伊丹市千僧４丁目３２０番地 7810771 添加物製造業 一般 ニチリン化学工業株式会社 代表取締役 久保 博一 664-0898 兵庫県伊丹市千僧４丁目３２０番地 7810771 神北(伊健)第8-1 平成31年4月26日 令和7年5月31日 平成25年3月11日
000028 2100139073 シャトレーゼフランチャイズ店　伊丹中野店 664-0022 伊丹市中野東３丁目８５ 7839007 菓子製造業 一般 有限会社テイ，ワイ，ケイ，サービス 代表取締役 金岡 康行 665-0815 兵庫県宝塚市山本丸橋１丁目７－３０ 797881141 神北(伊健)第3-15 令和1年5月8日 令和7年5月31日 平成25年3月13日
000028 2100139147 味里 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 有限会社みさと 取締役 澤村 柾則 558-0023 大阪府大阪市住吉区山之内４丁目１６－２０ルミナス２１・２０１号 666927978 神北(伊健)第27-81 平成30年5月30日 令和5年5月31日 平成25年3月19日
000028 2100139148 味里 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 菓子製造業 露店 有限会社みさと 取締役 澤村 柾則 558-0023 大阪府大阪市住吉区山之内４丁目１６－２０ルミナス２１・２０１号 666927978 神北(伊健)第3-21 平成30年5月30日 令和5年5月31日 平成25年3月19日
000028 2100139209 NPO法人 e-kids 伊丹 森のほいくえん 664-0861 伊丹市稲野町３丁目３稲野町駅前やのビルＡ－１Ｂ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社マルワ 代表取締役 湯浅 和也 577-0025 大阪府東大阪市新家３丁目９－３１ 666185900 神北(伊健)第27-32 平成31年4月26日 令和7年5月31日 平成25年3月21日
000028 2100139282 兵庫県立阪神昆陽特別支援学校 664-0027 伊丹市池尻７丁目１０８ 7735135 菓子製造業 一般 兵庫県立阪神昆陽特別支援学校 学校長 沖 良宣 664-0027 兵庫県伊丹市池尻７丁目１０８ 727735135 神北(伊健)第3-13 令和1年5月8日 令和7年5月31日 平成25年3月26日
000028 2100139325 介護老人保健施設ケアハイツいたみ 664-0023 伊丹市中野西１丁目１４１ 7856028 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社塩梅 代表取締役 今井 清秀 567-0834 大阪府茨木市学園南町７番５号 726571122 神北(伊健)第27-33 令和1年5月7日 令和7年5月31日 平成25年3月26日
000028 2100139332 ベビーフェイスプラネッツ川西店 666-0025 川西市加茂２丁目２０－２０ 727440761 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社エスアンドエフ 藤川 眞一 666-0025 兵庫県川西市加茂２丁目２０－２０ 神北(伊健)第27-26 平成31年4月23日 令和7年5月31日 平成25年3月27日
000028 2100139344 伊丹荒牧デイサービスセンター 664-0001 伊丹市荒牧５丁目１６－２７ 7815812 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社塩梅 代表取締役 今井 清秀 567-0834 大阪府茨木市学園南町７番５号 726571122 神北(伊健)第27-52 令和1年5月17日 令和7年5月31日 平成25年3月28日
000028 2100139386 カラオケ　ソケット 664-0851 伊丹市中央１丁目５－１８伊丹中央プラザ３Ｆ　Ａ 7820205 飲食店営業(4)その他 一般 脇本 千枝子 神北(伊健)第27-46 令和1年5月14日 令和7年5月31日 平成25年4月1日
000028 2100139431 伊丹酒家　神龍（シェンロン） 664-0851 伊丹市中央５丁目１－１８ 7726900 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 仲山 昌彦 神北(伊健)第27-67 令和1年5月31日 令和7年5月31日 平成25年4月3日
000028 2100139463 お好焼　こうりん 664-0858 伊丹市西台１丁目７－１４　１Ｆ 7823485 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 林 トキヨ 神北(伊健)第27-12 平成31年4月12日 令和7年5月31日 平成25年4月4日
000028 2100139491 ローソン荻野店 664-0002 伊丹市荻野５丁目４－２ 7753761 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社世多 代表取締役 當銘 偉哲 661-0963 兵庫県尼崎市高田町２番２号 664352829 神北(伊健)第27-5 令和2年4月13日 令和9年5月31日 平成25年4月8日
000028 2100139506 カフェ・プーランク 666-0262 川辺郡猪名川町伏見台１丁目１－７１ミュー日生中央２０２ 7650508 飲食店営業(4)その他 一般 佐々木 信明 神北(伊健)第27-47 令和1年5月14日 令和7年5月31日 平成25年4月8日
000028 2100139525 串まる 664-0851 伊丹市中央２丁目４－６ 飲食店営業(4)その他 一般 濱田 寿彦 神北(伊健)第27-41 令和1年5月10日 令和7年5月31日 平成25年4月11日
000028 2100139526 からす屋 664-0858 伊丹市西台１丁目６－２２山下ビル 飲食店営業(4)その他 一般 松下 翔太 神北(伊健)第27-51 令和1年5月16日 令和7年5月31日 平成25年4月11日
000028 2100139563 肉ばっかやん 664-0851 伊丹市中央１丁目５－５　吉野ビル１Ｆ 7842911 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ラヴィーン 代表取締役 神谷 俊彦 664-0898 兵庫県伊丹市千僧６丁目２１８番 7755555 神北(伊健)第27-2 平成31年4月8日 令和7年5月31日 平成25年4月12日
000028 2100139621 ビアードパパアステ川西店 666-0033 川西市栄町２５－１　アステ川西Ｂ１Ｆ 7676702 菓子製造業 一般 株式会社麦の穂 代表取締役 杉内 健吉 530-0047 大阪府大阪市北区西天満３丁目１３－２０ 663618001 神北(伊健)第3-22 令和2年5月22日 令和9年5月31日 平成25年4月17日
000028 2100139716 Ｏｎａｍｏｍｉ　Ｋｉｔｃｈｅｎ 664-0846 伊丹市伊丹１丁目３－１９ 飲食店営業(4)その他 一般 石 在原 神北(伊健)第27-15 平成31年4月15日 令和7年5月31日 平成25年4月25日
000028 2100139737 カフェ・光 664-0831 伊丹市北伊丹６丁目２０ 7703989 飲食店営業(4)その他 一般 帖佐 伸悟 神北(伊健)第27-14 平成31年4月15日 令和7年5月31日 平成25年4月25日
000028 2100139772 Pasta&Pizzeria Ｃｒｅｏ（クレオ） 664-0851 伊丹市中央２丁目９－２９パセオ三軒寺通り２０１ 7858201 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山口 詩居 神北(伊健)第27-18 平成31年4月18日 令和7年5月31日 平成25年4月26日
000028 2100139805 株式会社精肉店みきや 666-0112 川西市大和西４丁目３－１２ 7943755 食肉販売業 一般 株式会社精肉店みきや 代表取締役 三木 秀利 666-0112 兵庫県川西市大和西４丁目３－１２ 7943755 神北(伊健)第20-9 令和1年5月30日 令和7年5月31日 平成25年4月30日
000028 2100139818 カフェ・バー copin(コパン) 664-0851 伊丹市中央１丁目５－１８中央プラザビル３階 飲食店営業(4)その他 一般 北野 麻湖 神北(伊健)第27-23 平成31年4月22日 令和7年5月31日 平成25年4月30日
000028 2100139829 日本マクドナルド株式会社　阪急川西能勢口駅店 666-0033 川西市栄町２０－１－Ｗ１０２ 7403981 飲食店営業(4)その他 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 サラ・エル・ カサノバ 160-0023 東京都新宿区西新宿６丁目５－１ 369116550 神北(伊健)第27-56 令和2年4月30日 令和9年5月31日 平成25年4月26日
000028 2100139830 日本マクドナルド株式会社　阪急川西能勢口駅店 666-0033 川西市栄町２０－１－Ｗ１０２ 7403981 菓子製造業 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 サラ・エル・ カサノバ 160-0023 東京都新宿区西新宿６丁目５－１ 369116550 神北(伊健)第3-18 令和2年4月30日 令和9年5月31日 平成25年4月26日
000028 2100139831 日本マクドナルド株式会社　阪急川西能勢口駅店 666-0033 川西市栄町２０－１－Ｗ１０２ 7403981 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 サラ・エル・ カサノバ 160-0023 東京都新宿区西新宿６丁目５－１ 369116550 神北(伊健)第16-1 平成31年4月11日 令和7年5月31日 平成25年4月26日
000028 2100139839 ちょくちょく 666-0124 川西市多田桜木２丁目１０－３７来田ビル１Ｆ 7765959 飲食店営業(4)その他 一般 井上 直 神北(伊健)第27-22 平成31年4月19日 令和7年5月31日 平成25年5月1日
000028 2100139854 ＣＡＦＥ＆ＢＡＲ　ＤＵＭＢＯ（ダンボ） 666-0014 川西市小戸１丁目１０－１４ 7028008 飲食店営業(4)その他 一般 畠田 和哉 神北(伊健)第27-11 平成31年4月11日 令和7年5月31日 平成25年5月7日
000028 2100139957 居酒屋　はづき 664-0031 伊丹市荻野西１丁目４－５ 7775102 飲食店営業(4)その他 一般 平岡 弘子 神北(伊健)第27-1 平成31年4月8日 令和7年5月31日 平成25年5月10日
000028 2100140020 マックカフェ　川西店 666-0033 川西市栄町２５－１　アステ川西１Ｆタイヨー川西店（パチンコ店）内 7552285 喫茶店営業 露店 上島珈琲貿易株式会社 代表取締役 上島 淳史 587-0062 大阪府堺市美原区太井１２２番地１ 723611000 神北(伊健)第2-28 平成30年5月29日 令和5年5月31日 平成25年5月17日
000028 2100140028 ボンジュール神戸 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 中出 才輝 神北(伊健)第3-19 平成30年5月18日 令和5年5月31日 平成25年5月17日
000028 2100140098 口福堂　イオンモール伊丹昆陽店 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオンモール伊丹昆陽１Ｆ 7737877 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社柿安本店 代表取締役 赤塚 保正 511-0032 三重県桑名市吉之丸８番地 594235500 神北(伊健)第27-35 令和1年5月8日 令和7年5月31日 平成25年5月22日
000028 2100140099 口福堂　イオンモール伊丹昆陽店 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオンモール伊丹昆陽１Ｆ 7737877 菓子製造業 一般 株式会社柿安本店 代表取締役 赤塚 保正 511-0032 三重県桑名市吉之丸８番地 594235500 神北(伊健)第3-14 令和1年5月8日 令和7年5月31日 平成25年5月22日
000028 2100140140 お好み焼　鉄板焼　たかぎ 666-0014 川西市小戸２丁目４－３ 7562522 飲食店営業(4)その他 一般 高木 一七利 神北(伊健)第27-10 平成31年4月11日 令和7年5月31日 平成25年5月23日
000028 2100140141 やすらぎの館事業所 664-0851 伊丹市中央２丁目５－２２ 7707720 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＬＥＯＣ 代表取締役 田島 利行 100-0004 東京都千代田区大手町１丁目１－３ 352208550 神北(伊健)第27-43 令和1年5月10日 令和7年5月31日 平成25年5月23日
000028 2100140173 彩 664-0851 伊丹市中央１丁目９－１３遊楽館ビル８Ｆ　Ｃ 7723256 飲食店営業(4)その他 一般 堀内 弘子 神北(伊健)第27-55 令和1年5月20日 令和7年5月31日 平成25年5月23日
000028 2100140196 呑み処　まさ 664-0842 伊丹市森本１丁目５６－６ 7821218 飲食店営業(4)その他 一般 田中 正典 神北(伊健)第27-58 令和1年5月21日 令和7年5月31日 平成25年5月27日
000028 2100140197 魯山人 664-0898 伊丹市千僧２丁目１６７　吉井ビル１０２号 飲食店営業(4)その他 一般 松田 実留 神北(伊健)第27-66 令和1年5月24日 令和7年5月31日 平成25年5月27日
000028 2100140251 Kyoto　ケバブ屋　ＭＯＴＯさん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中村 元彦 神北(伊健)第27-5 平成30年4月12日 令和5年5月31日 平成25年5月29日



000028 2100140264 キッチンオリジン　阪急伊丹店 664-0851 伊丹市中央１丁目９－１１ 7647731 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 オリジン東秀株式会社 代表取締役 沢村 弘也 182-0002 東京都調布市調布ヶ丘１丁目１８番地１ＫＤＸ調布ビル５階 424436801 神北(伊健)第27-42 令和1年5月10日 令和8年5月31日 平成25年5月27日
000028 2100140265 キッチンオリジン　阪急伊丹店 664-0851 伊丹市中央１丁目９－１１ 7647731 菓子製造業 一般 オリジン東秀株式会社 代表取締役 沢村 弘也 182-0002 東京都調布市調布ヶ丘１丁目１８番地１ＫＤＸ調布ビル５階 424436801 神北(伊健)第3-18 令和1年5月10日 令和8年5月31日 平成25年5月27日
000028 2100140326 スナック ４１０（よんいちまる） 664-0851 伊丹市中央１丁目９－１３遊楽館ビル７ＦＣ 飲食店営業(4)その他 一般 時吉 知恵美 神北(伊健)第27-70 令和1年7月9日 令和7年8月31日 平成25年6月3日
000028 2100140331 ローソン伊丹大鹿７丁目店 664-0899 伊丹市大鹿７丁目２５番１ 7707784 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社世多 代表取締役 當銘 偉哲 661-0963 兵庫県尼崎市高田町２番２号 664971170 神北(伊健)第27-149 令和2年8月14日 令和9年8月31日 平成25年6月3日
000028 2100140348 蛸一（京都４８６め１） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 高田 敦 神北(伊健)第27-152 平成30年8月10日 令和5年8月31日 平成25年6月4日
000028 2100140352 ハースブラウン伊丹店 664-0858 伊丹市西台１丁目１－１阪急伊丹駅ビルリータ３Ｆ 7801033 菓子製造業 一般 山崎製パン株式会社 代表取締役 飯島 延浩 101-0032 東京都千代田区岩本町３丁目１０－１ 338643111 神北(伊健)第3-42 令和1年7月11日 令和7年8月31日 平成25年6月4日
000028 2100140353 ハースブラウン伊丹店 664-0858 伊丹市西台１丁目１－１阪急伊丹駅ビルリータ３Ｆ 7801033 飲食店営業(4)その他 一般 山崎製パン株式会社 代表取締役 飯島 延浩 101-0032 東京都千代田区岩本町３丁目１０－１ 338643111 神北(伊健)第27-73 令和1年7月11日 令和7年8月31日 平成25年6月4日
000028 2100140397 呑み処ダイニングＭＩＲＩＫＡ 664-0023 伊丹市中野西４丁目７４　名手店舗Ｂ号室 7791357 飲食店営業(4)その他 一般 佐藤 めぐみ 神北(伊健)第27-124 令和1年8月27日 令和7年8月31日 平成25年6月11日
000028 2100140459 果汁工房　果琳　イオンモール伊丹店 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹１階 7812031 喫茶店営業 一般 株式会社青木商店 代表取締役 青木 大輔 963-8052 福島県郡山市八山田５丁目４０５番地 243361877 神北(伊健)第2-27 令和1年7月11日 令和7年8月31日 平成25年6月18日
000028 2100140476 餃子の王将　川西店 666-0022 川西市下加茂１丁目２０－２３ 7586620 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社王将フードサービス 代表取締役 渡邊 直人 607-8307 京都府京都市山科区西野山射庭ノ上町２９４－１ 755921411 神北(伊健)第27-90 令和1年7月18日 令和7年8月31日 平成25年6月19日
000028 2100140507 伊丹個室居酒屋　郷土宴座／暁／鶏まろ  伊丹リータ店 664-0858 伊丹市西台１丁目１－１　伊丹リータ４Ｆ 7831988 飲食店営業(4)その他 一般 アンドモワ株式会社 代表取締役 田村 俊隆 108-0023 東京都港区芝浦３丁目１９番１８号内村芝浦ビル 364353670 神北(伊健)第27-112 令和1年8月13日 令和7年8月31日 平成25年6月20日
000028 2100140595 スターゼン株式会社  ＰＣ業務部　関西ＰＣ 664-0006 伊丹市鴻池１丁目１１－２２　２Ｆ 7734603 食肉処理業 一般 スターゼン株式会社 代表取締役 横田 和彦 108-0075 東京都港区港南２丁目５番７号 334715521 神北(伊健)第19-3 令和2年8月6日 令和9年8月31日 平成25年6月26日
000028 2100140596 スターゼン株式会社  ＰＣ業務部　関西ＰＣ 664-0006 伊丹市鴻池１丁目１１－２２　２Ｆ 7734603 食肉製品製造業 一般 スターゼン株式会社 代表取締役 横田 和彦 108-0075 東京都港区港南２丁目５番７号 334715521 神北(伊健)第21-1 令和2年8月6日 令和9年8月31日 平成25年6月26日
000028 2100140597 スターゼン株式会社  ＰＣ業務部　関西ＰＣ 664-0006 伊丹市鴻池１丁目１１－２２　２Ｆ 7734603 そうざい製造業 一般 スターゼン株式会社 代表取締役 横田 和彦 108-0075 東京都港区港南２丁目５番７号 334715521 神北(伊健)第7-6 令和2年8月6日 令和9年8月31日 平成25年6月26日
000028 2100140615 デイケアセンター　グリーンフェアネス 664-0028 伊丹市西野３丁目２０８－２ 7671168 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ナリコマエンタープライズ 代表取締役 竹内 美夫 567-0005 大阪府茨木市五日市１丁目７－２７ 726270145 神北(伊健)第27-84 令和1年7月12日 令和7年8月31日 平成25年6月27日
000028 2100140652 スポット CoCo 664-0012 伊丹市緑ケ丘１丁目３１０ 7781955 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 米玉利 昌子 神北(伊健)第27-98 令和1年7月25日 令和7年8月31日 平成25年6月28日
000028 2100140717 おかん 664-0003 伊丹市大野１丁目５３ 7791760 飲食店営業(4)その他 一般 島田 祥恵 神北(伊健)第27-71 令和1年7月9日 令和7年8月31日 平成25年7月9日
000028 2100140915 山尚 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山本 尚登 神北(伊健)第27-170 平成30年8月29日 令和5年8月31日 平成25年7月22日
000028 2100140916 山尚 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 山本 尚登 神北(伊健)第3-56 平成30年8月29日 令和5年8月31日 平成25年7月22日
000028 2100140930 マルアキ製菓 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 金城 亮吉 神北(伊健)第3-50 平成30年8月17日 令和5年8月31日 平成25年7月22日
000028 2100140954 ぽるぽ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 井上 昌美 神北(伊健)第27-173 平成30年8月31日 令和5年8月31日 平成25年7月22日
000028 2100140964 一輪花 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 辻阪 和広 神北(伊健)第3-44 平成30年8月7日 令和5年8月31日 平成25年7月22日
000028 2100140966 一輪花 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 辻阪 和広 神北(伊健)第27-144 平成30年8月7日 令和5年8月31日 平成25年7月22日
000028 2100141033 株式会社イロハジャパン 666-0153 川西市一庫３丁目１８番５号 7949264 菓子製造業 一般 株式会社イロハジャパン 代表取締役 中西 達 666-0153 兵庫県川西市一庫３丁目１８番５号 7949264 神北(伊健)第3-61 令和1年8月27日 令和7年8月31日 平成25年7月22日
000028 2100141034 株式会社イロハジャパン 666-0153 川西市一庫３丁目１８番５号 7949264 ソース類製造業 一般 株式会社イロハジャパン 代表取締役 中西 達 666-0153 兵庫県川西市一庫３丁目１８番５号 7949264 神北(伊健)第9-2 令和1年8月27日 令和7年8月31日 平成25年7月22日
000028 2100141036 CARNIVAL　LOCK（ｶｰﾆﾊﾞﾙ　ﾛｯｸ） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 雪丸 博紀 神北(伊健)第27-113 平成30年7月23日 令和5年8月31日 平成25年7月23日
000028 2100141085 大祐堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 泉野 祐介 神北(伊健)第3-57 平成30年8月30日 令和5年8月31日 平成25年7月23日
000028 2100141095 田菜田庵（たなだあん） 666-0204 川辺郡猪名川町柏原字中林９ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡 豊子 神北(伊健)第27-96 令和1年7月24日 令和7年8月31日 平成25年7月23日
000028 2100141096 田菜田庵（たなだあん） 666-0204 川辺郡猪名川町柏原字中林９ めん類製造業 一般 岡 豊子 神北(伊健)第13-1 令和1年7月24日 令和7年8月31日 平成25年7月23日
000028 2100141120 カラオケ処　りき子の部屋 664-0858 伊丹市西台２丁目４－１３　白馬ビル２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 山根 琴枝 神北(伊健)第27-88 令和1年7月18日 令和7年8月31日 平成25年7月23日
000028 2100141128 ベーカーショップサンブレッド稲野店 664-0864 伊丹市安堂寺町３丁目３－１関西スーパー１階 7845558 菓子製造業 一般 有限会社ベーカーショップサンブレッド 代表取締役 板倉 宗一 532-0026 大阪府大阪市淀川区塚本５丁目４－２３ 663015845 神北(伊健)第3-47 令和1年7月18日 令和7年8月31日 平成25年7月25日
000028 2100141129 ベーカーショップサンブレッド稲野店 664-0864 伊丹市安堂寺町３丁目３－１関西スーパー１階 7845558 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ベーカーショップサンブレッド 代表取締役 板倉 宗一 532-0026 大阪府大阪市淀川区塚本５丁目４－２３ 663015845 神北(伊健)第27-89 令和1年7月18日 令和7年8月31日 平成25年7月25日
000028 2100141195 尼崎信用金庫桜台支店 664-0029 伊丹市中野北４丁目５－１３ 7776771 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 代表取締役 山田 智治 182-0021 東京都調布市調布ケ丘３丁目６番地３ 357841202 神北(伊健)第27-109 令和1年8月5日 令和7年8月31日 平成25年7月25日
000028 2100141205 尼崎信用金庫昆陽里支店 664-0027 伊丹市池尻１丁目１５８－２ 7773732 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 代表取締役 山田 智治 182-0021 東京都調布市調布ケ丘３丁目６番地３ 357841202 神北(伊健)第27-106 令和1年8月1日 令和7年8月31日 平成25年7月25日
000028 2100141216 尼崎信用金庫　伊丹支店 664-0858 伊丹市西台３丁目９番３号 7721231 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 代表取締役 山田 智治 182-0021 東京都調布市調布ケ丘３丁目６番地３ 357841202 神北(伊健)第27-107 令和1年8月2日 令和7年8月31日 平成25年7月25日
000028 2100141218 尼崎信用金庫　伊丹西支店 664-0886 伊丹市昆陽東６丁目９番１号 7816191 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 代表取締役 山田 智治 182-0021 東京都調布市調布ケ丘３丁目６番地３ 357841202 神北(伊健)第27-104 令和1年8月1日 令和7年8月31日 平成25年7月25日
000028 2100141221 Chino Yoshida（チノ　ヨシダ） 666-0244 川辺郡猪名川町上野字池尻１４番地 7660018 菓子製造業 一般 吉田 千鶴 神北(伊健)第3-58 令和1年8月7日 令和7年8月31日 平成25年7月26日
000028 2100141240 難波屋食品 000-0000 県下一円（ただし神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く。） 飲食店営業(4)その他 露店 難波 明 神北(伊健)第27-150 平成30年8月8日 令和5年8月31日 平成25年7月29日
000028 2100141242 でぽーる 664-0012 伊丹市緑ケ丘６丁目２７－１ 7473044 飲食店営業(4)その他 一般 井上 美恵 神北(伊健)第27-100 令和1年7月25日 令和7年8月31日 平成25年7月29日
000028 2100141279 ｓｅｉｋｏ(セイコ) 664-0851 伊丹市中央１丁目９－２２パールハイツ２Ｆ北 7811237 飲食店営業(4)その他 一般 倉松 卓央 神北(伊健)第27-126 令和2年7月31日 令和8年8月31日 平成25年7月30日
000028 2100141317 Ｓａｖｅｕｒｓ ｄｅ ｌｉｎｓｔａｎｔ  （サヴァー ド ランスタン） 666-0236 川辺郡猪名川町北田原字カイジリ２４１－１ 7028812 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 辻 未央 神北(伊健)第27-72 令和1年7月10日 令和7年8月31日 平成25年8月2日
000028 2100141396 デリカイベント２ 666-0033 川西市栄町２６－１（株）阪急阪神百貨店　川西阪急 7571231 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663611381 神北(伊健)第27-83 令和1年7月12日 令和7年8月31日 平成25年7月31日
000028 2100141400 Ｃｈｅｅｒｚ（チアーズ） 664-0858 伊丹市西台３丁目１－３ 7779955 飲食店営業(4)その他 一般 石橋 知樹 神北(伊健)第27-121 令和1年8月21日 令和7年8月31日 平成25年8月5日
000028 2100141455 株式会社フロンティアイージャパン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 7793070 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社フロンティアイージャパン 代表取締役 中西 良 666-0142 兵庫県川西市清和台東５丁目１－３５ 7793070 神北(伊健)第27-104 平成30年7月18日 令和5年8月31日 平成25年8月12日
000028 2100141754 コロッケと・・・神戸水野家 664-0858 伊丹市西台１丁目１－１　阪急リータ１階 7827510 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社水野商店 代表取締役 水野 和哉 658-0023 兵庫県神戸市東灘区深江浜町３６－２ 784354620 神北(伊健)第27-93 令和1年7月19日 令和7年8月31日 平成25年8月29日
000028 2100141755 コロッケと・・・神戸水野家 664-0858 伊丹市西台１丁目１－１　阪急リータ１階 7827510 食肉販売業 一般 株式会社水野商店 代表取締役 水野 和哉 658-0023 兵庫県神戸市東灘区深江浜町３６－２ 784354620 神北(伊健)第20-15 令和1年7月19日 令和7年8月31日 平成25年8月29日
000028 2100141768 ローソン伊丹荒牧南２丁目店 664-0008 伊丹市荒牧南２丁目２－３６ 7777357 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ＳＴＡＣ 代表取締役 髙橋 陽 663-8003 兵庫県西宮市上大市２丁目９番２６号 798519307 神北(伊健)第27-115 令和1年8月14日 令和8年8月31日 平成25年8月29日
000028 2100141772 ローソン川西錦松台店 666-0135 川西市錦松台２－５３ 7923333 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ＳＴＡＣ 代表取締役 髙橋 陽 663-8003 兵庫県西宮市上大市２丁目９番２６号 798519307 神北(伊健)第27-113 令和1年8月13日 令和8年8月31日 平成25年8月29日
000028 2100141836 ２０５２事業所 666-0142 川西市清和台東４丁目３－５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田３丁目３番２０号 664588801 神北(伊健)第27-95 令和1年7月23日 令和7年8月31日 平成25年8月29日
000028 2100141888 スシロー伊丹荒牧店 664-0008 伊丹市荒牧南２丁目１－２１ 7833840 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社あきんどスシロー 代表取締役 新居 耕平 564-0063 大阪府吹田市江坂町１丁目２２番２号 663681001 神北(伊健)第27-134 令和1年10月8日 令和7年11月30日 平成25年9月11日
000028 2100141895 肉料理屋　虎次郎 664-0898 伊丹市千僧３丁目１４０ヴィラメープル１０２号 7822540 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森田 国博 神北(伊健)第27-189 令和1年11月15日 令和7年11月30日 平成25年9月11日
000028 2100141919 カフェドクリエ伊丹阪急駅ビル店 664-0858 伊丹市西台１丁目１－１　伊丹阪急ビル２階 7712851 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社シンシア 代表取締役 戎谷 健司 530-0003 大阪府大阪市北区堂島２丁目２番２号近鉄堂島ビルＢ１階 663430390 神北(伊健)第27-168 令和1年10月24日 令和7年11月30日 平成25年9月12日
000028 2100141961 鳴門鯛焼本舗　阪急伊丹駅前店 664-0851 伊丹市中央１丁目５－１９ピュア伊丹１階 7788888 菓子製造業 一般 ドリームアドバンス株式会社 代表取締役 門田 幸誠 577-0825 大阪府東大阪市大蓮南４丁目２３番２３号 667302600 神北(伊健)第3-82 令和1年10月25日 令和7年11月30日 平成25年9月17日
000028 2100141962 串かつ　あさひ 666-0015 川西市小花１丁目１－１０ベルフローラ・かわにしＥ－１１８ 7580415 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社照商 代表取締役 竹内 照雄 666-0016 兵庫県川西市中央町６－９ 7556156 神北(伊健)第27-156 令和1年10月17日 令和7年11月30日 平成25年9月19日
000028 2100141978 丸亀製麺　伊丹南町店 664-0854 伊丹市南町３丁目２－１０ 7848255 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社丸亀製麺 代表取締役 山口 寛 150-0043 東京都渋谷区道玄坂１丁目２１番１号 782003430 神北(伊健)第27-210 令和2年10月22日 令和9年11月30日 平成25年9月19日
000028 2100142039 居酒屋　杏 664-0012 伊丹市緑ケ丘５丁目１２－１ 飲食店営業(4)その他 一般 大谷 孝子 神北(伊健)第27-137 令和1年10月9日 令和7年11月30日 平成25年9月26日
000028 2100142054 今宵　たまり場 664-0836 伊丹市北本町１丁目１５５ 7646244 飲食店営業(4)その他 一般 井上 雄大 神北(伊健)第27-141 令和1年10月9日 令和7年11月30日 平成25年9月24日
000028 2100142073 １ｓｔ ペンギン（ファースト　ペンギン） 666-0016 川西市中央町１８－２４　２Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北氏 富美枝 神北(伊健)第27-214 令和2年10月23日 令和9年11月30日 平成25年9月26日
000028 2100142078 Ｐａｐａ’ｓ　Ｃａｆｅ（パパズ カフェ） 666-0006 川西市萩原台西２丁目２１２ 7405658 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 服部 照 神北(伊健)第27-131 令和1年10月8日 令和7年11月30日 平成25年9月26日
000028 2100142100 ＭＡＲ．（マー） 664-0007 伊丹市北野５丁目３７ 7701186 飲食店営業(4)その他 一般 瀧本 友見 神北(伊健)第27-194 令和1年11月28日 令和7年11月30日 平成25年9月30日
000028 2100142107 ラーメンまこと屋　伊丹山田店 664-0874 伊丹市山田５丁目６－１ 7853115 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社マコトフードサービス 代表取締役 笠井 政志 553-0003 大阪府大阪市福島区福島５丁目１６－１５ 664425775 神北(伊健)第27-151 令和1年10月15日 令和7年11月30日 平成25年9月30日
000028 2100142132 リサイクルクラブ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 伊藤 美智子 神北(伊健)第27-225 平成30年11月28日 令和5年11月30日 平成25年10月1日
000028 2100142272 ＷＡＤＯ（ワドゥー）　デリカロクシナ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 安原 伸治 神北(伊健)第27-227 平成30年11月29日 令和5年11月30日 平成25年10月11日
000028 2100142340 海鮮炉端　将 664-0851 伊丹市中央１丁目５－５　ボントンビル１Ｆ 7787282 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中曽 将徳 神北(伊健)第27-190 令和1年11月20日 令和7年11月30日 平成25年10月16日
000028 2100142341 カスウドン　ガチンコ　伊丹店 664-0851 伊丹市中央１丁目５－１８　伊丹中央プラザ１０３ 7858228 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社アニー 代表取締役 西網 仁実 664-0851 兵庫県伊丹市中央１丁目５－１８伊丹中央プラザ１０３ 7858228 神北(伊健)第27-161 令和1年10月17日 令和7年11月30日 平成25年10月16日
000028 2100142379 カラオケ　まりん 666-0014 川西市小戸２丁目４－３ 7550076 飲食店営業(4)その他 一般 楠根 香代子 神北(伊健)第27-142 令和1年10月9日 令和7年11月30日 平成25年10月18日
000028 2100142407 立ち呑み　はるちゃん 664-0851 伊丹市中央４丁目４－１ 7443860 飲食店営業(4)その他 一般 田中 晴美 神北(伊健)第27-146 令和1年10月11日 令和7年11月30日 平成25年10月21日
000028 2100142409 伊丹教会女性会 664-0856 伊丹市梅ノ木２丁目１－１０ 7723242 菓子製造業 一般 日本基督教団伊丹教会 代表役員 堀 剛 664-0856 兵庫県伊丹市梅ノ木２丁目１－１０ 7723242 神北(伊健)第3-69 令和1年10月9日 令和7年11月30日 平成25年10月22日
000028 2100142415 関西白猫堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社ネオ・ライズＰＲＯ 代表取締役 岡崎 正嗣 600-8231 京都府京都市下京区油小路町２９０－１－７０３ 753548390 神北(伊健)第27-219 平成30年11月20日 令和5年11月30日 平成25年10月23日
000028 2100142465 いな川本舗　上政 666-0105 川西市見野２丁目３６－８ 7940013 菓子製造業 一般 株式会社上政 代表取締役 上野 和信 666-0106 兵庫県川西市山下町１５－１３ 7940230 神北(伊健)第3-68 令和1年10月8日 令和7年11月30日 平成25年10月23日
000028 2100142466 海鮮屋台　おくまん　川西能勢口店 666-0033 川西市栄町１－１ 7586006 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社こうむら 代表取締役 香村 達信 530-0015 大阪府大阪市北区中崎西１丁目４－２２ 648020787 神北(伊健)第27-176 令和1年10月29日 令和7年11月30日 平成25年10月25日
000028 2100142558 ギャラリーカフェ 664-0845 伊丹市東有岡１丁目６－２　ＪＲ伊丹駅改札横 7647758 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ヴァリオ 代表取締役 内田 勝美 560-0021 大阪府豊中市本町１丁目８－３０ 668498800 神北(伊健)第27-184 令和1年11月8日 令和7年11月30日 平成25年10月31日
000028 2100142633 イタリアン　レストラン　トリトン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 有限会社トリトン 代表取締役 須藤 光正 666-0035 兵庫県川西市花屋敷１丁目３２－１ 7556860 神北(伊健)第27-213 平成30年11月8日 令和5年11月30日 平成25年11月8日
000028 2100142634 居食屋　わいるどふぁーむ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 由井 清 神北(伊健)第27-188 平成30年10月11日 令和5年11月30日 平成25年11月8日
000028 2100142666 日清医療食品　北摂福祉研究所事業所 664-0001 伊丹市荒牧５丁目４－３ 7736322 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 日清医療食品株式会社 立林 勝美 100-0005 東京都千代田区丸の内２丁目７－３ 332873611 神北(伊健)第27-170 令和1年10月25日 令和7年11月30日 平成25年11月7日
000028 2100142717 スーパーコート南花屋敷 666-0026 川西市南花屋敷４丁目１０－１１ 7595066 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社塩梅 代表取締役 今井 清秀 567-0834 大阪府茨木市学園南町７－５ 726571122 神北(伊健)第27-187 令和1年11月12日 令和7年11月30日 平成25年11月14日
000028 2100142724 祭 666-0014 川西市小戸１丁目３－１２　司ビル１０５ 7551333 飲食店営業(4)その他 一般 平野 真紺 神北(伊健)第27-166 令和1年10月21日 令和7年11月30日 平成25年11月12日
000028 2100142766 金魚　多和田商店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く。） 飲食店営業(4)その他 露店 西原 芽以 神北(伊健)第27-199 平成30年10月30日 令和5年11月30日 平成25年11月18日
000028 2100142805 介護付有料老人ホーム　スーパー・コート川西 666-0023 川西市東久代２丁目１６－１４ 7584850 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社日米クック 代表取締役 米谷 素明 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中１丁目１７－２２ 664522131 神北(伊健)第27-152 令和1年10月15日 令和7年11月30日 平成25年11月19日
000028 2100142828 いこいの配食サービス 666-0026 川西市南花屋敷４丁目４－１１ 7400508 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 有限会社　阪神ケータリングサービス 代表取締役 吉田 弘幸 666-0026 兵庫県川西市南花屋敷４丁目４番１１号 7400508 神北(伊健)第15-2 令和1年10月10日 令和7年11月30日 平成25年11月14日
000028 2100142876 フィオレ・シニアレジデンス川西 666-0024 川西市久代４丁目３－５ 7551620 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ケアプラス 代表取締役 渡邉 勝 664-0892 兵庫県伊丹市高台１丁目１ 7819075 神北(伊健)第27-145 令和1年10月10日 令和7年11月30日 平成25年11月20日
000028 2100142877 こまちん家 664-0846 伊丹市伊丹２丁目１－１７ 飲食店営業(4)その他 一般 神谷 龍二 神北(伊健)第27-160 令和1年10月17日 令和7年11月30日 平成25年11月20日
000028 2100142879 かんな月 664-0846 伊丹市伊丹４丁目１－２０ 7723339 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 植田 浩司 神北(伊健)第27-138 令和1年10月9日 令和7年11月30日 平成25年11月20日
000028 2100142881 錦　ＮＩＳＨＩＫＩ 664-0858 伊丹市西台１丁目２－６山本不動産第２ビル２Ｆ－Ｃ 7709077 飲食店営業(4)その他 一般 米 要 神北(伊健)第27-185 令和1年11月11日 令和7年11月30日 平成25年11月20日
000028 2100142936 セブン－イレブン猪名川パークタウン　店 666-0251 川辺郡猪名川町若葉１丁目４－５ 7652220 飲食店営業(4)その他 一般 長野 泰英 神北(伊健)第27-169 令和1年10月24日 令和7年11月30日 平成25年11月22日
000028 2100142937 セブン－イレブン猪名川パークタウン　店 666-0251 川辺郡猪名川町若葉１丁目４－５ 7652220 菓子製造業 一般 長野 泰英 神北(伊健)第3-80 令和1年10月24日 令和7年11月30日 平成25年11月22日
000028 2100142959 エームサービスジャパン ０２６５店 666-0131 川西市矢問３丁目１０－１ 7926770 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 エームサービス株式会社 代表取締役 小谷 周 107-0052 東京都港区赤坂２丁目２３番１号 362347534 神北(伊健)第27-173 令和1年10月29日 令和7年11月30日 平成25年11月27日
000028 2100142963 Ｍｉａ　Ｍａｄｒｅ（ミア　マドレ） 666-0035 川西市花屋敷１丁目１－２ 菓子製造業 一般 楢崎 明子 神北(伊健)第3-78 令和1年10月23日 令和7年11月30日 平成25年11月25日
000028 2100143032 居酒屋　政 664-0851 伊丹市中央１丁目９－１３遊楽館３Ｆ－Ａ 7703018 飲食店営業(4)その他 一般 奥秋 泰子 神北(伊健)第27-182 令和1年11月6日 令和7年11月30日 平成25年11月28日
000028 2100143033 ａｍｏ ｃａｆｅ.ｙ(アモ カフェ ドット ワイ) 666-0036 川西市花屋敷山手町４－８ 7027058 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山田 友恵 神北(伊健)第27-147 令和1年10月11日 令和7年11月30日 平成25年11月28日
000028 2100143040 スナック　花みずき 666-0014 川西市小戸２丁目４－３ 7553302 飲食店営業(4)その他 一般 和田 ヤエ子 神北(伊健)第27-267 令和2年2月27日 令和8年2月28日 平成25年12月2日
000028 2100143072 スナック　シマ 664-0858 伊丹市西台３丁目２－３６ 7824552 飲食店営業(4)その他 一般 島津 智美 神北(伊健)第27-265 令和2年2月21日 令和8年2月28日 平成25年12月4日
000028 2100143090 お好み焼は ここやねん 664-0874 伊丹市山田４丁目８－４３ 7874194 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＳｋｙＷａｌｋｅｒ 代表取締役 福崎 宏希 664-0017 兵庫県伊丹市瑞ケ丘１丁目４１ 669563300 神北(伊健)第27-240 令和2年1月31日 令和8年2月28日 平成25年12月4日
000028 2100143198 特定非営利活動法人手をつなぐ　はこべ工房 664-0022 伊丹市中野東２丁目２７１ 7447511 喫茶店営業 一般 特定非営利活動法人手をつなぐ 理事 辻田 増雄 664-0022 兵庫県伊丹市中野東２丁目２７１ 7447511 神北(伊健)第2-75 令和2年1月17日 令和8年2月28日 平成25年12月12日
000028 2100143200 café MOON （カフェムーン） 664-0017 伊丹市瑞ケ丘４丁目１３－１グランドハイツ栄伸１０１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉川 若菜 神北(伊健)第27-257 令和2年2月12日 令和8年2月28日 平成25年12月12日
000028 2100143242 ボッテガ　ダイ 666-0016 川西市中央町７－１４ 7562588 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤井 大輔 神北(伊健)第27-227 令和2年1月23日 令和8年2月28日 平成25年12月12日
000028 2100143256 スターバックスコーヒー川西加茂店 666-0025 川西市加茂６丁目２－２２ 7566031 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 スターバックスコーヒージャパン株式会社 代表取締役 水口 貴文 141-0021 東京都品川区上大崎２丁目２５－２ 357455510 神北(伊健)第27-217 令和2年1月17日 令和8年2月28日 平成25年12月16日
000028 2100143361 希望新風　Bros.　Ｒ１７１伊丹店 664-0881 伊丹市昆陽１丁目２３６－３ 7852014 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社希望新風 丸山 潤三 657-0034 兵庫県神戸市灘区記田町５丁目６－１６ 788549677 神北(伊健)第27-260 令和2年2月13日 令和8年2月28日 平成25年12月25日
000028 2100143409 喫茶　瑞扇（すいせん） 664-0895 伊丹市宮ノ前２丁目１－７みやのまち四号館１０３号 7796578 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡田 照子 神北(伊健)第27-231 令和2年1月27日 令和8年2月28日 平成26年1月6日
000028 2100143489 居酒屋　美豚（ビトン） 664-0858 伊丹市西台２丁目１－１１　丸八第一ビル１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 川棚 早百合 神北(伊健)第27-195 令和2年1月14日 令和8年2月28日 平成26年1月14日
000028 2100143491 さん天　伊丹昆陽店 664-0025 伊丹市奥畑２丁目１８４－１ 7671534 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 サトフードサービス株式会社 代表取締役 重里 政彦 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町２丁目３－１３大阪国際ビルディング３０階 672223104 神北(伊健)第27-238 令和2年1月31日 令和8年2月28日 平成26年1月14日
000028 2100143511 寺田商店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。） 菓子製造業 露店 寺田 正二 神北(伊健)第3-99 平成31年1月21日 令和6年2月29日 平成26年1月14日
000028 2100143512 寺田商店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。） 菓子製造業 露店 寺田 正二 神北(伊健)第3-100 平成31年1月21日 令和6年2月29日 平成26年1月14日
000028 2100143517 前原食品 664-0028 伊丹市西野５丁目１７４ 7828893 菓子製造業 一般 上江洲 信子 神北(伊健)第3-96 令和2年1月29日 令和8年2月28日 平成26年1月16日
000028 2100143518 前原食品 664-0028 伊丹市西野５丁目１７４ 7828893 めん類製造業 一般 上江洲 信子 神北(伊健)第13-2 令和2年1月29日 令和8年2月28日 平成26年1月16日
000028 2100143562 創作中華　扇 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 扇田 幸昌 神北(伊健)第27-253 平成31年2月18日 令和6年2月29日 平成26年1月17日
000028 2100143591 モルト・ボーノ　川西西多田店 666-0138 川西市西多田２丁目７－８ 7926530 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社フーズプランナー 代表取締役 本田 正人 560-0021 大阪府豊中市本町４丁目１－２４ 668423942 神北(伊健)第27-203 令和2年1月15日 令和8年2月28日 平成26年1月21日
000028 2100143600 風車（ふうしゃ） 664-0861 伊丹市稲野町１丁目７－１１ 7437934 飲食店営業(4)その他 一般 速水 聖子 神北(伊健)第27-208 令和2年1月16日 令和8年2月28日 平成26年1月23日
000028 2100143643 東野 664-0004 伊丹市東野２丁目４０－３ 7700880 飲食店営業(4)その他 一般 橋詰 登代子 神北(伊健)第27-230 令和2年1月27日 令和8年2月28日 平成26年1月27日
000028 2100143664 関西スーパー　アリオ店 664-0846 伊丹市伊丹１丁目１０－１５アリオ１　１０１号 7845577 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第27-246 令和2年2月6日 令和8年2月28日 平成26年1月28日
000028 2100143665 割烹うしお 664-0858 伊丹市西台２丁目２－１７ 772-0444 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社和田 代表取締役 和田 大介 664-0858 兵庫県伊丹市西台２丁目２－１７ 7720444 神北(伊健)第27-207 令和2年1月16日 令和8年2月28日 平成26年1月29日
000028 2100143713 サニーガーデン伊丹 664-0858 伊丹市西台１丁目６－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ハーベスト株式会社 代表取締役 脇本 実 240-0004 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町２丁目１２０ 453361109 神北(伊健)第27-284 令和3年1月27日 令和10年2月29日 平成26年1月29日



000028 2100143801 愛正透析クリニック 664-0029 伊丹市中野北３丁目８－１４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 医療法人社団星晶会 理事長 松本 昭英 664-0897 兵庫県伊丹市桜ケ丘１丁目３番２３号 7753006 神北(伊健)第27-295 令和3年2月1日 令和10年2月29日 平成26年2月7日
000028 2100143851 ハマ・ノ・テ　ｌａｂｏ（ラボ） 666-0125 川西市新田１丁目５－６　クボタハイツ１Ｆ 7475528 飲食店営業(4)その他 一般 濱田 里美 神北(伊健)第27-249 令和2年2月6日 令和8年2月28日 平成26年2月12日
000028 2100143852 ハマ・ノ・テ　ｌａｂｏ（ラボ） 666-0125 川西市新田１丁目５－６　クボタハイツ１Ｆ 7475528 菓子製造業 一般 濱田 里美 神北(伊健)第3-102 令和2年2月6日 令和8年2月28日 平成26年2月12日
000028 2100143873 cafe de hanahana (カフェ ド ハナハナ) 664-0842 伊丹市森本７丁目１－１伊丹スカイパーク　スカイテラス２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社花華 取締役 増田 明美 664-0013 兵庫県伊丹市瑞穂町６丁目７－１ 7854449 神北(伊健)第27-213 令和2年1月17日 令和8年2月28日 平成26年2月12日
000028 2100143909 サービス付き高齢者向け住宅　輪廻館 664-0001 伊丹市荒牧６丁目２９－７ 7725800 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 医療法人社団星晶会 理事長 松本 昭英 664-0897 兵庫県伊丹市桜ケ丘１丁目３－２３ 7753006 神北(伊健)第27-294 令和3年2月1日 令和9年2月28日 平成26年2月14日
000028 2100144014 ＧＡＣＨＡＧＡＣＨＡ(ガチャガチャ) 664-0851 伊丹市中央４丁目３－１４セリバテール伊丹１F 飲食店営業(4)その他 一般 西村 雄也 神北(伊健)第27-225 令和2年1月23日 令和8年2月28日 平成26年2月19日
000028 2100144016 市場珈琲 664-0851 伊丹市中央５丁目２－１６ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北野 賢二 神北(伊健)第27-219 令和2年1月17日 令和8年2月28日 平成26年2月19日
000028 2100144072 ローソン川西小花１丁目店 666-0015 川西市小花１丁目１１番１５号 7591123 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社世多 代表取締役 當銘 偉哲 661-0963 兵庫県尼崎市高田町２番２号 664971170 神北(伊健)第27-261 令和2年2月13日 令和9年2月28日 平成26年2月21日
000028 2100144076 日本ゼネラルフード(1037)事業所 666-0125 川西市新田２丁目１３－１６ニチイケアセンター川西多田給食室 7931771 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日本ゼネラルフード株式会社 代表取締役 杉浦 卓 460-0012 愛知県名古屋市中区千代田５丁目７番５号 522436111 神北(伊健)第27-306 令和3年2月8日 令和9年2月28日 平成26年2月21日
000028 2100144153 学校法人　東洋食品工業短期大学 666-0026 川西市南花屋敷４丁目２３－２ 7594221 清涼飲料水製造業 一般 学校法人　東洋食品工業短期大学 理事長 中井 隆夫 666-0026 兵庫県川西市南花屋敷４丁目２３－２ 7594221 神北(伊健)第9-1 令和3年5月19日 令和10年5月31日 平成26年3月10日
000028 2100144187 ファミリーマート川西能勢口駅北店 666-0016 川西市中央町１０－１ 7572977 飲食店営業(4)その他 一般 神島 秀和 神北(伊健)第27-210 令和2年1月16日 令和8年2月28日 平成26年2月26日
000028 2100144193 ハートケア川西 666-0126 川西市多田院２丁目１６－１ 7901241 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 淀川食品株式会社 代表取締役 田村 隆 532-0036 大阪府大阪市淀川区三津屋中１丁目１－２ 663016831 神北(伊健)第27-263 令和2年2月14日 令和8年2月28日 平成26年2月25日
000028 2100144195 ルミネ川西 666-0121 川西市平野３丁目１５－１５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 淀川食品株式会社 代表取締役 田村 隆 532-0036 大阪府大阪市淀川区三津屋中１丁目１－２ 663016831 神北(伊健)第27-262 令和2年2月14日 令和8年2月28日 平成26年2月25日
000028 2100144314 千僧駐屯地　隊員食堂 664-0014 伊丹市広畑１丁目１ 7810021 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 キョウワプロテック株式会社 代表取締役 吾妻 学 960-8061 福島県福島市五月町３－２０ 245210911 神北(伊健)第83-72 令和3年5月20日 令和10年5月31日 平成26年3月4日
000028 2100144316 ＳＨＩＫＡＮＯ（シカノ） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 鹿野 さゆり 神北(伊健)第27-57 令和1年5月20日 令和6年5月31日 平成26年3月5日
000028 2100144330 飲茶カフェ　ジャスミン 664-0007 伊丹市北野３丁目４－１０２ 7778816 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮本 文子 神北(伊健)第27-54 令和2年4月28日 令和8年5月31日 平成26年3月6日
000028 2100144356 株式会社池田泉州銀行  川西清和台支店内食堂 666-0142 川西市清和台東３丁目１－８ 7990771 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一石株式会社 代表取締役 山本 裕次郎 563-0025 大阪府池田市城南３丁目２－２ 727535161 神北(伊健)第27-51 令和2年4月27日 令和8年5月31日 平成26年3月7日
000028 2100144549 Ｃａｆｅ　Ｃｈａｍｐｒｏｏ  （カフェ　チャンプルー） 664-0858 伊丹市西台２丁目３－５ 7858805 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 米澤 雅貴 神北(伊健)第27-58 令和2年4月30日 令和8年5月31日 平成26年3月17日
000028 2100144675 知床漁場　川西 666-0021 川西市栄根２丁目１－１　徳田ビル３Ｆ 7555344 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社コズミックダイナー 代表取締役 定松 慎 530-0055 大阪府大阪市北区野崎町９－１３ 663127479 神北(伊健)第27-82 令和2年5月25日 令和8年5月31日 平成26年3月25日
000028 2100144754 焼鳥　兆吉 666-0033 川西市栄町１－４ 7476785 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社兆吉グループ 取締役 桐原 睦夫 666-0034 兵庫県川西市寺畑１丁目３－１１ 7475077 神北(伊健)第27-36 令和2年4月20日 令和8年5月31日 平成26年3月27日
000028 2100144775 株式会社富喜屋 666-0151 川西市美山台３丁目５－２美山幼稚園美山保育園内 7945355 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社富喜屋 代表取締役 宮崎 裕生 569-0854 大阪府高槻市西町３－１ 726937356 神北(伊健)第27-63 令和2年5月11日 令和8年5月31日 平成26年3月26日
000028 2100144777 カラオケ愛龍 664-0873 伊丹市野間８丁目２－６０ 飲食店営業(4)その他 一般 金子 辰夫 神北(伊健)第27-76 令和2年5月21日 令和8年5月31日 平成26年3月26日
000028 2100144782 ＰＥＴＡＬＥ（ペタル） 666-0035 川西市花屋敷２丁目７－７－Ｃ 飲食店営業(4)その他 一般 稲津 睦子 神北(伊健)第27-77 令和2年5月22日 令和8年5月31日 平成26年3月28日
000028 2100144795 ファミリーマート川西久代店 666-0024 川西市久代３丁目２２－１４ 7553801 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社フロンティア 代表取締役 前田 耕作 674-0083 兵庫県明石市魚住町住吉１丁目１２－６ 789483335 神北(伊健)第27-71 令和2年5月21日 令和8年5月31日 平成26年3月31日
000028 2100144883 千舟屋(チブネヤ) 664-0851 伊丹市中央５丁目２－１８ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鶴田 郁江 神北(伊健)第27-49 令和2年4月24日 令和8年5月31日 平成26年4月3日
000028 2100145007 伊丹市立伊丹高等学校食堂 664-0857 伊丹市行基町４丁目１ 7722040 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 永和食品株式会社 代表取締役 西 美信 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島６丁目７－３ 663906196 神北(伊健)第27-84 令和2年5月26日 令和8年5月31日 平成26年4月7日
000028 2100145028 本格炭火料理　火の鳥 666-0124 川西市多田桜木２丁目１１－２８源氏ビル１Ｆ 7925540 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社火の鳥 代表取締役 増井 論 666-0129 兵庫県川西市緑台７丁目６－Ｃー２０９ 7925540 神北(伊健)第27-68 令和2年5月14日 令和8年5月31日 平成26年4月10日
000028 2100145036 ＳＯＣＯ 664-0023 伊丹市中野西１丁目１８１溝口マンション１Ｆ東 飲食店営業(4)その他 一般 中原 真理 神北(伊健)第27-89 令和2年5月28日 令和8年5月31日 平成26年4月10日
000028 2100145058 ママクック川西店 666-0117 川西市東畦野５丁目３－７ 7947288 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 小嶋 弘年 神北(伊健)第27-73 令和2年5月21日 令和8年5月31日 平成26年4月11日
000028 2100145120 Ｒｏｃｈｅｔ（ロシェ） 666-0143 川西市清和台西１丁目６－３８ 7747882 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森山 公雄 神北(伊健)第27-61 令和2年5月8日 令和8年5月31日 平成26年4月15日
000028 2100145127 森のカフェ あじさい 666-0101 川西市黒川字奥滝９ 7382392 飲食店営業(4)その他 一般 能勢電鉄株式会社 代表取締役 中野 雅文 666-0121 兵庫県川西市平野１丁目３５－２ 7927200 神北(伊健)第27-67 令和2年5月14日 令和8年5月31日 平成26年4月16日
000028 2100145129 株式会社池田泉州銀行多田支店内食堂 666-0124 川西市多田桜木１丁目８－１ 7934830 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一石株式会社 代表取締役 山本 裕次郎 563-0025 大阪府池田市城南３丁目２－２ 7535161 神北(伊健)第27-52 令和2年4月27日 令和8年5月31日 平成26年4月16日
000028 2100145153 ファンタイムカフェ 666-0105 川西市見野２丁目５－７サンハイム１０４号 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 老田 美代 神北(伊健)第27-8 令和2年4月14日 令和8年5月31日 平成26年4月16日
000028 2100145154 ファンタイムカフェ 666-0105 川西市見野２丁目５－７サンハイム１０４号 菓子製造業 一般 老田 美代 神北(伊健)第3-3 令和2年4月14日 令和8年5月31日 平成26年4月16日
000028 2100145161 うどん屋　ふっさん 664-0898 伊丹市千僧１丁目１０－２ 7703909 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤田 稔 神北(伊健)第27-39 令和2年4月21日 令和8年5月31日 平成26年4月18日
000028 2100145198 パティスリー　シュシュ 664-0886 伊丹市昆陽東６丁目１０－３ 7430780 菓子製造業 一般 米澤 順子 神北(伊健)第3-12 令和2年4月21日 令和8年5月31日 平成26年4月21日
000028 2100145220 ジェラード 666-0224 川辺郡猪名川町万善字畑溝５９－１猪名川グルメプラザ内 アイスクリーム類製造業 一般 堂本 昭司 神北(伊健)第16-2 令和2年4月14日 令和8年5月31日 平成26年4月21日
000028 2100145241 名神食品 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。） 菓子製造業 露店 木村 三郎 神北(伊健)第3-8 平成31年4月22日 令和6年5月31日 平成26年4月23日
000028 2100145256 焼鶏 和 KAZU　多田店 666-0124 川西市多田桜木２丁目３－２８リバーサイド岡田ビル１階Ｂ号 7921730 飲食店営業(4)その他 一般 奥谷 和徳 神北(伊健)第27-43 令和2年4月23日 令和8年5月31日 平成26年4月22日
000028 2100145257 阪急オアシス　日生中央店 666-0261 川辺郡猪名川町松尾台１丁目２－１ 7661931 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457558 神北(伊健)第27-29 令和2年4月17日 令和8年5月31日 平成26年4月22日
000028 2100145271 株式会社　万代　伊丹荒牧店 664-0006 伊丹市鴻池７丁目３－９ 7806100 菓子製造業 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0002 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０番１３号 667203305 神北(伊健)第6-10 令和3年4月28日 令和10年5月31日 平成26年4月22日
000028 2100145384 福祉作業所りんどう 666-0013 川西市美園町１２－１１ 7551273 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人みち 理事長 安田 忠司 666-0013 兵庫県川西市美園町１２－１１ 7551273 神北(伊健)第3-10 令和2年4月17日 令和8年5月31日 平成26年4月30日
000028 2100145404 こうたのしっぽ 666-0123 川西市鼓が滝２丁目１－１８ 7923402 飲食店営業(4)その他 一般 中江 機良 神北(伊健)第27-25 令和2年4月16日 令和8年5月31日 平成26年5月1日
000028 2100145405 こうたのしっぽ 666-0123 川西市鼓が滝２丁目１－１８ 7923402 菓子製造業 一般 中江 機良 神北(伊健)第3-8 令和2年4月16日 令和8年5月31日 平成26年5月1日
000028 2100145406 夢限舎 666-0115 川西市向陽台３丁目５－１１４ 7938252 魚介類販売業 一般 曽我 豊 神北(伊健)第22-12 令和2年5月19日 令和8年5月31日 平成26年5月1日
000028 2100145425 デリカ　ロクシナ 664-0895 伊丹市宮ノ前１丁目３－３０伊丹アイフォニックホール１Ｆ 7700233 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＹＯＫＯ 代表取締役 安原 伸治 664-0842 兵庫県伊丹市森本６丁目１７７－１ 7709286 神北(伊健)第27-72 令和2年5月21日 令和8年5月31日 平成26年4月25日
000028 2100145441 大衆串かつ　川西屋 666-0033 川西市栄町３－５ 7598855 飲食店営業(4)その他 一般 岸本 浩 神北(伊健)第27-12 令和2年4月15日 令和8年5月31日 平成26年5月7日
000028 2100145443 文山商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 文山 正裕 神北(伊健)第27-50 令和1年5月16日 令和6年5月31日 平成26年5月7日
000028 2100145444 細見商店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 細見 寿則 神北(伊健)第27-49 令和1年5月16日 令和6年5月31日 平成26年5月7日
000028 2100145454 九十九屋 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 菓子製造業 露店 大家 裕太郎 神北(伊健)第3-11 令和1年5月7日 令和6年5月31日 平成26年5月7日
000028 2100145476 ファミリーマートＪＲ伊丹駅前通店 664-0846 伊丹市伊丹１丁目８－２１ 7822362 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社チェリー・マークス 代表取締役 亀田 拓史 664-0846 兵庫県伊丹市伊丹１丁目８－２１ 7822362 神北(伊健)第27-2 令和2年4月13日 令和8年5月31日 平成26年5月8日
000028 2100145536 元祖とりからや亀ちゃん 666-0022 川西市下加茂１丁目２９－３ 7677576 飲食店営業(4)その他 一般 落合 大介 神北(伊健)第27-10 令和2年4月14日 令和8年5月31日 平成26年5月12日
000028 2100145577 スーパーマスカット緑ヶ丘店  (寿司) 664-0004 伊丹市東野１丁目２２ 7856400 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ワコー商会 代表取締役 福本 鉄雄 560-0026 大阪府豊中市玉井町３丁目４－２５ 648661633 神北(伊健)第27-16 令和2年4月15日 令和8年5月31日 平成26年5月12日
000028 2100145578 スーパーマスカット緑ヶ丘店  (惣菜) 664-0004 伊丹市東野１丁目２２ 7856400 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ワコー商会 代表取締役 福本 鉄雄 560-0026 大阪府豊中市玉井町３丁目４－２５ 648661633 神北(伊健)第27-17 令和2年4月15日 令和8年5月31日 平成26年5月12日
000028 2100145579 スーパーマスカット緑ヶ丘店 664-0004 伊丹市東野１丁目２２ 7856400 食肉販売業 一般 株式会社ワコー商会 代表取締役 福本 鉄雄 560-0026 大阪府豊中市玉井町３丁目４－２５ 648661633 神北(伊健)第20-1 令和2年4月15日 令和8年5月31日 平成26年5月12日
000028 2100145581 スーパーマスカット緑ヶ丘店 664-0004 伊丹市東野１丁目２２ 7856400 魚介類販売業 一般 株式会社ワコー商会 代表取締役 福本 鉄雄 560-0026 大阪府豊中市玉井町３丁目４－２５ 648661633 神北(伊健)第22-2 令和2年4月15日 令和8年5月31日 平成26年5月12日
000028 2100145621 ＪＡ兵庫六甲いなの郷グループ 666-0227 川辺郡猪名川町笹尾字黒添エ２１ 7682666 飲食店営業(4)その他 一般 馬瀬 勝子 神北(伊健)第27-20 令和2年4月16日 令和8年5月31日 平成26年5月16日
000028 2100145622 ＪＡ兵庫六甲いなの郷グループ 666-0227 川辺郡猪名川町笹尾字黒添エ２１ 7682666 みそ製造業 一般 馬瀬 勝子 神北(伊健)第24-1 令和2年4月16日 令和8年5月31日 平成26年5月16日
000028 2100145623 ＪＡ兵庫六甲いなの郷グループ 666-0227 川辺郡猪名川町笹尾字黒添エ２１ 7682666 そうざい製造業 一般 馬瀬 勝子 神北(伊健)第7-1 令和2年4月16日 令和8年5月31日 平成26年5月16日
000028 2100145624 ＪＡ兵庫六甲いなの郷グループ 666-0227 川辺郡猪名川町笹尾字黒添エ２１ 7682666 菓子製造業 一般 馬瀬 勝子 神北(伊健)第3-6 令和2年4月16日 令和8年5月31日 平成26年5月16日
000028 2100145702 CAFE L'ETOILE DE MER inclinaison  (ｶﾌｪ ﾚﾄﾜｰﾙ ﾄﾞ ﾒｰﾙ ｱﾝｸﾘﾈｿﾞﾝ) 666-0035 川西市花屋敷１丁目９－２２ボナール花屋敷１０３号 7647519 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｃｕｌｔｉｖｏ 代表取締役 油良 雅仁 564-0036 大阪府吹田市寿町１丁目３－８ 663817373 神北(伊健)第27-14 令和2年4月15日 令和8年5月31日 平成26年5月23日
000028 2100145703 セブン-イレブン伊丹北本町３丁目店 664-0836 伊丹市北本町３丁目２１４ 7727011 飲食店営業(4)その他 一般 宮路 賀光 神北(伊健)第27-19 令和2年4月16日 令和8年5月31日 平成26年5月23日
000028 2100145704 セブン-イレブン伊丹北本町３丁目店 664-0836 伊丹市北本町３丁目２１４ 7727011 菓子製造業 一般 宮路 賀光 神北(伊健)第3-5 令和2年4月16日 令和8年5月31日 平成26年5月23日
000028 2100145798 cafe Mon（カフェモン） 664-0851 伊丹市中央１丁目１－１伊丹ショッピングデパート５F 7826672 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 築山 和展 神北(伊健)第27-57 令和2年4月30日 令和8年5月31日 平成26年5月23日
000028 2100145872 鉄板バル　まつだ屋 664-0858 伊丹市西台５丁目１－１２ 7713345 飲食店営業(4)その他 一般 足立 進 神北(伊健)第27-69 令和2年5月15日 令和8年5月31日 平成26年5月28日
000028 2100145888 ラウンドワン伊丹店４階 664-0881 伊丹市昆陽７丁目２９ 7754150 喫茶店営業 一般 株式会社ラウンドワン 代表取締役 杉野 公彦 542-0076 大阪府大阪市中央区難波５丁目１番６０号 666476600 神北(伊健)第2-19 令和2年8月6日 令和8年8月31日 平成26年6月3日
000028 2100145893 ラウンドワン伊丹店５階 664-0881 伊丹市昆陽７丁目２９ 7754150 喫茶店営業 一般 株式会社ラウンドワン 代表取締役 杉野 公彦 542-0076 大阪府大阪市中央区難波５丁目１番６０号 666476600 神北(伊健)第2-20 令和2年8月6日 令和8年8月31日 平成26年6月3日
000028 2100145894 ラウンドワン伊丹店６階 664-0881 伊丹市昆陽７丁目２９ 7754150 喫茶店営業 一般 株式会社ラウンドワン 代表取締役 杉野 公彦 542-0076 大阪府大阪市中央区難波５丁目１番６０号 666476600 神北(伊健)第2-21 令和2年8月6日 令和8年8月31日 平成26年6月3日
000028 2100145922 西猪名公園ウォーターランド売店 666-0024 川西市久代６丁目３０－１ 7590785 喫茶店営業 露店 公益社団法人伊丹市シルバー人材センター 代表理事 大川 明 664-0015 兵庫県伊丹市昆陽池２丁目１３ 7720161 神北(伊健)第2-35 令和1年8月9日 令和6年8月31日 平成26年6月5日
000028 2100146056 コメダ珈琲店　伊丹山田店 664-0874 伊丹市山田４丁目７－３８ 7815225 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社チェーズＮＥＸＴ 代表取締役 坂本 友群 660-0883 兵庫県尼崎市神田北通２丁目１２－１大陽ビルディング８階 664191020 神北(伊健)第27-140 令和2年8月4日 令和8年8月31日 平成26年6月16日
000028 2100146118 レストラン一番 664-0836 伊丹市北本町３丁目５０番地伊丹市公設地方卸売市場内 7780145 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小林 優国 神北(伊健)第27-152 令和2年8月18日 令和8年8月31日 平成26年6月18日
000028 2100146147 セブン－イレブン　伊丹３丁目店 664-0846 伊丹市伊丹３丁目２－４ 7772721 飲食店営業(4)その他 一般 福島 聡 神北(伊健)第1-85 令和3年7月16日 令和10年8月31日 令和3年7月16日
000028 2100146178 空からこんぺいとう 666-0225 川辺郡猪名川町木津字戸塚尻７－１ 7681571 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 榊原 由香理 神北(伊健)第27-143 令和2年8月7日 令和8年8月31日 平成26年6月20日
000028 2100146179 空からこんぺいとう 666-0225 川辺郡猪名川町木津字戸塚尻７－１ 7681571 菓子製造業 一般 榊原 由香理 神北(伊健)第3-44 令和2年8月7日 令和8年8月31日 平成26年6月20日
000028 2100146290 社会福祉法人武の輪会  すくすくキッズ保育園 664-0004 伊丹市東野１丁目２１－１ 7439090 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社マルワ 代表取締役 湯浅 和也 577-0025 大阪府東大阪市新家３丁目９－３１ 666185900 神北(伊健)第1-131 令和3年8月2日 令和10年8月31日 令和3年8月2日
000028 2100146416 明洞（ミョンドン） 666-0124 川西市多田桜木１丁目２－１０ 7925008 飲食店営業(4)その他 一般 東本 優紀 神北(伊健)第27-156 令和2年8月19日 令和8年8月31日 平成26年7月3日
000028 2100146549 照月堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 668410007 菓子製造業 露店 辰已 和彦 神北(伊健)第3-96 平成31年1月16日 令和6年2月29日 平成26年2月12日
000028 2100146600 ＧＲｅｅＮ（グリーン） 664-0007 伊丹市北野５丁目３７　五番街 飲食店営業(4)その他 一般 白根 裕子 神北(伊健)第27-142 令和2年8月6日 令和8年8月31日 平成26年7月11日
000028 2100146656 ファミリーマート伊丹中野西店 664-0023 伊丹市中野西４丁目５７ 7755722 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社神戸海援隊 代表取締役 岸本 信一 657-0821 兵庫県神戸市灘区赤坂通６丁目４－１４ティオ－赤坂４０１ 788010778 神北(伊健)第27-106 令和2年7月17日 令和8年8月31日 平成26年7月14日
000028 2100146938 伊丹直球酒場　吉田 664-0851 伊丹市中央１丁目９－２２パールハイツ１階 7727339 飲食店営業(4)その他 一般 吉田 達也 神北(伊健)第27-112 令和2年7月21日 令和8年8月31日 平成26年7月23日
000028 2100146943 ぎょう 664-0851 伊丹市中央４丁目６－４ 7723737 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社Ｆ＆Ｍ 代表社員 東谷 富雄 664-0899 兵庫県伊丹市大鹿１丁目１１１番地 7822206 神北(伊健)第27-92 令和2年7月13日 令和8年8月31日 平成26年7月25日
000028 2100146975 Ｂａｒ　ＷｉｚｚＺ（バー　ワイズ） 666-0033 川西市栄町１０－１７ジニアスビル１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 藤田 賢 神北(伊健)第27-117 令和2年7月29日 令和8年8月31日 平成26年7月25日
000028 2100147068 Yasuko Style(ヤスコ　スタイル) 666-0025 川西市加茂４丁目４－１５なかいえビル１Ｆ 7578744 喫茶店営業 一般 中家 康子 神北(伊健)第2-16 令和2年7月15日 令和8年8月31日 平成26年8月6日
000028 2100147069 Yasuko Style(ヤスコ　スタイル) 666-0025 川西市加茂４丁目４－１５なかいえビル１Ｆ 7578744 菓子製造業 一般 中家 康子 神北(伊健)第3-35 令和2年7月15日 令和8年8月31日 平成26年8月6日
000028 2100147079 株式会社壱番屋　移動販売車  大阪８３０さ５５１１ 000-0000 伊丹市、川西市内一円 728303550 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社壱番屋 代表取締役 葛原 守 491-0827 愛知県一宮市三ツ井６丁目１２－２３ 586767545 神北(伊健)第27-110 令和1年8月7日 令和6年8月31日 平成26年7月31日
000028 2100147113 ニュータンドリーディライト 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 BULANI SAPNA SUNIL 神北(伊健)第27-119 令和1年8月21日 令和6年8月31日 平成26年8月1日
000028 2100147180 ろんど 664-0028 伊丹市西野８丁目３桜台ハイツ１－１０１ 7850862 飲食店営業(4)その他 一般 清水 恵子 神北(伊健)第27-113 令和2年7月22日 令和8年8月31日 平成26年8月8日
000028 2100147282 関西白猫堂２ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社ネオ・ライズＰＲＯ 代表取締役 岡崎 正嗣 600-8231 京都府京都市下京区油小路町２９０－１－７０３ 753548390 神北(伊健)第27-118 令和1年8月20日 令和6年8月31日 平成26年8月19日
000028 2100147284 イズミヤ多田店 666-0124 川西市多田桜木１丁目８－３ 7933773 飲食店営業(4)その他 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663037497 神北(伊健)第27-118 令和2年7月29日 令和8年8月31日 平成26年8月18日
000028 2100147285 イズミヤ多田店 666-0124 川西市多田桜木１丁目８－３ 7933773 飲食店営業(4)その他 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663037497 神北(伊健)第27-119 令和2年7月29日 令和8年8月31日 平成26年8月18日
000028 2100147286 イズミヤ多田店 666-0124 川西市多田桜木１丁目８－３ 7933773 菓子製造業 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663037497 神北(伊健)第3-38 令和2年7月29日 令和8年8月31日 平成26年8月18日
000028 2100147335 あじさい 664-0851 伊丹市中央１丁目５－１８伊丹中央プラザ３Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 城 みづえ 神北(伊健)第27-94 令和2年7月13日 令和8年8月31日 平成26年8月21日
000028 2100147475 関西スーパー久代店（寿司） 666-0024 川西市久代４丁目２－１１ 7553177 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３－３８ 7720341 神北(伊健)第1-133 令和3年8月2日 令和10年8月31日 令和3年8月2日
000028 2100147476 関西スーパー久代店（惣菜） 666-0024 川西市久代４丁目２－１１ 7553177 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３－３８ 7720341 神北(伊健)第1-134 令和3年8月2日 令和10年8月31日 令和3年8月2日
000028 2100147478 関西スーパー久代店 666-0024 川西市久代４丁目２－１１ 7553177 魚介類販売業 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３－３８ 7720341 神北(伊健)第4-7 令和3年8月2日 令和10年8月31日 令和3年8月2日
000028 2100147479 関西スーパー久代店 666-0024 川西市久代４丁目２－１１ 7553177 食肉販売業 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３－３８ 7720341 神北(伊健)第3-7 令和3年8月2日 令和10年8月31日 令和3年8月2日
000028 2100147545 イズミヤ(株)昆陽店 664-0027 伊丹市池尻１丁目１ 7796501 菓子製造業 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663037497 神北(伊健)第3-34 令和2年7月14日 令和8年8月31日 平成26年8月26日
000028 2100147546 イズミヤ(株)昆陽店（寿司・惣菜コーナー) 664-0027 伊丹市池尻１丁目１ 7796501 飲食店営業(4)その他 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663037497 神北(伊健)第27-96 令和2年7月14日 令和8年8月31日 平成26年8月26日
000028 2100147551 愛宕原ゴルフ倶楽部　  中ハウスレストラン 666-0138 川西市西多田字大谷坂７ 7568003 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 代表社員 株式会社ゴルフ・アライアンス職務執行者大澤道雄 140-0002 東京都品川区東品川４丁目１２番４号 366881500 神北(伊健)第27-136 令和2年8月3日 令和8年8月31日 平成26年8月27日
000028 2100147681 カラオケかふぇ　ティンク 666-0033 川西市栄町２－１９　栄町ビル２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 松浦 真由美 神北(伊健)第27-189 令和2年10月19日 令和8年11月30日 平成26年9月10日
000028 2100147685 居酒屋　なお 664-0831 伊丹市北伊丹８丁目２５５ 7782348 飲食店営業(4)その他 一般 西原 剛 神北(伊健)第27-228 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成26年9月10日
000028 2100147728 農家のおにぎり屋 666-0015 川西市小花１丁目７－４ 7566577 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 兵庫六甲農業協同組合 代表理事 平尾 勝春 651-1313 兵庫県神戸市北区有野中町２丁目１２番１３号 789816550 神北(伊健)第27-164 令和2年10月12日 令和8年11月30日 平成26年9月16日
000028 2100147729 農家のおにぎり屋 666-0015 川西市小花１丁目７－４ 7566577 菓子製造業 一般 兵庫六甲農業協同組合 代表理事 平尾 勝春 651-1313 兵庫県神戸市北区有野中町２丁目１２番１３号 789816550 神北(伊健)第3-54 令和2年10月12日 令和8年11月30日 平成26年9月16日
000028 2100147819 ｌａ　ｆｅｓｔａ（ラフェスタ） 666-0123 川西市鼓が滝１丁目２８－１ 7869430 飲食店営業(4)その他 一般 不動堂 健太 神北(伊健)第27-244 令和2年11月10日 令和8年11月30日 平成26年9月24日
000028 2100147832 ＴＥＡＣＯＳＹ（ティーコージ） 666-0033 川西市栄町１５－２１ 7553503 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山田 正明 神北(伊健)第27-202 令和2年10月21日 令和8年11月30日 平成26年9月25日
000028 2100147833 ＴＥＡＣＯＳＹ（ティーコージ） 666-0033 川西市栄町１５－２１ 7553503 菓子製造業 一般 山田 正明 神北(伊健)第3-62 令和2年10月21日 令和8年11月30日 平成26年9月25日
000028 2100147900 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社トラストフードサービス 代表取締役 小田切 拓也 650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町１丁目１－１４ 783601166 神北(伊健)第27-193 令和1年11月22日 令和6年11月30日 平成26年9月30日
000028 2100148033 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　移動販売車  神戸８００そ２７９０ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社トラストフードサービス 代表取締役 小田切 拓也 650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町１丁目１－１４ 783601166 神北(伊健)第27-192 令和1年11月22日 令和6年11月30日 平成26年10月6日
000028 2100148042 ほこ 664-0851 伊丹市中央２丁目４－１２ 7752918 飲食店営業(4)その他 一般 江本 和慶 神北(伊健)第27-234 令和2年11月5日 令和8年11月30日 平成26年10月9日
000028 2100148074 ふぁーむ・おおべ 666-0014 川西市小戸３丁目６－１５ 7582319 菓子製造業 一般 武田 徹 神北(伊健)第3-57 令和2年10月15日 令和8年11月30日 平成26年10月14日
000028 2100148186 酒楽亭 664-0013 伊丹市瑞穂町２丁目６０ 飲食店営業(4)その他 一般 川田 七洋 神北(伊健)第27-179 令和2年10月15日 令和8年11月30日 平成26年10月20日
000028 2100148193 さかな屋の寿司 666-0033 川西市栄町２６－１（株）阪急阪神百貨店　川西阪急 7571231 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663611381 神北(伊健)第27-221 令和2年10月26日 令和8年11月30日 平成26年10月21日



000028 2100148257 社会福祉法人西谷会  特別養護老人ホーム憩－荻野－ 664-0002 伊丹市荻野４丁目７５ 7797733 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｕｎｉｔｙ　Ｃｏｌｏｒ 代表取締役 大西 良二 530-0001 大阪府大阪市北区梅田１丁目１番３号大阪駅前第３ビル２５階 663443363 神北(伊健)第27-170 令和2年10月14日 令和8年11月30日 平成26年10月24日
000028 2100148290 ローソン伊丹西野三丁目店 664-0028 伊丹市西野３丁目８－１ 7773325 飲食店営業(4)その他 一般 岩井 護 神北(伊健)第1-225 令和3年10月13日 令和10年11月30日 令和3年10月13日
000028 2100148311 特別養護老人ホーム　あいな清和苑 666-0024 川西市久代６丁目１－９８ 7671112 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藏ウェルフェアサービス株式会社 代表取締役 藤岡 和子 541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町３丁目１番５号 662444488 神北(伊健)第27-247 令和2年11月18日 令和8年11月30日 平成26年10月24日
000028 2100148386 うめわき 664-0029 伊丹市中野北１丁目３－６ 7775155 そうざい製造業 一般 梅脇 美幸 神北(伊健)第7-8 令和2年10月14日 令和8年11月30日 平成26年11月4日
000028 2100148388 珈琲館　花屋敷 666-0035 川西市花屋敷２丁目８－１０花屋敷駅前ビル１Ｆ西 飲食店営業(4)その他 一般 宮田 美由紀 神北(伊健)第27-183 令和2年10月16日 令和8年11月30日 平成26年11月4日
000028 2100148389 珈琲館　花屋敷 666-0035 川西市花屋敷２丁目８－１０花屋敷駅前ビル１Ｆ西 菓子製造業 一般 宮田 美由紀 神北(伊健)第3-58 令和2年10月16日 令和8年11月30日 平成26年11月4日
000028 2100148393 アイユー食品株式会社 664-0831 伊丹市北伊丹１丁目１２－１ 7812935 食肉処理業 一般 アイユー食品株式会社 代表取締役 野網 淳史 664-0831 兵庫県伊丹市北伊丹１丁目１２－１ 7812935 神北(伊健)第19-4 令和2年10月15日 令和8年11月30日 平成26年11月4日
000028 2100148395 コメダ珈琲　伊丹昆陽店 664-0886 伊丹市昆陽東６丁目３－２６ 7728833 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社久能珈琲 代表取締役 久能 敏雄 443-0007 愛知県蒲郡市神ノ郷町下向山２８番地１７ 533666667 神北(伊健)第27-207 令和2年10月22日 令和8年11月30日 平成26年11月4日
000028 2100148539 特殊発條興業株式会社  食堂横 664-0837 伊丹市北河原１丁目１－１ 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第2-56 令和1年10月31日 令和6年11月30日 平成26年11月13日
000028 2100148605 すなっく沢 664-0851 伊丹市中央１丁目９－１３伊丹遊楽館６－Ｄ 7726114 飲食店営業(4)その他 一般 澤 君子 神北(伊健)第27-218 令和2年10月26日 令和8年11月30日 平成26年11月18日
000028 2100148627 カフェ　マーサ 666-0016 川西市中央町３－３川西中央ビル１Ｃ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井野口 昌代 神北(伊健)第27-190 令和2年10月19日 令和8年11月30日 平成26年11月18日
000028 2100148629 良月 666-0124 川西市多田桜木２丁目１１－３３ハイツくれべ１Ｆ 7921124 飲食店営業(4)その他 一般 河谷 良一 神北(伊健)第27-185 令和2年10月16日 令和8年11月30日 平成26年11月19日
000028 2100148642 お酒処　竹 664-0864 伊丹市安堂寺町６丁目４ 7836078 飲食店営業(4)その他 一般 武田 たみ子 神北(伊健)第27-165 令和2年10月12日 令和8年11月30日 平成26年11月20日
000028 2100148643 カラオケ喫茶　茶々 664-0013 伊丹市瑞穂町２丁目１２　２Ｆ 7727300 飲食店営業(4)その他 一般 豊川 スエ子 神北(伊健)第27-240 令和2年11月10日 令和8年11月30日 平成26年11月21日
000028 2100148666 酒場　ＣＯＰＡＩＮ（コパン） 666-0033 川西市栄町１０－５パルティ川西栄北団地１１５号 7577788 飲食店営業(4)その他 一般 野田 龍利 神北(伊健)第27-246 令和2年11月18日 令和8年11月30日 平成26年11月21日
000028 2100148705 Ｃｏｒｎｅ(コルヌ) 666-0145 川西市けやき坂４丁目２２－１ 7646414 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松田 妙子 神北(伊健)第27-215 令和2年10月23日 令和8年11月30日 平成26年11月25日
000028 2100148706 Ｃｏｒｎｅ(コルヌ) 666-0145 川西市けやき坂４丁目２２－１ 7646414 菓子製造業 一般 松田 妙子 神北(伊健)第3-64 令和2年10月23日 令和8年11月30日 平成26年11月25日
000028 2100148744 株式会社心月 666-0124 川西市多田桜木１丁目９－２２シティホール川西内 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社心月 代表取締役 西嶋 猛 664-0888 兵庫県伊丹市昆陽南５丁目３番３シャトレー２０７号 神北(伊健)第27-177 令和2年10月15日 令和8年11月30日 平成26年11月26日
000028 2100148749 お好み焼　鉄板焼　ぼちぼち 666-0024 川西市久代４丁目２－４７ 7589380 飲食店営業(4)その他 一般 倉松 卓央 神北(伊健)第27-205 令和2年10月21日 令和8年11月30日 平成26年11月26日
000028 2100148796 創料理　たちばな 664-0873 伊丹市野間２丁目５－１０ 7835100 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橘 加代 神北(伊健)第27-199 令和2年10月20日 令和8年11月30日 平成26年11月27日
000028 2100148855 ぴりからや　ゆりちゃん 664-0898 伊丹市千僧６丁目２１８ 7736073 飲食店営業(4)その他 一般 福山 百合江 神北(伊健)第27-291 令和3年2月1日 令和9年2月28日 平成26年12月2日
000028 2100148890 邦庵 664-0028 伊丹市西野２丁目７３－１４ハイツおおとり１F 7864166 飲食店営業(4)その他 一般 中村 邦子 神北(伊健)第27-258 令和3年1月19日 令和9年2月28日 平成26年12月5日
000028 2100148920 ファミリーマート川西鼓が滝店 666-0123 川西市鼓が滝２丁目１－３２ 7930082 飲食店営業(4)その他 一般 東谷 太 神北(伊健)第27-253 令和3年1月14日 令和9年2月28日 平成26年12月8日
000028 2100148965 タリーズコーヒー＆ＴＥＡ伊丹店 664-0851 伊丹市中央３丁目５－１ 7831010 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 伊丹産業ビバレッジ株式会社 代表取締役 北嶋 太郎 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目５番１０号 7830001 神北(伊健)第27-273 令和3年1月25日 令和9年2月28日 平成26年12月11日
000028 2100149001 スナック　ヴィーナス 664-0851 伊丹市中央１丁目９－１１池信第２ビル　５Ｆ 7677355 飲食店営業(4)その他 一般 日迫 利昭 神北(伊健)第27-286 令和3年1月28日 令和9年2月28日 平成26年12月15日
000028 2100149020 古市庵 666-0033 川西市栄町２６－１（株）阪急阪神百貨店　川西阪急 7571231 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663611381 神北(伊健)第27-297 令和3年2月1日 令和9年2月28日 平成26年12月16日
000028 2100149053 居酒屋ひかり 666-0227 川辺郡猪名川町笹尾字箱石２９－９ 7434757 飲食店営業(4)その他 一般 村瀬 陽彦 神北(伊健)第27-290 令和3年1月29日 令和9年2月28日 平成26年12月18日
000028 2100149104 ＭＩＹＡＢＩ（ミヤビ）  Cafe＆Boulangerie 664-0022 伊丹市中野東１丁目２６５ 7671845 飲食店営業(4)その他 一般 くずはエーワン株式会社 代表取締役 楊井 雅生 573-1121 大阪府枚方市楠葉花園町１５－１－１５３くずはモール１階 663120789 神北(伊健)第27-305 令和3年2月8日 令和9年2月28日 平成26年12月19日
000028 2100149105 ＭＩＹＡＢＩ（ミヤビ）  Cafe＆Boulangerie 664-0022 伊丹市中野東１丁目２６５ 7671845 菓子製造業 一般 くずはエーワン株式会社 代表取締役 楊井 雅生 573-1121 大阪府枚方市楠葉花園町１５－１－１５３くずはモール１階 663120789 神北(伊健)第3-92 令和3年2月8日 令和9年2月28日 平成26年12月19日
000028 2100149190 スナック　ゴリラ 664-0851 伊丹市中央１丁目９－１３遊楽館山本不動産第七ビル６Ｆ-Ｂ号 7677445 飲食店営業(4)その他 一般 山花 達太郎 神北(伊健)第27-313 令和3年2月16日 令和9年2月28日 平成27年1月6日
000028 2100149301 マイクジャック 666-0014 川西市小戸２丁目３－４ 7571138 飲食店営業(4)その他 一般 森田 友理 神北(伊健)第27-293 令和3年2月1日 令和9年2月28日 平成27年1月19日
000028 2100149308 伊丹直球酒場　吉田 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 吉田 達也 神北(伊健)第27-268 令和2年2月28日 令和7年2月28日 平成27年1月16日
000028 2100149316 ほっかほっか亭野間店 664-0873 伊丹市野間１丁目６－２ 7840909 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社テック 代表取締役 今西 龍介 669-2202 兵庫県丹波篠山市東吹３３０－３ 795500919 神北(伊健)第27-267 令和3年1月22日 令和9年2月28日 平成27年1月20日
000028 2100149372 ＬＩＦＥＤＥＬＩ伊丹（ライフデリ） 664-0011 伊丹市鋳物師３丁目４７－１ 7770032 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社ビオネスト 代表取締役 石野 政道 651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通２丁目１－６ 782618787 神北(伊健)第27-277 令和3年1月26日 令和9年2月28日 平成27年1月22日
000028 2100149429 はま寿司　伊丹昆陽店 664-0881 伊丹市昆陽８丁目３４ 7823666 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社はま寿司 代表取締役 遠藤 哲郎 108-0075 東京都港区港南２丁目１８番１号 368338032 神北(伊健)第1-417 令和4年2月8日 令和11年2月28日 令和4年2月8日
000028 2100149494 焼肉バル∞。エイト 664-0851 伊丹市中央１丁目５－５ボントンビル地下１Ｆ 7774129 飲食店営業(4)その他 一般 矢尾 博章 神北(伊健)第27-271 令和3年1月25日 令和9年2月28日 平成27年2月4日
000028 2100149501 炭火焼鳥鐘鳥川西栄店 666-0033 川西市栄町１－１ 7677626 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社エムケイワールドフードサービス 代表取締役 香村 達信 530-0015 大阪府大阪市北区中崎西１丁目４－２２梅田東ビル４１７ 664858789 神北(伊健)第27-308 令和3年2月9日 令和9年2月28日 平成27年1月28日
000028 2100149557 小西酒造株式会社 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 小西酒造株式会社 代表取締役 小西 新右衛門 664-0845 兵庫県伊丹市東有岡２丁目１３番地 7750524 神北(伊健)第27-253 令和2年2月7日 令和7年2月28日 平成27年2月6日
000028 2100149584 そば処　いながわ 664-0011 伊丹市鋳物師５丁目５５ 7835510 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高垣 雅裕 神北(伊健)第27-292 令和3年2月1日 令和9年2月28日 平成27年2月10日
000028 2100149788 カラオケＢａｎＢａｎ(ﾊﾞﾝﾊﾞﾝ)  川西見野店 666-0105 川西市見野２丁目１７－１１ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社シン・コーポレーション 代表取締役 加藤 伸司 162-0801 東京都新宿区山吹町３４６－６ 352251410 神北(伊健)第27-304 令和3年2月4日 令和9年2月28日 平成27年2月23日
000028 2100149863 菓子工房　ふわり 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 小林 成生 神北(伊健)第27-250 令和2年2月6日 令和7年2月28日 平成27年2月25日
000028 2100149864 菓子工房　ふわり 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 小林 成生 神北(伊健)第3-103 令和2年2月6日 令和7年2月28日 平成27年2月25日
000028 2100149877 喜八洲総本舗  イオンモール伊丹店 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹１Ｆ 7726211 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社喜八洲総本舗 代表取締役 中田 八朗 532-0024 大阪府大阪市淀川区十三本町１丁目４－２ 663010001 神北(伊健)第16-3 令和2年1月17日 令和7年2月28日 平成27年2月26日
000028 2100149903 阪急オアシス伊丹店 664-0858 伊丹市西台３丁目７－７ 7805913 魚介類販売業 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８－７ 668457504 神北(伊健)第4-13 令和4年1月20日 令和11年2月28日 令和4年1月20日
000028 2100149908 阪急オアシス伊丹店 664-0858 伊丹市西台３丁目７－７ 7805913 食肉販売業 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８－７ 668457504 神北(伊健)第3-17 令和4年1月20日 令和11年2月28日 令和4年1月20日
000028 2100149909 阪急オアシス伊丹店 664-0858 伊丹市西台３丁目７－７ 7805913 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８－７ 668457504 神北(伊健)第1-361 令和4年1月20日 令和11年2月28日 令和4年1月20日
000028 2100149910 阪急オアシス伊丹店 664-0858 伊丹市西台３丁目７－７ 7805913 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８－７ 668457504 神北(伊健)第1-362 令和4年1月20日 令和11年2月28日 令和4年1月20日
000028 2100149911 阪急オアシス伊丹店 664-0858 伊丹市西台３丁目７－７ 7805913 菓子製造業 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８－７ 668457504 神北(伊健)第6-61 令和4年1月20日 令和11年2月28日 令和4年1月20日
000028 2100149928 ＰＩＺＺＡ ＦＲＥＥ(ピザフリー)  (和泉800ね3000) 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 中井 佳祐 神北(伊健)第27-254 令和2年2月7日 令和7年2月28日 平成27年2月27日
000028 2100149939 かんみこより 666-0033 川西市栄町２６－１川西阪急 7571231 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８－７ 663611381 神北(伊健)第27-296 令和3年2月1日 令和9年2月28日 平成27年2月27日
000028 2100149960 サーティワンアイスクリーム  イオンモール伊丹 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹３Ｆ 7782231 喫茶店営業 一般 掛谷ビル株式会社 代表取締役 掛谷 泰男 720-0065 広島県福山市東桜町２番１１号 849212600 神北(伊健)第2-61 令和3年2月1日 令和9年2月28日 平成27年2月27日
000028 2100150063 日立造船伊丹寮 664-0898 伊丹市千僧３丁目１１７ 7820373 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 Ｈｉｔｚ総合サービス株式会社 代表取締役 髙田 徹 550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀２丁目６番３３号江戸堀フコク生命ビル５階 664471177 神北(伊健)第1-43 令和4年4月18日 令和11年5月31日 令和4年4月18日
000028 2100150122 鎌倉パスタ　イオンモール伊丹店 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹３Ｆ 7830309 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社鎌倉パスタ 代表取締役 齋木 健作 700-0952 岡山県岡山市北区平田１７３番地１０４ 862371309 神北(伊健)第83-21 令和3年4月22日 令和9年5月31日 平成27年3月13日
000028 2100150146 社会福祉法人ヘルプ協会  在宅複合型施設ぐろーりあ 664-0891 伊丹市北園１丁目１９－１ 7770765 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ハーベスト株式会社 代表取締役 脇本 実 240-0004 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町２丁目１２０ 453361109 神北(伊健)第83-68 令和3年5月19日 令和9年5月31日 平成27年3月13日
000028 2100150160 ヒロ　Ｃａｆｅ 666-0112 川西市大和西４丁目３－７ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宇井 恵 神北(伊健)第83-46 令和3年5月7日 令和9年5月31日 平成27年3月13日
000028 2100150178 イオンリテール株式会社イオン伊丹店  水産対面コーナー（かね清） 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１ 727870500 魚介類販売業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５－１ 432126000 神北(伊健)第4-3 令和3年5月11日 令和10年5月31日 平成27年3月13日
000028 2100150179 モーランディーコ 666-0142 川西市清和台東３丁目１－８トナリエ清和台内１Ｆ 7995566 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小原 行貴 神北(伊健)第83-40 令和3年4月30日 令和9年5月31日 平成27年3月13日
000028 2100150273 炭焼き牛たん仙台なとり  イオンモール伊丹店 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹３階 7671629 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ペッパーフードサービス 代表取締役 一瀬 健作 130-0012 東京都墨田区太平４丁目１番３号オリナスタワー１７Ｆ 338293210 神北(伊健)第83-20 令和3年4月22日 令和9年5月31日 平成27年3月17日
000028 2100150281 寿食堂 664-0014 伊丹市広畑１丁目１陸上自衛隊千僧駐屯地厚生センター１Ｆ 7810021 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 太田 規巳子 神北(伊健)第83-11 令和3年4月21日 令和9年5月31日 平成27年3月23日
000028 2100150358 アフタヌーンティー・ティールーム 666-0033 川西市栄町２６－１川西阪急１Ｆ 7571231 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８－７ 663611381 神北(伊健)第83-60 令和3年5月17日 令和9年5月31日 平成27年3月25日
000028 2100150412 蓬莱 666-0033 川西市栄町２６－１（株）阪急阪神百貨店　川西阪急 7571231 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663611381 神北(伊健)第83-65 令和3年5月17日 令和9年5月31日 平成27年3月25日
000028 2100150413 チャイナチューボー 666-0033 川西市栄町２６－１（株）阪急阪神百貨店　川西阪急 7571231 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663611381 神北(伊健)第83-58 令和3年5月17日 令和9年5月31日 平成27年3月25日
000028 2100150414 １階ザ・シーズン 666-0033 川西市栄町２６－１川西阪急１Ｆ 7571231 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８－７ 663611381 神北(伊健)第83-61 令和3年5月17日 令和9年5月31日 平成27年3月25日
000028 2100150490 ローソンストア１００伊丹宮ノ前店 664-0895 伊丹市宮ノ前２丁目４－２４ 7718299 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ローソンストア１００ 代表取締役 佐藤 隆史 212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番 442017001 神北(伊健)第83-77 令和3年5月26日 令和9年5月31日 平成27年3月30日
000028 2100150494 茶房はこべ 664-0015 伊丹市昆陽池２丁目１０アイ愛センター内１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 特定非営利活動法人手をつなぐ 理事 辻田 増雄 664-0022 兵庫県伊丹市中野東２丁目２７１ 7447511 神北(伊健)第83-5 令和3年4月20日 令和9年5月31日 平成27年3月30日
000028 2100150543 アイズデリ 666-0033 川西市栄町２６－１（株）阪急阪神百貨店　川西阪急 7571231 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663611381 神北(伊健)第83-59 令和3年5月17日 令和9年5月31日 平成27年3月31日
000028 2100150573 スナック真由美 664-0851 伊丹市中央１丁目５－１８中央プラザビル１０２ 7709879 飲食店営業(4)その他 一般 松浦 真由美 神北(伊健)第83-75 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成27年4月1日
000028 2100150599 日昭物産 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 林 浩二 神北(伊健)第27-86 令和2年5月26日 令和7年5月31日 平成27年4月6日
000028 2100150609 ＡＢＣコーポレーション 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 829605566 飲食店営業(4)その他 露店 攝津 浩正 神北(伊健)第27-87 令和2年5月26日 令和7年5月31日 平成27年4月6日
000028 2100150610 ミャムミャム 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹１階 7824855 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社ミャムミャム 代表取締役 井上 耕一 664-0845 兵庫県伊丹市東有岡１丁目３１パレ伊丹ファインステイ１００２ 664260062 神北(伊健)第16-1 令和2年4月13日 令和7年5月31日 平成27年4月6日
000028 2100150658 咲たこ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 咲田 隆延 神北(伊健)第27-65 令和2年5月13日 令和7年5月31日 平成27年4月8日
000028 2100150669 ＪＵＮＫ（ジャンク） 664-0011 伊丹市鋳物師２丁目７１ 7828875 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 髙橋 良夫 神北(伊健)第83-69 令和3年5月19日 令和9年5月31日 平成27年4月9日
000028 2100150670 呑み処ゆかり 664-0007 伊丹市北野５丁目１１－１ 飲食店営業(4)その他 一般 代表取締役 江浦 ゆかり 神北(伊健)第83-21 令和3年4月22日 令和9年5月31日 平成27年4月8日
000028 2100150757 純白そば月山 664-0851 伊丹市中央１丁目７－１８ 7730931 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社賛山 代表取締役 瀧田 裕矢 664-0851 兵庫県伊丹市中央１丁目９－９ 7721791 神北(伊健)第83-25 令和3年4月23日 令和9年5月31日 平成27年4月14日
000028 2100150768 uＴa珈琲焙煎所 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 塩尻 一成 神北(伊健)第27-83 令和2年5月26日 令和7年5月31日 平成27年4月14日
000028 2100150784 ＰＬＵＭ ＣＵＢＥ ｅｘｐ  阪急川西能勢口店 666-0033 川西市栄町２０－１阪急川西能勢口駅２Ｆ東改札内 菓子製造業 一般 株式会社ｴｷ･ﾘﾃｰﾙ･ｻｰﾋﾞｽ阪急阪神 代表取締役 青木 眞治 530-0012 大阪府大阪市北区芝田１丁目１６－１ 663735358 神北(伊健)第6-7 令和3年4月22日 令和9年5月31日 平成27年4月15日
000028 2100150822 コメダ珈琲店イオンモール伊丹店 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹２Ｆ 7442250 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三和紙器株式会社 代表取締役 青山 祐二郎 661-0952 兵庫県尼崎市椎堂２丁目１－１ 664926114 神北(伊健)第83-32 令和3年4月27日 令和9年5月31日 平成27年4月16日
000028 2100150825 セブン-イレブン７ＦＳ  陸上自衛隊伊丹駐屯地店 664-0012 伊丹市緑ケ丘７丁目１－１陸上自衛隊伊丹駐屯地 7818005 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ 代表取締役 小松 雅美 102-0084 東京都千代田区二番町８－８ 356556527 神北(伊健)第83-52 令和3年5月12日 令和9年5月31日 平成27年4月16日
000028 2100150830 御食事処なごみ 664-0875 伊丹市野間北６丁目４－２１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 寺中 優子 神北(伊健)第83-24 令和3年4月23日 令和9年5月31日 平成27年4月16日
000028 2100150866 こころ家 666-0112 川西市大和西１丁目４７－８ 7950160 飲食店営業(4)その他 一般 佐伯 すみ子 神北(伊健)第83-16 令和3年4月22日 令和9年5月31日 平成27年4月20日
000028 2100150918 伊丹水産株式会社 664-0836 伊丹市北本町３丁目５０伊丹市公設卸売市場内 7703413 魚介類販売業 一般 伊丹水産株式会社 代表取締役 藤井 良夫 664-0836 兵庫県伊丹市北本町３丁目５０ 7703413 神北(伊健)第4-1 令和3年4月22日 令和9年5月31日 平成27年4月22日
000028 2100150919 伊丹水産株式会社 664-0836 伊丹市北本町３丁目５０伊丹市公設卸売市場内 7703413 飲食店営業(4)その他 一般 伊丹水産株式会社 代表取締役 藤井 良夫 664-0836 兵庫県伊丹市北本町３丁目５０ 7703413 神北(伊健)第83-14 令和3年4月22日 令和9年5月31日 平成27年4月22日
000028 2100150923 ㈲てん川 666-0025 川西市加茂３丁目３－３５ 7597117 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　てん川 代表取締役 西口 いと 666-0025 兵庫県川西市加茂３丁目３－３５ 7597117 神北(伊健)第83-30 令和3年4月26日 令和9年5月31日 平成27年4月23日
000028 2100151080 あおぞらｃｏｆｆｅｅ ｄｉｎｉｎｇ 666-0033 川西市栄町１１－２パルティＫ２南棟１１４号 7671580 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小谷 勝利 神北(伊健)第83-47 令和3年5月10日 令和9年5月31日 平成27年5月1日
000028 2100151125 ロハスカフェ　1号店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 株式会社シティライフＮＥＷ 代表取締役 池谷 綱記 566-0001 大阪府摂津市千里丘１丁目１３－２３ 663380640 神北(伊健)第2-5 令和2年5月12日 令和7年5月31日 平成27年5月8日
000028 2100151126 ロハスカフェ　２号店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 株式会社シティライフＮＥＷ 代表取締役 池谷 綱記 566-0001 大阪府摂津市千里丘１丁目１３－２３ 663380640 神北(伊健)第2-6 令和2年5月12日 令和7年5月31日 平成27年5月8日
000028 2100151130 りんどう 664-0885 伊丹市昆陽泉町２丁目３－１５ 飲食店営業(4)その他 一般 早乙女 実 神北(伊健)第83-74 令和3年5月20日 令和9年5月31日 平成27年5月8日
000028 2100151314 中元かしわ店 666-0224 川辺郡猪名川町万善字対津２８０－２ 7680046 食肉販売業 一般 中元 春花 神北(伊健)第3-3 令和3年5月6日 令和9年5月31日 平成27年5月20日
000028 2100151376 ２×９＝１８（ニクジュウハチ） 666-0121 川西市平野２丁目１１－１２増田第二ビル１Ｆ 7924298 食肉販売業 一般 坂本 和明 神北(伊健)第3-1 令和3年4月19日 令和9年5月31日 平成27年5月22日
000028 2100151428 トップレデイ 664-0858 伊丹市西台５丁目７－２４イングビル２Ｆ 7813665 飲食店営業(4)その他 一般 山添 恵美子 神北(伊健)第83-80 令和3年5月31日 令和9年5月31日 平成27年5月26日
000028 2100151488 医療法人社団六心会  伊丹恒生脳神経外科病院 664-0028 伊丹市西野１丁目３００－１ 7755540 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ニチダン 代表取締役 小笠原 力一 545-0021 大阪府大阪市阿倍野区阪南町５丁目３－５ 666232551 神北(伊健)第1-128 令和4年5月26日 令和10年5月31日 令和4年5月26日
000028 2100151495 セブン－イレブン伊丹荒牧７丁目店 664-0001 伊丹市荒牧７丁目１１－７ 7857050 飲食店営業(4)その他 一般 田中 直樹 神北(伊健)第1-48 令和4年4月19日 令和11年5月31日 令和4年4月19日
000028 2100151511 マルミ 664-0857 伊丹市行基町３丁目１ 7782206 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アップルート 代表取締役 上根 一剛 666-0024 兵庫県川西市久代２丁目５－１０ 7031110 神北(伊健)第83-29 令和3年4月26日 令和9年5月31日 平成27年5月28日
000028 2100151564 お好み焼き　夢 666-0123 川西市鼓が滝１丁目２８－２９ 7935030 飲食店営業(4)その他 一般 谷口 勢津子 神北(伊健)第83-70 令和3年5月19日 令和9年5月31日 平成27年5月29日
000028 2100151667 小芝 666-0033 川西市栄町２－１７ 7581580 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山﨑 とよ子 神北(伊健)第神北(伊健)第1-79 令和3年7月15日 令和9年8月31日 令和3年7月15日
000028 2100151673 大幸家 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 大森 明彦 神北(伊健)第27-146 令和2年8月11日 令和7年8月31日 平成27年6月8日
000028 2100151986 海鮮　旬菜　旨し酒　縁ｅｎ 664-0881 伊丹市昆陽３丁目２４８－１ 飲食店営業(4)その他 一般 田口 真一 神北(伊健)第1-103 令和3年7月21日 令和9年8月31日 令和3年7月21日
000028 2100151987 虎武士 664-0851 伊丹市中央４丁目４－８エステート林２Ｆ 7813177 飲食店営業(4)その他 一般 川上 泰功 神北(伊健)第1-98 令和3年7月19日 令和9年8月31日 令和3年7月19日
000028 2100152089 ラウンジ　ジョイフル 666-0021 川西市栄根２丁目１－１０パークプラザビル５Ｆ 7570043 飲食店営業(4)その他 一般 坂元 ゆかり 神北(伊健)第1-136 令和3年8月3日 令和9年8月31日 令和3年8月3日
000028 2100152131 New Tandoori Delights  (ニュータンドリーディライツ) 664-0858 伊丹市西台１丁目６－１０　１Ｆ 7723883 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 BULANI SAPNA SUNIL 神北(伊健)第1-101 令和3年7月21日 令和9年8月31日 令和3年7月21日
000028 2100152182 Ｇｉｒｌｓ Ｂａｒ Ｌｉｃｈｔ「リヒト」 664-0851 伊丹市中央２丁目１－５ジャルダン伊丹２０１ 7772423 飲食店営業(4)その他 一般 坂北 徹 神北(伊健)第1-158 令和3年8月13日 令和9年8月31日 令和3年8月13日
000028 2100152198 いきなり！ステーキ　イオンモール伊丹店 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１－１階 7645229 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ペッパーフードサービス 代表取締役 一瀬 健作 130-0012 東京都墨田区太平４丁目１番３号オリナスタワー１７Ｆ 338293210 神北(伊健)第1-99 令和3年7月20日 令和9年8月31日 令和3年7月20日
000028 2100152265 保護犬・保護猫カフェ　川西店 666-0016 川西市中央町３－３　１－Ｄ 7551020 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩澤 晃子 神北(伊健)第1-94 令和3年7月19日 令和9年8月31日 令和3年7月19日
000028 2100152307 ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ　株式会社　本社食堂 664-0847 伊丹市藤ノ木２丁目２－１３ 7733273 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 コンパスグループ・ジャパン株式会社 代表取締役 石田 隆嗣 104-0045 東京都中央区築地５丁目５番１２号 335440351 神北(伊健)第1-222 令和4年8月5日 令和10年8月31日 令和4年8月5日
000028 2100152321 レッド リーブス カフェ 664-0858 伊丹市西台１丁目７－２３ 7838033 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤本 健太 神北(伊健)第1-78 令和3年7月15日 令和9年8月31日 令和3年7月15日
000028 2100152328 パンタジー 664-0857 伊丹市行基町１丁目１６－１コープこうべ行基町店内 菓子製造業 一般 阿部 健一 神北(伊健)第6-29 令和3年7月27日 令和9年8月31日 令和3年7月27日
000028 2100152329 松葉亭 664-0895 伊丹市宮ノ前１丁目１－３伊丹ホール内２Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森田 安彦 神北(伊健)第1-169 令和3年8月25日 令和9年8月31日 令和3年8月25日
000028 2100152425 伊丹典礼会館 664-0871 伊丹市堀池３丁目９－２７ 7645211 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社日本セレモニー 代表取締役 神田 輝 750-1114 山口県下関市王喜本町６丁目４－５０ 832830088 神北(伊健)第1-192 令和4年7月22日 令和11年8月31日 令和4年7月22日
000028 2100152458 かどや 664-0846 伊丹市伊丹１丁目２－１５リベルタス伊丹郷町１０２ 7841700 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 金城 伸栄 神北(伊健)第1-88 令和3年7月16日 令和9年8月31日 令和3年7月16日
000028 2100152478 お菓子の小屋　Ｐｅｔｉｔｅ 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目７６－１０ 菓子製造業 一般 本田 かおり 神北(伊健)第6-28 令和3年7月26日 令和9年8月31日 令和3年7月26日
000028 2100152564 Ｃｒａｂｅ（クラブ） 664-0851 伊丹市中央１丁目９－１３遊楽館ビル２Ｆ－Ｂ 7645213 飲食店営業(4)その他 一般 田中 芽衣子 神北(伊健)第1-147 令和3年8月10日 令和9年8月31日 令和3年8月10日
000028 2100152681 繁盛だこ 664-0846 伊丹市伊丹１丁目１０－１５アリオ１　１０４号 7735855 飲食店営業(4)その他 一般 小西 智 神北(伊健)第1-106 令和3年7月21日 令和9年8月31日 令和3年7月21日



000028 2100152702 大阪王伊丹店 664-0851 伊丹市中央１丁目９－１６ 7730883 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ハンエイ 代表取締役 中村 将宏 534-0025 大阪府大阪市都島区片町２丁目５番６号ハンエイビル 675036674 神北(伊健)第1-156 令和3年8月13日 令和9年8月31日 令和3年8月13日
000028 2100152712 immaturity（イマチュリティ） 664-0858 伊丹市西台１丁目７－２小西ビル２０１号 7792215 飲食店営業(4)その他 一般 岩尾 龍一 神北(伊健)第1-122 令和3年7月28日 令和9年8月31日 令和3年7月28日
000028 2100152714 ＭｉＬＤＡ　Ｃａｆｅ(ﾐﾙﾀﾞｶﾌｪ) 664-0858 伊丹市西台３丁目５－２１ 7671577 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 今村 美千代 神北(伊健)第1-161 令和3年8月18日 令和9年8月31日 令和3年8月18日
000028 2100152732 坂井珈琲　川西店 666-0033 川西市栄町２５－１　アステ川西１４１号 7552408 飲食店営業(4)その他 一般 坂井 孝一 神北(伊健)第1-127 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 2100152753 金久右衛門 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 ココロパーク株式会社 代表取締役 常 良太郎 611-0041 京都府宇治市槇島町三十五５６－１４ 774216260 神北(伊健)第27-158 令和2年8月21日 令和7年8月31日 平成27年8月19日
000028 2100152755 東海カントリー倶楽部 666-0103 川西市国崎字笹ケ谷１ 7380080 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ヤマトハウジング 代表取締役 市川 金次郎 666-0103 兵庫県川西市国崎字笹ケ谷１番地 667629450 神北(伊健)第1-164 令和3年8月23日 令和9年8月31日 令和3年8月23日
000028 2100152756 東海カントリー倶楽部 666-0103 川西市国崎字笹ケ谷１ 7380080 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ヤマトハウジング 代表取締役 市川 金次郎 666-0103 兵庫県川西市国崎字笹ケ谷１番地 667629450 神北(伊健)第1-165 令和3年8月23日 令和9年8月31日 令和3年8月23日
000028 2100152757 東海カントリー倶楽部 666-0103 川西市国崎字笹ケ谷１ 7380080 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ヤマトハウジング 代表取締役 市川 金次郎 666-0103 兵庫県川西市国崎字笹ケ谷１番地 667629450 神北(伊健)第1-166 令和3年8月23日 令和9年8月31日 令和3年8月23日
000028 2100152955 いなかふぇ 666-0203 川辺郡猪名川町西畑字畑ヶ田７ 7690523 飲食店営業(4)その他 一般 森田 裕子 神北(伊健)第1-124 令和3年7月29日 令和9年8月31日 令和3年7月29日
000028 2100152956 いなかふぇ 666-0203 川辺郡猪名川町西畑字畑ヶ田７ 7690523 菓子製造業 一般 森田 裕子 神北(伊健)第6-31 令和3年7月29日 令和9年8月31日 令和3年7月29日
000028 2100153147 ＧＲＥＮｉＥＲ　Ａ　ＰＡｉＮ  （グルニエ　ア　パン） 664-0861 伊丹市稲野町１丁目１２サンライズマンション１Ｂ 7837739 菓子製造業 一般 柴田 耕治 神北(伊健)第6-41 令和3年10月11日 令和9年11月30日 令和3年10月11日
000028 2100153208 阪急オアシス清和台店（水産寿司） 666-0142 川西市清和台東３丁目１－８ 7981561 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457547 神北(伊健)第1-233 令和3年10月15日 令和9年11月30日 令和3年10月15日
000028 2100153209 阪急オアシス清和台店（ミートデリ） 666-0142 川西市清和台東３丁目１－８ 7981561 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457547 神北(伊健)第1-234 令和3年10月15日 令和9年11月30日 令和3年10月15日
000028 2100153219 川西市みつなかホール 666-0015 川西市小花２丁目７－２ 7401117 飲食店営業(4)その他 一般 公益財団法人川西市文化・スポーツ振興財団 代表理事 水田 賢一 666-0017 兵庫県川西市火打１丁目１－４ 7599712 神北(伊健)第1-217 令和3年10月12日 令和9年11月30日 令和3年10月12日
000028 2100153222 焼肉　大福 664-0028 伊丹市西野２丁目１０工藤ビル１Ｆ 7852955 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｃｏｎｎｅｃｔ－Ｇｒｏｕｐ 代表取締役 広瀬 圭次 664-0022 兵庫県伊丹市中野東２丁目７１－９ 7437547 神北(伊健)第1-230 令和3年10月15日 令和9年11月30日 令和3年10月15日
000028 2100153253 酒肴処　楓 666-0015 川西市小花１丁目１５－４－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田端 優 神北(伊健)第1-257 令和3年10月25日 令和9年11月30日 令和3年10月25日
000028 2100153284 居酒屋　あいちゃん 666-0014 川西市小戸１丁目１０－１４ 飲食店営業(4)その他 一般 小森 まゆみ 神北(伊健)第1-232 令和3年10月15日 令和9年11月30日 令和3年10月15日
000028 2100153299 ケアホームおはな 664-0888 伊丹市昆陽南２丁目２－３６ 7441414 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社日米クック 代表取締役 米谷 素明 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中１丁目１７－２２ 664522135 神北(伊健)第1-227 令和3年10月14日 令和9年11月30日 令和3年10月14日
000028 2100153353 ＤＡＢＡＤＡ（ダバダ） 664-0851 伊丹市中央１丁目５－５ボントンビル１Ｆ 7725101 飲食店営業(4)その他 一般 宿野 隆 神北(伊健)第1-243 令和3年10月19日 令和9年11月30日 令和3年10月19日
000028 2100153469 ＤＵＡＬ　ＲＩＮＧ（デュアル　リング） 666-0014 川西市小戸２丁目７－１５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人ＤＵＡＬ　ＲＩＮＧ 代表理事 吉峯 真代 666-0014 兵庫県川西市小戸２丁目７－９ 神北(伊健)第1-252 令和3年10月22日 令和9年11月30日 令和3年10月22日
000028 2100153470 カレーハウスＤＯＮ（ドン）  （鈴鹿８００さ８４５） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 有限会社カレーハウスドン 代表取締役 石河 基次 513-0806 三重県鈴鹿市算所１丁目１０－１０ 593784977 神北(伊健)第27-248 令和2年11月24日 令和7年11月30日 平成27年10月8日
000028 2100153486 とりでん伊丹瑞ヶ丘店 664-0017 伊丹市瑞ケ丘１丁目１７ 7718994 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＳｋｙＷａｌｋｅｒ 代表取締役 福崎 宏希 664-0017 兵庫県伊丹市瑞ケ丘１丁目４１ 669563300 神北(伊健)第1-268 令和3年10月28日 令和9年11月30日 令和3年10月28日
000028 2100153496 １階ザ・シーズン 666-0033 川西市栄町２６－１川西阪急１Ｆ 7571231 菓子製造業 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８－７ 663611381 神北(伊健)第6-43 令和3年10月13日 令和9年11月30日 令和3年10月13日
000028 2100153498 三菱電機若菱寮 664-0862 伊丹市若菱町４丁目１ 7827827 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三菱電機ライフサービス株式会社 代表取締役 舩尾 英司 105-0011 東京都港区芝公園２丁目４－１ 364026001 神北(伊健)第1-329 令和4年10月17日 令和11年11月30日 令和4年10月17日
000028 2100153563 まこっちゃん 664-0012 伊丹市緑ケ丘５丁目６７－１向上荘１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 松本 修 神北(伊健)第1-276 令和3年11月2日 令和9年11月30日 令和3年11月2日
000028 2100153678 セブン-イレブンハートイン  ＪＲ川西池田駅北口店 666-0021 川西市栄根２丁目６－２６ 7402165 飲食店営業(4)その他 一般 (株)ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本デイリーサービスネット 代表取締役 中西 豊 661-0976 兵庫県尼崎市潮江１丁目２－１２ 649609100 神北(伊健)第1-367 令和4年10月27日 令和11年11月30日 令和4年10月27日
000028 2100153729 Cafe茶ron Ｒ・Ｐｏｔ(あーるぽっと) 666-0035 川西市花屋敷１丁目２５－２２ 7671372 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 八百 るりこ 神北(伊健)第1-272 令和3年11月1日 令和9年11月30日 令和3年11月1日
000028 2100153777 ローソン　川西矢問二丁目店 666-0131 川西市矢問２丁目１７－５２ 7933326 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社脩実 代表取締役 佐藤 実路 664-0853 兵庫県伊丹市平松５丁目１－１７－３０３ 7855090 神北(伊健)第1-402 令和4年11月10日 令和11年11月30日 令和4年11月10日
000028 2100153843 焼肉いな川亭 666-0243 川辺郡猪名川町柏梨田イハノ谷２６０ 7667777 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社聖建設 代表取締役 岩本 鴻済 664-0002 兵庫県伊丹市荻野６丁目５０番地の１ 7841111 神北(伊健)第1-251 令和3年10月21日 令和9年11月30日 令和3年10月21日
000028 2100153860 伊丹工業団地協同組合 664-0837 伊丹市北河原５丁目１－３０ 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 神北(伊健)第2-46 令和2年11月12日 令和7年11月30日 平成27年11月5日
000028 2100153917 茶寮　百灯瀬 666-0262 川辺郡猪名川町伏見台１丁目１－９２ 7653010 菓子製造業 一般 株式会社座右 代表取締役 松本 将志 670-0063 兵庫県姫路市下手野４丁目１３－５５ 792995050 神北(伊健)第6-50 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 2100153918 Ｃａｆｅ　ｍａｎｎａ（カフェ　マンナ） 666-0224 川辺郡猪名川町万善字佐保姫８６－１ 7680220 菓子製造業 一般 長田 夏季 神北(伊健)第6-42 令和3年10月11日 令和9年11月30日 令和3年10月11日
000028 2100153959 のせ屋 666-0033 川西市栄町２７市営栄南団地１号棟１０２号 7595277 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山下 博幸 神北(伊健)第1-242 令和3年10月19日 令和9年11月30日 令和3年10月19日
000028 2100153962 珈乃香 666-0024 川西市久代１丁目８－３７ 7435830 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ミツワ 代表取締役 船岡 史朗 666-0024 兵庫県川西市久代２丁目２－１ 7594424 神北(伊健)第1-286 令和3年11月10日 令和9年11月30日 令和3年11月10日
000028 2100153980 居酒屋　夢 664-0007 伊丹市北野５丁目３６ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 黒岩 保 神北(伊健)第1-245 令和3年10月19日 令和9年11月30日 令和3年10月19日
000028 2100154008 伊丹グリル 664-0006 伊丹市鴻池１丁目１－１伊丹スポーツセンター内 7793445 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＫＵＭＡＧＵＭＩ 代表取締役 熊谷 武人 665-0827 兵庫県宝塚市小浜３丁目５－１９エスポアール小浜３０１号 797872011 神北(伊健)第1-222 令和3年10月13日 令和9年11月30日 令和3年10月13日
000028 2100154061 焼肉　尚州 664-0851 伊丹市中央１丁目７－１０ 7706020 飲食店営業(4)その他 一般 金 周煥 神北(伊健)第1-224 令和3年10月13日 令和9年11月30日 令和3年10月13日
000028 2100154077 Ｓｕｎｎｙ（サニー） 664-0851 伊丹市中央４丁目３－２０池信第三ビル２Ｆ　２０３号 7771124 飲食店営業(4)その他 一般 松原 京希 神北(伊健)第1-256 令和3年10月22日 令和9年11月30日 令和3年10月22日
000028 2100154087 Ｂｌｕｅ　Ｇｏｒｉｌｌａ（ブルー　ゴリラ）  神戸８００　そ　４３５０ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 畑 昌勝 神北(伊健)第27-252 令和2年11月30日 令和7年11月30日 平成27年11月20日
000028 2100154113 セブン-イレブンハートイン  ＪＲ伊丹駅前店 664-0846 伊丹市伊丹１丁目１５－２０ 7805191 飲食店営業(4)その他 一般 (株)ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本デイリーサービスネット 代表取締役 中西 豊 661-0976 兵庫県尼崎市潮江１丁目２－１２ 649609100 神北(伊健)第1-348 令和4年10月24日 令和11年11月30日 令和4年10月24日
000028 2100154125 肉の根木 666-0224 川辺郡猪名川町万善字祈祷面９７－１ 7680029 食肉処理業 一般 根木 秀明 神北(伊健)第5-1 令和3年10月13日 令和9年11月30日 令和3年10月13日
000028 2100154191 肉のさかもと　坂本食品 664-0016 伊丹市昆陽３丁目１３４－１レジデンス昆陽１０５ 7812941 食肉販売業 一般 株式会社サカモトコーポレーション 代表取締役 安東 宏介 664-0016 兵庫県伊丹市昆陽３丁目１３４－１（５０８） 7812941 神北(伊健)第3-11 令和3年10月22日 令和9年11月30日 令和3年10月22日
000028 2100154192 肉のさかもと　坂本食品 664-0016 伊丹市昆陽３丁目１３４－１レジデンス昆陽１０５ 7812941 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社サカモトコーポレーション 代表取締役 安東 宏介 664-0016 兵庫県伊丹市昆陽３丁目１３４－１（５０８） 7812941 神北(伊健)第1-254 令和3年10月22日 令和9年11月30日 令和3年10月22日
000028 2100154215 イルグラーノ製麺所 666-0123 川西市鼓が滝１丁目２１ー１５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佐藤 千弦 神北(伊健)第1-278 令和3年11月2日 令和9年11月30日 令和3年11月2日
000028 2100154258 隠れ庵 666-0124 川西市多田桜木１丁目８－３２－２０１ 7930730 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中本 源太 神北(伊健)第1-411 令和4年2月4日 令和10年2月29日 令和4年2月4日
000028 2100154299 ソーシャルファームかがやき 666-0251 川辺郡猪名川町若葉２丁目４１ 7672131 菓子製造業 一般 社会福祉法人グッド・サマリタン 理事 金子 道仁 666-0251 兵庫県川辺郡猪名川町若葉２丁目４１ 7672131 神北(伊健)第6-57 令和4年1月11日 令和10年2月29日 令和4年1月11日
000028 2100154302 ＭｉＬＤＡ　Ｃａｆｅ(ミルダ カフェ) 664-0858 伊丹市西台３丁目５－２１ 7671577 菓子製造業 一般 今村 美千代 神北(伊健)第6-58 令和4年1月12日 令和10年2月29日 令和4年1月12日
000028 2100154305 配食のふれ愛 666-0004 川西市萩原３丁目１－１３第３メゾン三裕１０１ 7442087 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 貴志 政浩 神北(伊健)第1-392 令和4年1月28日 令和10年2月29日 令和4年1月28日
000028 2100154314 創作居酒家　傘や 664-0001 伊丹市荒牧６丁目２４－４ 7786500 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 遠藤 裕二 神北(伊健)第1-388 令和4年1月28日 令和10年2月29日 令和4年1月28日
000028 2100154332 創 664-0873 伊丹市野間８丁目２－６０ 7783877 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 篠原 貴子 神北(伊健)第1-407 令和4年2月3日 令和10年2月29日 令和4年2月3日
000028 2100154349 Ｃａｆｅ　ｄｅ　Ｆａｍｉｌｌｅ  （カフェ・ファミーユ） 664-0839 伊丹市桑津２丁目１０－２１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 池田 恵 神北(伊健)第1-384 令和4年1月27日 令和10年2月29日 令和4年1月27日
000028 2100154478 菓子工房　ｃｏｎｉ（コニ） 664-0893 伊丹市春日丘５丁目１１－１ 7417995 菓子製造業 一般 小西 祥子 神北(伊健)第6-70 令和4年2月24日 令和10年2月29日 令和4年2月24日
000028 2100154566 レコレコ２ 664-0861 伊丹市稲野町１丁目７－９ 7646686 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石川 剛之 神北(伊健)第1-422 令和4年2月17日 令和10年2月29日 令和4年2月17日
000028 2100154573 遊食スタヂオ　縁やこら 664-0016 伊丹市昆陽北１丁目２－３ 7785665 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 特定非営利活動法人障がい者みんなの会ﾄﾗｲｱﾝｸﾞﾙ 理事 北川 一馬 664-0016 兵庫県伊丹市昆陽北１丁目２番６号 7725938 神北(伊健)第1-385 令和4年1月27日 令和10年2月29日 令和4年1月27日
000028 2100154721 ジャージー食品  （なにわ１００せ２３２） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 安永 孝志 神北(伊健)第27-310 令和3年2月12日 令和8年2月28日 平成28年1月14日
000028 2100154770 ミニストップ伊丹昆陽東１丁目店 664-0886 伊丹市昆陽東１丁目４－６ 7735180 飲食店営業(4)その他 一般 李 威 神北(伊健)第1-338 令和4年1月12日 令和10年2月29日 令和4年1月12日
000028 2100154774 ミニストップ伊丹昆陽東１丁目店 664-0886 伊丹市昆陽東１丁目４－６ 7735180 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 李 威 神北(伊健)第16-12 令和3年1月22日 令和8年2月28日 平成28年1月19日
000028 2100154775 ローソン　ニシイチドラッグ伊丹鈴原店 664-0882 伊丹市鈴原町８丁目６８ 7772412 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社サンニシイチ 代表取締役 西本 誠 661-0022 兵庫県尼崎市尾浜町２丁目２１－４０ 664263300 神北(伊健)第1-528 令和5年2月3日 令和11年2月28日 令和5年2月3日
000028 2100154779 泉商店　Ｎｏ．２号 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 泉 幸男 神北(伊健)第3-98 令和3年2月25日 令和8年2月28日 平成28年1月18日
000028 2100154780 泉商店　Ｎｏ．１号 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 泉 幸男 神北(伊健)第3-97 令和3年2月25日 令和8年2月28日 平成28年1月18日
000028 2100154799 セブン－イレブン　川西下加茂１丁目店 666-0022 川西市下加茂１丁目５－２５ 7576953 飲食店営業(4)その他 一般 田村 琢司 神北(伊健)第1-493 令和5年1月20日 令和12年2月28日 令和5年1月20日
000028 2100154825 イズミフーズ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 泉 久男 神北(伊健)第3-93 令和3年2月10日 令和8年2月28日 平成28年1月25日
000028 2100154873 せいろ屋 666-0015 川西市小花１丁目１－１０ベルフローラかわにしＥ－１１９ 7592110 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 䦰橋 明博 神北(伊健)第1-393 令和4年1月28日 令和11年2月28日 令和4年1月28日
000028 2100154907 あじゃ 664-0898 伊丹市千僧６丁目２１８ 7647823 飲食店営業(4)その他 一般 桒原 武志 神北(伊健)第1-340 令和4年1月12日 令和10年2月29日 令和4年1月12日
000028 2100154908 伊丹うまか家　山酎 664-0858 伊丹市西台３丁目８－３伊丹グリーンハイツ１階D号 7677073 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山中 佑太 神北(伊健)第1-402 令和4年2月2日 令和10年2月29日 令和4年2月2日
000028 2100154909 ほっかほっか亭伊丹中央店 664-0846 伊丹市伊丹３丁目１－５７デュオ伊丹１Ｆ 7720857 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 宮路 峰加 神北(伊健)第1-377 令和4年1月25日 令和10年2月29日 令和4年1月25日
000028 2100154982 おはしダイニングＳｈｅｌｌ（シェル） 666-0014 川西市小戸１丁目３－９エンリッチパール１０１ 7677607 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 甲斐 孝宏 神北(伊健)第1-431 令和4年2月25日 令和10年2月29日 令和4年2月25日
000028 2100155010 喜楽丸 666-0033 川西市栄町３－２ 7593007 飲食店営業(4)その他 一般 赤田 道子 神北(伊健)第1-350 令和4年1月14日 令和10年2月29日 令和4年1月14日
000028 2100155014 諭吉。 664-0861 伊丹市稲野町３丁目１０－３ 7779040 飲食店営業(4)その他 一般 江藤 雅史 神北(伊健)第1-398 令和4年1月31日 令和10年2月29日 令和4年1月31日
000028 2100155045 ほっともっと伊丹池尻店 664-0027 伊丹市池尻２丁目４１－１ 7737010 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社エスカルゴ 代表取締役 大西 茂樹 669-1531 兵庫県三田市天神２丁目２－１－３０１ 795538223 神北(伊健)第1-401 令和4年2月2日 令和10年2月29日 令和4年2月2日
000028 2100155059 ローソン伊丹南野６丁目店 664-0873 伊丹市南野６丁目３－８ 7856155 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社グローバルウイング 取締役 上門 和明 664-0873 兵庫県伊丹市野間２丁目５番１７－１０１号 神北(伊健)第1-530 令和5年2月3日 令和11年2月28日 令和5年2月3日
000028 2100155095 旨し酒　風丹 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 古東 良介 神北(伊健)第27-312 令和3年2月16日 令和8年2月28日 平成28年2月15日
000028 2100155112 明月館 664-0861 伊丹市稲野町６丁目７２－３ 7726061 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 竹岡 孝 神北(伊健)第1-397 令和4年1月31日 令和10年2月29日 令和4年1月31日
000028 2100155180 まるＭＡＲＵ 664-0003 伊丹市大野１丁目５３－３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷 俊宗 神北(伊健)第1-345 令和4年1月13日 令和10年2月29日 令和4年1月13日
000028 2100155186 ののの　伊丹池尻店 664-0027 伊丹市池尻３丁目２－１ 7724900 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社治元 代表取締役 木元 一良 611-0033 京都府宇治市大久保町南ノ口６４－２ 774435152 神北(伊健)第1-438 令和4年2月28日 令和10年2月29日 令和4年2月28日
000028 2100155313 カラオケ　美豚（ヴィトン） 664-0864 伊丹市安堂寺町１丁目１ 7828770 飲食店営業(4)その他 一般 瀬戸口 恭子 神北(伊健)第1-354 令和4年1月18日 令和10年2月29日 令和4年1月18日
000028 2100155336 ほっかほっか亭　南花屋敷店 666-0026 川西市南花屋敷３丁目１６－９ 7557471 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社フリーラン 代表取締役 加太 俊也 666-0111 兵庫県川西市大和東３丁目９－５ 7677104 神北(伊健)第1-485 令和5年1月18日 令和12年2月28日 令和5年1月18日
000028 2100155488 ぴゅあ 664-0004 伊丹市東野１丁目７１ 7723954 飲食店営業(4)その他 一般 井上 麻衣子 神北(伊健)第1-416 令和4年2月7日 令和10年2月29日 令和4年2月7日
000028 2100155517 魚政　しばせん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 芝 賢造 神北(伊健)第27-318 令和3年2月19日 令和8年2月28日 平成28年2月29日
000028 2100155533 日本酒バル　酌 664-0851 伊丹市中央４丁目４－１０伊丹中央ビル１０１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有村 典子 神北(伊健)第1-78 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 2100155585 旬惣菜の前中 666-0221 川辺郡猪名川町杤原字柏ノ木８ 7681108 そうざい製造業 一般 前中 須美子 神北(伊健)第20-2 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 2100155627 ネクスト 666-0117 川西市東畦野２丁目３－４０ 7940122 飲食店営業(4)その他 一般 西原 敏子 神北(伊健)第1-87 令和4年5月10日 令和10年5月31日 令和4年5月10日
000028 2100155637 ポパイ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 日山 聡 神北(伊健)第6-14 令和3年5月6日 令和8年5月31日 平成28年3月10日
000028 2100155699 澄一 664-0851 伊丹市中央２丁目１－５ジャルダン伊丹４０２ 飲食店営業(4)その他 一般 岩脇 雅行 神北(伊健)第1-54 令和4年4月21日 令和10年5月31日 令和4年4月21日
000028 2100155719 やきとり酒場　弁慶 664-0858 伊丹市西台３丁目９－２２ 7777310 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社弁慶 代表取締役 鶴羽 利幸 664-0895 兵庫県伊丹市宮ノ前２丁目４－２５－７０１ 7777310 神北(伊健)第1-102 令和4年5月13日 令和10年5月31日 令和4年5月13日
000028 2100155863 千僧　森のほいくえん 664-0898 伊丹市千僧５丁目１５８－１ 7818177 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社マルワ 代表取締役 湯浅 和也 577-0025 大阪府東大阪市新家３丁目９－３１ 666185900 神北(伊健)第1-117 令和4年5月19日 令和10年5月31日 令和4年5月19日
000028 2100155872 ＴＳＫサービス株式会社  奥猪名健康の郷事業所 666-0201 川辺郡猪名川町杉生字奥山１－２２兵庫県立奥猪名健康の郷 7690485 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ＴＳＫサービス株式会社 代表取締役 大石 達也 435-0007 静岡県浜松市東区流通元町２－３ 534218881 神北(伊健)第1-99 令和4年5月12日 令和10年5月31日 令和4年5月12日
000028 2100155905 セブン－イレブン　伊丹大野１丁目店 664-0003 伊丹市大野１丁目５７ 7791103 飲食店営業(4)その他 一般 石原 玄也 神北(伊健)第1-36 令和4年4月15日 令和10年5月31日 令和4年4月15日
000028 2100156003 スタンドダイニング海豚 664-0858 伊丹市西台１丁目７－４－１Ｆ 7861014 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 尾崎 忍 神北(伊健)第1-63 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 2100156004 得得うどん伊丹店 664-0896 伊丹市船原２丁目３－１２ 7845928 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 善家 浩司 神北(伊健)第1-42 令和4年4月18日 令和10年5月31日 令和4年4月18日
000028 2100156032 医療法人社団緑心会　大橋クリニック 664-0028 伊丹市西野３丁目２５８ 7806399 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ナリコマエンタープライズ 代表取締役 竹内 美夫 567-0005 大阪府茨木市五日市１丁目７－２７ 726270145 神北(伊健)第1-37 令和4年4月15日 令和10年5月31日 令和4年4月15日
000028 2100156078 尼崎信用金庫　野間支店 664-0873 伊丹市野間７丁目１１－１ 727773371 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 代表取締役 山田 智治 105-0014 東京都調布市調布ヶ丘３丁目６番地３ 357841202 神北(伊健)第1-32 令和5年4月18日 令和12年5月31日 令和5年4月18日
000028 2100156100 カラオケ酒場コロンボ 664-0851 伊丹市中央２丁目１－５ジャルダン伊丹２０２号 7732120 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社弁慶 代表取締役 鶴羽 利幸 664-0895 兵庫県伊丹市宮ノ前２丁目４－２５－７０１ 7777310 神北(伊健)第1-125 令和4年5月25日 令和10年5月31日 令和4年5月25日
000028 2100156117 ｍｕｆｆｉｎ　ｓｉｓｔｅｒｓ  （マフィン・シスターズ） 666-0129 川西市緑台２丁目２－５６ 菓子製造業 一般 糸瀨 美佳 神北(伊健)第6-6 令和4年4月20日 令和10年5月31日 令和4年4月20日
000028 2100156152 サニーズ大阪店（大阪８８０あ３３６５） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 三好 正晃 神北(伊健)第6-22 令和3年5月21日 令和8年5月31日 平成28年4月6日
000028 2100156153 しゃぶ葉伊丹大鹿店 664-0899 伊丹市大鹿７丁目４５ 7791501 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保１丁目２５－８ 422375218 神北(伊健)第1-105 令和4年5月16日 令和11年5月31日 令和4年5月16日
000028 2100156256 雑貨工房ｂｌａｎｋ 666-0136 川西市南野坂１丁目３－１３ 7553739 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 細谷 文雄 神北(伊健)第1-49 令和4年4月19日 令和10年5月31日 令和4年4月19日
000028 2100156257 雑貨工房ｂｌａｎｋ 666-0136 川西市南野坂１丁目３－１３ 7553739 菓子製造業 一般 細谷 文雄 神北(伊健)第6-4 令和4年4月19日 令和10年5月31日 令和4年4月19日
000028 2100156275 たつみや３号 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 飾磨 恵子 神北(伊健)第83-50 令和3年5月11日 令和8年5月31日 平成28年4月13日
000028 2100156302 ロックオン１ 664-0012 伊丹市緑ケ丘７丁目１－１ 7820001 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＡＭＯＮ 代表取締役 門脇 あゆみ 651-0088 兵庫県神戸市中央区小野柄通６丁目１番５号 788038287 神北(伊健)第1-115 令和4年5月19日 令和10年5月31日 令和4年5月19日
000028 2100156316 創作中華Ｊａｓｍｉｎｅ 664-0855 伊丹市御願塚６丁目２－４０ 7411569 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 永井 大輔 神北(伊健)第1-72 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 2100156347 タベルナ　エスキーナ（和泉８００す６７８９） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 竹口 誠 神北(伊健)第83-53 令和3年5月12日 令和8年5月31日 平成28年4月18日
000028 2100156389 Ｃｌｕｔｃｈ　Ｈｉｔｔｅｒ 664-0017 伊丹市瑞ケ丘１丁目１９瑞ケ丘久保ハイツ１Ｆ 7866428 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｃｌｕｔｃｈ 代表取締役 前田 英之 664-0005 兵庫県伊丹市瑞原２丁目５７－１－５０９ 7851740 神北(伊健)第1-88 令和4年5月10日 令和10年5月31日 令和4年5月10日
000028 2100156491 ローソン川西平野二丁目店 666-0121 川西市平野２丁目８－２８ 7939160 飲食店営業(4)その他 一般 代表取締役 佐藤 実路 664-0853 兵庫県伊丹市平松５丁目１番１７－３０３号 7855090 神北(伊健)第1-33 平成28年4月26日 令和5年5月31日 平成28年4月26日
000028 2100156544 能勢電鉄株式会社 666-0121 川西市平野１丁目３５－２ 7927200 飲食店営業(4)その他 露店 能勢電鉄株式会社 代表取締役 中野 雅文 666-0121 兵庫県川西市平野１丁目３５－２ 7927200 神北(伊健)第83-78 令和3年5月27日 令和8年5月31日 平成28年4月28日
000028 2100156545 パチンコでるでる川西店 666-0025 川西市加茂６丁目１２５－１ 727550019 飲食店営業(4)その他 露店 横山 完二 神北(伊健)第83-71 令和3年5月20日 令和8年5月31日 平成28年4月28日
000028 2100156624 おでん屋たいたん 664-0875 伊丹市野間北５丁目１－１タウニーＦ１　１０６号 7785533 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山田 剛 神北(伊健)第1-73 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 2100156665 カラオケＢＡＲ　ＪＡＰＩＮＯ（ジャピーノ） 664-0851 伊丹市中央１丁目９－１３遊楽館山本不動産第七ビル２階２Ｆ－Ａ号室 飲食店営業(4)その他 一般 杉原 マリアデイシー 神北(伊健)第1-77 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 2100156685 三代目　鳥メロ　阪急伊丹駅前店 664-0851 伊丹市中央１丁目５－５ボントンビルＢ１Ｆ 7735153 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＦＦＦ 代表取締役 脊戸土井 健直 661-0025 兵庫県尼崎市立花町２丁目１７番６号 789194322 神北(伊健)第1-23 令和4年4月12日 令和10年5月31日 令和4年4月12日
000028 2100156737 株式会社万代多田店 666-0124 川西市多田桜木２丁目８－２５ 7927422 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０－１３ 667203305 神北(伊健)第1-51 平成28年5月16日 令和5年5月31日 平成28年5月16日
000028 2100156738 株式会社万代多田店 666-0124 川西市多田桜木２丁目８－２５ 7927422 魚介類販売業 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０－１３ 667203305 神北(伊健)第22-9 平成28年5月16日 令和5年5月31日 平成28年5月16日
000028 2100156739 株式会社万代多田店 666-0124 川西市多田桜木２丁目８－２５ 7927422 食肉販売業 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０－１３ 667203305 神北(伊健)第20-8 平成28年5月16日 令和5年5月31日 平成28年5月16日



000028 2100156750 ハンバーグ＆ステーキ豊悦 664-0858 伊丹市西台５丁目１－１２ 7842310 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 栁原 康二 神北(伊健)第1-121 令和4年5月23日 令和10年5月31日 令和4年5月23日
000028 2100156774 神戸はなあん　川西久代店 666-0024 川西市久代６丁目１－５コーナン川西久代店　駐車場 7571339 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社ハローハロー 代表取締役 以西 洋介 662-0976 兵庫県西宮市宮西町３番９号 798368859 神北(伊健)第7-6 令和3年5月27日 令和8年5月31日 平成28年5月17日
000028 2100156786 酒菜屋えっさん 664-0028 伊丹市西野５丁目１７９ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上江洲 安浩 神北(伊健)第1-61 令和4年4月22日 令和10年5月31日 令和4年4月22日
000028 2100156801 セブン－イレブン川西一庫店 666-0153 川西市一庫字中ノ坪８番 7951515 飲食店営業(4)その他 一般 伊丹産業株式会社 代表取締役 北嶋 太郎 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目５番１０号 7830001 神北(伊健)第1-79 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 2100156837 ローソン伊丹山田五丁目 664-0874 伊丹市山田５丁目６－７ 727737627 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社髙嶋 代表取締役 髙嶋 正勝 661-0003 兵庫県尼崎市富松町３丁目２１－３３ 664230944 神北(伊健)第1-26 令和5年4月14日 令和12年5月31日 令和5年4月14日
000028 2100156917 焼肉牛兆 666-0033 川西市栄町２５－１アステ川西３２３ 7582929 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ニッショク 代表取締役 鯖江 豊 567-0852 大阪府茨木市小柳町９－２１ 726367515 神北(伊健)第1-68 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 2100156919 イル・パラドッソ　アステ川西店 666-0033 川西市栄町２５－１アステ川西３Ｆ３０９号 7442631 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ワールドフーズ 代表取締役 山田 諭 561-0802 大阪府豊中市曽根東町３丁目２－１－１０４ 7603003 神北(伊健)第1-26 令和4年4月13日 令和10年5月31日 令和4年4月13日
000028 2100156920 イル・パラドッソ　アステ川西店 666-0033 川西市栄町２５－１アステ川西３Ｆ３０９号 7442631 菓子製造業 一般 株式会社ワールドフーズ 代表取締役 山田 諭 561-0802 大阪府豊中市曽根東町３丁目２－１－１０４ 7603003 神北(伊健)第6-2 令和4年4月13日 令和10年5月31日 令和4年4月13日
000028 2100156966 東リ株式会社（現場） 664-0845 伊丹市東有岡５丁目１２５ 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第84-2 令和3年5月13日 令和8年5月31日 平成28年5月26日
000028 2100157084 ローソン伊丹池尻６丁目店 664-0027 伊丹市池尻６丁目２９７－１ 7855565 飲食店営業(4)その他 一般 岩井 護 神北(伊健)第1-72 平成28年6月8日 令和5年8月31日 平成28年6月8日
000028 2100157101 魚問屋まる吉 664-0851 伊丹市中央２丁目１－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮部 浩二 神北(伊健)第1-196 令和4年7月26日 令和10年8月31日 令和4年7月26日
000028 2100157111 鹿野商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 鹿野 勝彦 神北(伊健)第1-167 令和3年8月24日 令和8年8月31日 令和3年8月24日
000028 2100157120 歩泰天 664-0854 伊丹市南町４丁目５－２９ 7686354 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三井 基充 神北(伊健)第1-262 令和4年8月25日 令和10年8月31日 令和4年8月25日
000028 2100157151 だん 664-0015 伊丹市昆陽池１丁目１１３－１ 7813878 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木村 弘美 神北(伊健)第1-236 令和4年8月16日 令和10年8月31日 令和4年8月16日
000028 2100157177 夢屋台 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 松本 啓将 神北(伊健)第1-168 令和3年8月25日 令和8年8月31日 令和3年8月25日
000028 2100157181 ｃａｆｅ　ＳＡＲＡ　ｔｏ　ＴＥＮ  （カフェ　サラとテン） 666-0227 川辺郡猪名川町笹尾大薮３ 7437622 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 皿谷 公男 神北(伊健)第1-213 令和4年8月2日 令和10年8月31日 令和4年8月2日
000028 2100157182 十割そばと酒肴　しおさき 664-0851 伊丹市中央５丁目４－３５ 7784032 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 潮先 浩 神北(伊健)第1-246 令和4年8月18日 令和10年8月31日 令和4年8月18日
000028 2100157191 社会福祉法人明照会あそか苑 664-0023 伊丹市中野西１丁目１８ 7850109 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人明照会 理事長 善部 修 664-0023 兵庫県伊丹市中野西１丁目１８ 7850109 神北(伊健)第1-245 令和4年8月18日 令和10年8月31日 令和4年8月18日
000028 2100157252 サンタクルスⅡ 664-0858 伊丹市西台１丁目７－２小西ビル３階 飲食店営業(4)その他 一般 結城 洋子 神北(伊健)第1-204 令和4年7月28日 令和10年8月31日 令和4年7月28日
000028 2100157319 セブン－イレブン　阪急新伊丹駅前店 664-0853 伊丹市平松４丁目１－２０ 7795887 飲食店営業(4)その他 一般 志内 貴寛 神北(伊健)第1-180 令和4年7月19日 令和10年8月31日 令和4年7月19日
000028 2100157325 ｋｉｋｉ 664-0007 伊丹市北野５丁目３６ 飲食店営業(4)その他 一般 神北(伊健)第1-274 令和4年8月31日 令和10年8月31日 令和4年8月31日
000028 2100157334 スーパーコート川西加茂 666-0025 川西市加茂２丁目６－２３ 7404850 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社日米クック 代表取締役 米谷 素明 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中１丁目１７－２２ 664522131 神北(伊健)第1-271 令和4年8月30日 令和10年8月31日 令和4年8月30日
000028 2100157402 のらや伊丹店 664-0013 伊丹市瑞穂町１丁目９ 7755430 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社のらや 代表取締役 宇田 隆宏 593-8324 大阪府堺市西区鳳東町６丁６２０番地１ 722601351 神北(伊健)第1-210 令和4年8月1日 令和10年8月31日 令和4年8月1日
000028 2100157473 阪神イベント企画 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。） 飲食店営業(4)その他 露店40L 小阪 義春 神北(伊健)第1-115 令和3年7月27日 令和8年8月31日 令和3年7月27日
000028 2100157560 イオン　リカー＆ビューティー川西店 666-0015 川西市小花１丁目６－１３　１Ｆ 7552588 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５－１ 432126000 神北(伊健)第1-239 令和4年8月16日 令和10年8月31日 令和4年8月16日
000028 2100157596 川西市障害者共働作業所あかね 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 特定非営利活動法人障害者地域生活応援団あかね 理事長 光岡 正章 666-0017 兵庫県川西市火打１丁目１２番１６号 7554101 神北(伊健)第1-173 令和3年8月26日 令和8年8月31日 令和3年8月26日
000028 2100157638 Ｔａｖｅｒｎａ　Ｐｅｃｏｒｉｎｏ  （タベルナ　ペコリーノ） 664-0858 伊丹市西台３丁目１－１ 7773077 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ペコリーノ 代表取締役 新谷 秀樹 664-0858 兵庫県伊丹市西台３丁目１－１ 7773077 神北(伊健)第1-200 令和4年7月27日 令和10年8月31日 令和4年7月27日
000028 2100157640 天神釣池 666-0253 川辺郡猪名川町差組字天神１０ 7995449 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ジョインテック 代表取締役 今井 義富 666-0253 兵庫県川辺郡猪名川町差組字六石山１－１８ 7651022 神北(伊健)第1-175 令和4年7月15日 令和10年8月31日 令和4年7月15日
000028 2100157736 珈琲館ブーケ 664-0875 伊丹市野間北４丁目５－２３ 7797410 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 笠原 強 神北(伊健)第1-253 令和4年8月22日 令和10年8月31日 令和4年8月22日
000028 2100157786 666-0112 川西市大和西２丁目４－３ 7942425 魚介類販売業 一般 諸橋 章友 神北(伊健)第4-6 令和4年8月29日 令和10年8月31日 令和4年8月29日
000028 2100157864 ローソン伊丹桑津二丁目店 664-0839 伊丹市桑津２丁目１－５ 7781211 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ローソン 代表取締役 玉塚 元一 141-8643 東京都品川区大崎１丁目１１－２ 366353963 神北(伊健)第1-118 平成28年7月27日 令和5年8月31日 平成28年7月27日
000028 2100157952 スーパーもりお　川西西多田店 666-0138 川西市西多田２丁目１９－２５ 7902577 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社生鮮街道 代表取締役 森尾 政滋 657-0831 兵庫県神戸市灘区水道筋５丁目３番３号 788827705 神北(伊健)第1-194 令和4年7月22日 令和10年8月31日 令和4年7月22日
000028 2100158000 （株）関西スーパーマーケット中央店食堂 664-0851 伊丹市中央５丁目３－３８ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 淀川食品株式会社 代表取締役 田村 隆 532-0036 大阪府大阪市淀川区三津屋中１丁目１番２号 663016831 神北(伊健)第1-123 平成28年8月4日 令和5年8月31日 平成28年8月4日
000028 2100158001 関西スーパー　中央店  （３階　第２調理室）（寿司） 664-0851 伊丹市中央５丁目３－３８ 7720345 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第1-124 平成28年8月4日 令和5年8月31日 平成28年8月4日
000028 2100158002 関西スーパー　中央店  （３階　第２調理室）（惣菜） 664-0851 伊丹市中央５丁目３－３８ 7720345 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第1-125 平成28年8月4日 令和5年8月31日 平成28年8月4日
000028 2100158003 関西スーパー　中央店  （３階　第２調理室） 664-0851 伊丹市中央５丁目３－３８ 7720345 魚介類販売業 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第22-21 平成28年8月4日 令和5年8月31日 平成28年8月4日
000028 2100158004 関西スーパー　中央店  （３階　第２調理室） 664-0851 伊丹市中央５丁目３－３８ 7720345 食肉販売業 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第20-25 平成28年8月4日 令和5年8月31日 平成28年8月4日
000028 2100158031 関西スーパー　中央店  （おはぎ・コーヒーゼリー） 664-0851 伊丹市中央５丁目３－３８ 7720345 菓子製造業 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第3-34 平成28年8月4日 令和5年8月31日 平成28年8月4日
000028 2100158032 関西スーパー　中央店  （ブレッチェン） 664-0851 伊丹市中央５丁目３－３８ 7720345 菓子製造業 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第3-35 平成28年8月4日 令和5年8月31日 平成28年8月4日
000028 2100158033 関西スーパー　中央店  （青果物） 664-0851 伊丹市中央５丁目３－３８ 7720345 喫茶店営業 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第2-39 平成28年8月4日 令和5年8月31日 平成28年8月4日
000028 2100158034 関西スーパー　中央店  （フードコート） 664-0851 伊丹市中央５丁目３－３８ 7720345 喫茶店営業 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第2-40 平成28年8月4日 令和5年8月31日 平成28年8月4日
000028 2100158035 関西スーパー　中央店 664-0851 伊丹市中央５丁目３－３８ 7720345 魚介類販売業 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第22-22 平成28年8月4日 令和5年8月31日 平成28年8月4日
000028 2100158036 関西スーパー　中央店 664-0851 伊丹市中央５丁目３－３８ 7720345 食肉販売業 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第20-26 平成28年8月4日 令和5年8月31日 平成28年8月4日
000028 2100158038 関西スーパー　中央店  （寿司） 664-0851 伊丹市中央５丁目３－３８ 7720345 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第1-126 平成28年8月4日 令和5年8月31日 平成28年8月4日
000028 2100158039 関西スーパー　中央店  （惣菜） 664-0851 伊丹市中央５丁目３－３８ 7720345 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第1-127 平成28年8月4日 令和5年8月31日 平成28年8月4日
000028 2100158040 関西スーパー　中央店  （海産煮炊き） 664-0851 伊丹市中央５丁目３－３８ 7720345 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第1-128 平成28年8月4日 令和5年8月31日 平成28年8月4日
000028 2100158041 関西スーパー　中央店  （ミートデリ） 664-0851 伊丹市中央５丁目３－３８ 7720345 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第1-129 平成28年8月4日 令和5年8月31日 平成28年8月4日
000028 2100158136 三菱電機ＩＡ食堂 664-0005 伊丹市瑞原４丁目１ 7825131 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三菱電機ライフサービス株式会社 代表取締役 舩尾 英司 105-0011 東京都港区芝公園２丁目４－１ 364026001 神北(伊健)第1-132 平成28年8月15日 令和5年8月31日 平成28年8月15日
000028 2100158249 すみれ工房 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 社会福祉法人産経新聞厚生文化事業団 理事長 扇谷 英典 556-0017 大阪府大阪市浪速区湊町２丁目１番５７号難波サンケイビル 666339240 神北(伊健)第1-139 令和3年8月5日 令和8年8月31日 令和3年8月5日
000028 2100158288 三井住友銀行　川西支店　シダックス店 666-0015 川西市小花１丁目７－９ 7592645 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 シダックスコントラクトフードサービス株式会社 代表取締役 佐藤 好男 182-0021 東京都調布市調布ケ丘３丁目６－３ 424898914 神北(伊健)第1-137 平成28年8月24日 令和5年8月31日 平成28年8月24日
000028 2100158306 宅配クック１２３川西店 666-0001 川西市鴬の森町８－１竹田ハイツ１０１ 7441234 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 小寺 直樹 神北(伊健)第1-138 平成28年8月26日 令和5年8月31日 平成28年8月26日
000028 2100158333 たこ焼　ひまわり 664-0031 伊丹市荻野西１丁目８－１３ 7645739 飲食店営業(4)その他 一般 廣畑 順子 神北(伊健)第1-168 令和4年7月12日 令和10年8月31日 令和4年7月12日
000028 2100158355 てら蔵 664-0858 伊丹市西台２丁目２－２ 7707723 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 寺見 強 神北(伊健)第1-266 令和4年8月29日 令和10年8月31日 令和4年8月29日
000028 2100158397 ローソン川西加茂二丁目店 666-0025 川西市加茂２丁目７－１７ 7593383 飲食店営業(4)その他 一般 林田 充弘 神北(伊健)第1-144 平成28年8月31日 令和5年8月31日 平成28年8月31日
000028 2100158401 きづき 664-0851 伊丹市中央２丁目１－５ジャルダン伊丹　４Ｆ－４０１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木内 裕子 神北(伊健)第1-378 令和4年11月1日 令和10年11月30日 令和4年11月1日
000028 2100158439 津の田ミート　川西店 666-0033 川西市栄町２５－１　アステ川西３Ｆ 7581029 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 プルバンフードサービス株式会社 代表取締役 山本 達也 661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町４丁目８－１ 664214649 神北(伊健)第1-442 令和4年11月25日 令和10年11月30日 令和4年11月25日
000028 2100158440 とんかつ花むら　川西店 666-0033 川西市栄町２５－１アステ川西３Ｆ－３１５ 7572915 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三菓亭株式会社 代表取締役 豊洲 志津子 563-0023 大阪府池田市井口堂１丁目９番２３号 727619800 神北(伊健)第1-418 令和4年11月16日 令和10年11月30日 令和4年11月16日
000028 2100158517 天ぷら和食処川西店 666-0033 川西市栄町２５－１アステ川西３階３１４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社イオンイーハート 代表取締役 奥野 善德 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５番地１ 432962350 神北(伊健)第1-430 令和4年11月18日 令和10年11月30日 令和4年11月18日
000028 2100158524 魚国総本社・川西２７５２４ 666-0015 川西市小花１丁目６－６アルファリビング川西能勢口 7562230 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社魚国総本社 代表取締役 田所 伸浩 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町１丁目６－１９ 664785723 神北(伊健)第1-154 平成28年9月13日 令和5年11月30日 平成28年9月13日
000028 2100158634 ｋａｐｐｏ　むら井 664-0858 伊丹市西台１丁目５－１０ 7676009 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 村井 健太郎 神北(伊健)第1-448 令和4年11月29日 令和10年11月30日 令和4年11月29日
000028 2100158670 ローソン伊丹下河原二丁目店 664-0832 伊丹市下河原２丁目１３－８ 7725310 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社脩実 代表取締役 佐藤 実路 664-0853 兵庫県伊丹市平松５丁目１－１７－３０３ 7855090 神北(伊健)第1-166 平成28年9月26日 令和5年11月30日 平成28年9月26日
000028 2100158674 ２５５６事業所 664-0005 伊丹市瑞原２丁目５２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田３丁目３番２０号 664588801 神北(伊健)第1-165 平成28年9月26日 令和5年11月30日 平成28年9月26日
000028 2100158676 ソーシャルファームかがやき 666-0251 川辺郡猪名川町若葉２丁目４１ 7672131 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人グッド・サマリタン 理事長 金子 道仁 666-0251 兵庫県川辺郡猪名川町若葉２丁目４１ 7672131 神北(伊健)第1-353 令和4年10月24日 令和10年11月30日 令和4年10月24日
000028 2100158678 グッド・サマリタン・ホーム 666-0251 川辺郡猪名川町若葉２丁目４１ 7672131 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人グッド・サマリタン 理事長 金子 道仁 666-0251 兵庫県川辺郡猪名川町若葉２丁目４１ 7672131 神北(伊健)第1-352 令和4年10月24日 令和10年11月30日 令和4年10月24日
000028 2100158745 海鮮屋さん丼丸伊丹店 664-0836 伊丹市北本町１丁目１３５ハイツ北本町１０１号 7841188 飲食店営業(4)その他 一般 住友 紀之 神北(伊健)第1-381 令和4年11月1日 令和10年11月30日 令和4年11月1日
000028 2100158827 地階惣菜売場「鳥づくし」 666-0033 川西市栄町２６－１(株)阪急阪神百貨店川西阪急 7571231 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663611381 神北(伊健)第1-316 令和4年10月11日 令和10年11月30日 令和4年10月11日
000028 2100158899 有限会社緑園本店 664-0858 伊丹市西台１丁目８－３ 7723562 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社緑園 取締役 佐野 文彦 664-0858 兵庫県伊丹市西台１丁目８番３号 7725339 神北(伊健)第1-333 令和4年10月19日 令和10年11月30日 令和4年10月19日
000028 2100158925 ホルモン酒場　ずぼら 664-0851 伊丹市中央１丁目５－５ボントンビル１Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 稲澤 真也 神北(伊健)第1-359 令和4年10月25日 令和10年11月30日 令和4年10月25日
000028 2100159035 ＧＲＥＥＮＪＡＭ～ＭＯＧＵＲＡ　ＣＡＦＥ～ 664-0851 伊丹市中央４丁目５－１０大栄ビル２Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大原 智 神北(伊健)第1-373 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 2100159062 竜飯店 666-0022 川西市下加茂１丁目２６－７ 7597939 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤田 博史 神北(伊健)第1-339 令和4年10月20日 令和10年11月30日 令和4年10月20日
000028 2100159066 創作・居酒屋・鉄板　市口 664-0858 伊丹市西台４丁目６－２６ 7442929 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 市口 浩太郎 神北(伊健)第1-360 令和4年10月25日 令和10年11月30日 令和4年10月25日
000028 2100159100 けむりんちょ 664-0858 伊丹市西台５丁目７－２２ 7701022 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 重田 省吾 神北(伊健)第1-380 令和4年11月1日 令和10年11月30日 令和4年11月1日
000028 2100159122 有限会社マシューのチョコレート 664-0844 伊丹市口酒井１丁目３－３ 7771737 菓子製造業 一般 有限会社マシューのチョコレート 代表取締役 杉本 裕次郎 664-0844 兵庫県伊丹市口酒井１丁目３番３号 7771737 神北(伊健)第6-31 令和4年10月19日 令和10年11月30日 令和4年10月19日
000028 2100159159 わはは大島 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 今仲 洋子 神北(伊健)第1-265 令和3年10月28日 令和8年11月30日 令和3年10月28日
000028 2100159160 介護福祉施設　天河草子 666-0262 川辺郡猪名川町伏見台１丁目１－７０ 7645716 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社座右 代表取締役 松本 将志 670-0063 兵庫県姫路市下手野４丁目１３－５５ 792995050 神北(伊健)第1-390 令和4年11月7日 令和10年11月30日 令和4年11月7日
000028 2100159233 豚屋とん一　イオンモール伊丹 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹３Ｆ 7786106 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社トリドールジャパン 代表取締役 粟田 貴也 150-0043 東京都渋谷区道玄坂１丁目２１番１号 782003430 神北(伊健)第1-194 平成28年10月31日 令和5年11月30日 平成28年10月31日
000028 2100159273 一福 664-0846 伊丹市伊丹１丁目８－２２－３ 7798050 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西垣 聡一 神北(伊健)第1-397 令和4年11月8日 令和10年11月30日 令和4年11月8日
000028 2100159281 居酒屋　竣 664-0845 伊丹市東有岡１丁目１８－１３ 7676727 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小江 邦佳 神北(伊健)第1-382 令和4年11月1日 令和10年11月30日 令和4年11月1日
000028 2100159287 カフェ　きらめき 664-0007 伊丹市北野４丁目３０きららホール内 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 乾 容子 神北(伊健)第1-358 令和4年10月25日 令和10年11月30日 令和4年10月25日
000028 2100159316 きんのぶた川西久代店 666-0024 川西市久代１丁目８－２９ 7594129 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ワン・ダイニング 代表取締役 髙橋 淳 550-0013 大阪府大阪市西区新町１丁目２７－９ 665781290 神北(伊健)第1-340 令和4年10月20日 令和10年11月30日 令和4年10月20日
000028 2100159317 こもれび 666-0021 川西市栄根２丁目２４－９ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三田村 加代子 神北(伊健)第1-362 令和4年10月26日 令和10年11月30日 令和4年10月26日
000028 2100159318 だんだん 666-0033 川西市栄町２－１８ 7441118 飲食店営業(4)その他 一般 堀江 智惠子 神北(伊健)第1-429 令和4年11月18日 令和10年11月30日 令和4年11月18日
000028 2100159349 カフェ山の駅 666-0254 川辺郡猪名川町肝川字西の前１２５ 7664088 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 車 宏 神北(伊健)第1-354 令和4年10月24日 令和10年11月30日 令和4年10月24日
000028 2100159391 エスキナ 664-0862 伊丹市若菱町６丁目１７ 7732391 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 遠藤 淑和 神北(伊健)第1-356 令和4年10月25日 令和10年11月30日 令和4年10月25日
000028 2100159424 お好み焼き＆鉄板焼き　じゅんぺい 664-0897 伊丹市桜ケ丘２丁目１－１４ 7821283 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 林 準子 神北(伊健)第1-385 令和4年11月4日 令和10年11月30日 令和4年11月4日
000028 2100159425 恋　ＲＥＮ 664-0858 伊丹市西台５丁目７－２４ＩＮＧビル１階 7689393 飲食店営業(4)その他 一般 岡田 貴久 神北(伊健)第1-325 令和4年10月14日 令和10年11月30日 令和4年10月14日
000028 2100159529 クックデリ　御膳 666-0015 川西市小花１丁目１－１０ベルフローラ川西　Ｅ２０７Ｂ 7585944 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社いいなダイニング 代表取締役 梛木 浩二 532-0024 大阪府大阪市淀川区十三本町３丁目７－３６十三建物２階 663071391 神北(伊健)第1-421 令和4年11月16日 令和10年11月30日 令和4年11月16日
000028 2100159610 うさぎ 664-0004 伊丹市東野１丁目２５第１久保マンション１０１号 7785181 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山田 眞弓 神北(伊健)第1-441 令和4年11月25日 令和10年11月30日 令和4年11月25日
000028 2100159639 レインボーハイツ 666-0262 川辺郡猪名川町伏見台１丁目１－２４ 7661188 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社生駒コーポレーション 代表取締役 生駒 久美子 666-0262 兵庫県川辺郡猪名川町伏見台１丁目１－２４ 7661188 神北(伊健)第1-213 平成28年11月25日 令和5年11月30日 平成28年11月25日
000028 2100159717 Ｋａｆｆｅ(カフェ) 664-0858 伊丹市西台１丁目７－２３ 7838033 飲食店営業(4)その他 一般 藤本 健太 神北(伊健)第1-453 令和4年11月30日 令和10年11月30日 令和4年11月30日
000028 2100159738 ひまわり 666-0014 川西市小戸２丁目４－１１エストビル２　１Ｆ１号室 飲食店営業(4)その他 一般 佐藤 琴美 神北(伊健)第1-346 令和4年10月21日 令和10年11月30日 令和4年10月21日
000028 2100159755 Ｏｎｅ　Ｌｉｎｅ 666-0021 川西市栄根２丁目１－１０－４F　ＣＤパークプラザビル 7551111 飲食店営業(4)その他 一般 石川 明美 神北(伊健)第1-491 令和5年1月19日 令和11年2月28日 令和5年1月19日
000028 2100159815 北海道家庭料理　神威　カムイ 666-0114 川西市東畦野山手２丁目４－５ＫＭビル１０１ 7689249 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 青木 久代 神北(伊健)第1-489 令和5年1月19日 令和11年2月28日 令和5年1月19日
000028 2100159816 こもれび 666-0021 川西市栄根２丁目２４－９ 菓子製造業 一般 三田村 加代子 神北(伊健)第6-44 令和5年1月19日 令和11年2月28日 令和5年1月19日
000028 2100159838 膳 664-0015 伊丹市昆陽池１丁目５３－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 深道 久美子 神北(伊健)第1-501 令和5年1月25日 令和11年2月28日 令和5年1月25日
000028 2100159849 Ｐｉｚｚａ　ｇｒｏｏｖｅ 666-0014 川西市小戸１丁目１０－１４ 7570155 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大城 伸一 神北(伊健)第1-486 令和5年1月18日 令和11年2月28日 令和5年1月18日
000028 2100159883 スンドゥブ専門店ＨＯＴＴＯ(ホット） 664-0012 伊丹市緑ケ丘６丁目６４－１ 7747011 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 フクユ管理サービス株式会社 代表取締役 松下 研止 664-0027 兵庫県伊丹市池尻７丁目１８４ 7755145 神北(伊健)第1-483 令和5年1月18日 令和11年2月28日 令和5年1月18日
000028 2100159925 ローゲンマイヤー伊丹店 664-0851 伊丹市中央１丁目４－２くらすと伊丹１階 7830090 菓子製造業 一般 株式会社ローゲンマイヤー 代表取締役 細谷 洋一郎 659-0093 兵庫県芦屋市船戸町２－１ 664228606 神北(伊健)第6-54 令和5年2月9日 令和11年2月28日 令和5年2月9日
000028 2100159926 ローゲンマイヤー伊丹店 664-0851 伊丹市中央１丁目４－２くらすと伊丹１階 7830090 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ローゲンマイヤー 代表取締役 細谷 洋一郎 659-0093 兵庫県芦屋市船戸町２－１ 664228606 神北(伊健)第1-541 令和5年2月9日 令和11年2月28日 令和5年2月9日
000028 2100160021 おいしい食卓　柚葉 666-0245 川辺郡猪名川町つつじが丘５丁目１４－４ 7677690 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三原 美惠子 神北(伊健)第1-490 令和5年1月19日 令和11年2月28日 令和5年1月19日
000028 2100160029 オフィチーナ　川西工場 666-0011 川西市出在家町３－１４ 7689220 乳製品製造業 一般 株式会社オフィチーナ 代表取締役 宮西 憲洋 666-0011 兵庫県川西市出在家町３－１４ 7689220 神北(伊健)第8-1 令和5年1月27日 令和11年2月28日 令和5年1月27日
000028 2100160069 やよい軒　阪急伊丹店 664-0851 伊丹市中央１丁目４－２くらすと伊丹２Ｆ 7735355 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社プレナス 代表取締役 塩井 辰男 812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田１丁目１９－２１ 924523658 神北(伊健)第1-502 令和5年1月25日 令和11年2月28日 令和5年1月25日
000028 2100160077 ローソン川西加茂六丁目店 666-0025 川西市加茂６丁目６８－１ 7597650 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ハーモニー 代表取締役 福井 智康 660-0892 兵庫県尼崎市東難波町５丁目１３番２５号 664158292 神北(伊健)第1-236 平成28年12月27日 令和6年2月29日 平成28年12月27日
000028 2100160114 ワークランド　トライアングル 664-0016 伊丹市昆陽北１丁目２－６ 7725938 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人障がい者みんなの会トライアングル 理事長 北川 一馬 664-0016 兵庫県伊丹市昆陽北１丁目２番６号 7725938 神北(伊健)第6-50 令和5年1月25日 令和11年2月28日 令和5年1月25日
000028 2100160115 ワークランド　トライアングル 664-0016 伊丹市昆陽北１丁目２－６ 7725938 飲食店営業(4)その他 一般 特定非営利活動法人障がい者みんなの会トライアングル 理事長 北川 一馬 664-0016 兵庫県伊丹市昆陽北１丁目２番６号 7725938 神北(伊健)第1-504 令和5年1月25日 令和11年2月28日 令和5年1月25日
000028 2100160149 株式会社リュバン・アン・プリュス（製造） 666-0227 川辺郡猪名川町笹尾字加門田５－１－２ 7681114 菓子製造業 一般 株式会社リュバン・アン・プリュス 代表取締役 森田 佳子 669-1321 兵庫県三田市けやき台６丁目１番１３ 7681114 神北(伊健)第6-58 令和5年2月21日 令和11年2月28日 令和5年2月21日
000028 2100160157 川西典礼会館 666-0124 川西市多田桜木２丁目２－５ 7689922 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社日本セレモニー 代表取締役 神田 輝 750-1114 山口県下関市王喜本町６丁目４－５０ 832830088 神北(伊健)第1-238 平成29年1月6日 令和6年2月29日 平成29年1月6日
000028 2100160224 菓乙理 666-0129 川西市緑台４丁目２－６６ 菓子製造業 一般 益満 かおり 神北(伊健)第6-46 令和5年1月23日 令和11年2月28日 令和5年1月23日
000028 2100160270 ロックオン千僧 664-0014 伊丹市広畑１丁目１　千僧駐屯地内 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＡＭＯＮ 代表取締役 門脇 あゆみ 650-0003 兵庫県神戸市中央区山本通２丁目１４番２１号パールマンション４０１ 神北(伊健)第1-569 令和5年2月27日 令和11年2月28日 令和5年2月27日
000028 2100160280 居酒屋　そるてぃぼんぼん 664-0874 伊丹市山田５丁目１－３８ 7841223 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大田実業有限会社 取締役 大田 正彦 664-0874 兵庫県伊丹市山田５丁目１番３８号 664338280 神北(伊健)第1-506 令和5年1月25日 令和11年2月28日 令和5年1月25日
000028 2100160304 （焼肉ホルモン）ちんぐ 664-0851 伊丹市中央１丁目６－３第一尾仲ビル１Ｆ 7751189 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＹＡＭＡＴＯ 代表取締役 大和 隆史 664-0014 兵庫県伊丹市広畑２丁目２９－１ 7793932 神北(伊健)第1-562 令和5年2月24日 令和11年2月28日 令和5年2月24日
000028 2100160305 肉のスター 664-0851 伊丹市中央１丁目６－３第一尾仲ビル２Ｆ 7700669 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＹＡＭＡＴＯ 代表取締役 大和 隆史 664-0014 兵庫県伊丹市広畑２丁目２９－１ 7793932 神北(伊健)第1-563 令和5年2月24日 令和11年2月28日 令和5年2月24日



000028 2100160342 吞み処　舞 666-0022 川西市下加茂１丁目２４－２３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 溝川 小百合 神北(伊健)第1-487 令和5年1月19日 令和11年2月28日 令和5年1月19日
000028 2100160416 セブン－イレブン猪名川伏見台１丁目店 666-0262 川辺郡猪名川町伏見台１丁目１－７４ 7665871 飲食店営業(4)その他 一般 兼森 弘彦 神北(伊健)第1-561 令和5年2月22日 令和12年2月28日 令和5年2月22日
000028 2100160443 ニクマル 664-0851 伊丹市中央１丁目９－２０ 7842989 飲食店営業(4)その他 一般 山本 忠 神北(伊健)第1-568 令和5年2月27日 令和11年2月28日 令和5年2月27日
000028 2100160457 patisserie　Usagui（パティスリー　ウサギ） 664-0851 伊丹市中央１丁目７－１５ 7442790 菓子製造業 一般 村西 理沙 神北(伊健)第6-51 令和5年2月3日 令和11年2月28日 令和5年2月3日
000028 2100160468 関西スーパー　桜台店  （そうざい） 664-0029 伊丹市中野北３丁目５－２８ 7834758 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第1-250 平成29年1月31日 令和6年2月29日 平成29年1月31日
000028 2100160469 関西スーパー　桜台店  （寿司） 664-0029 伊丹市中野北３丁目５－２８ 7834758 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第1-251 平成29年1月31日 令和6年2月29日 平成29年1月31日
000028 2100160470 関西スーパー　桜台店  （海産寿司） 664-0029 伊丹市中野北３丁目５－２８ 7834758 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第1-252 平成29年1月31日 令和6年2月29日 平成29年1月31日
000028 2100160471 関西スーパー　桜台店  （フィッシュデリ） 664-0029 伊丹市中野北３丁目５－２８ 7834758 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第1-253 平成29年1月31日 令和6年2月29日 平成29年1月31日
000028 2100160472 関西スーパー　桜台店  （ミートデリ） 664-0029 伊丹市中野北３丁目５－２８ 7834758 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第1-254 平成29年1月31日 令和6年2月29日 平成29年1月31日
000028 2100160473 関西スーパー　桜台店 664-0029 伊丹市中野北３丁目５－２８ 7834758 魚介類販売業 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第22-46 平成29年1月31日 令和6年2月29日 平成29年1月31日
000028 2100160474 関西スーパー　桜台店 664-0029 伊丹市中野北３丁目５－２８ 7834758 食肉販売業 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第20-49 平成29年1月31日 令和6年2月29日 平成29年1月31日
000028 2100160475 関西スーパー　桜台店  （パン） 664-0029 伊丹市中野北３丁目５－２８ 7834758 菓子製造業 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第3-70 平成29年1月31日 令和6年2月29日 平成29年1月31日
000028 2100160476 関西スーパー　桜台店  （おはぎ） 664-0029 伊丹市中野北３丁目５－２８ 7834758 菓子製造業 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第3-71 平成29年1月31日 令和6年2月29日 平成29年1月31日
000028 2100160478 関西スーパー　桜台店  （コーヒー） 664-0029 伊丹市中野北３丁目５－２８ 7834758 喫茶店営業 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第2-75 平成29年1月31日 令和6年2月29日 平成29年1月31日
000028 2100160479 関西スーパー　桜台店  （スムージー） 664-0029 伊丹市中野北３丁目５－２８ 7834758 喫茶店営業 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第2-76 平成29年1月31日 令和6年2月29日 平成29年1月31日
000028 2100160480 関西スーパー　桜台店  （ピザ） 664-0029 伊丹市中野北３丁目５－２８ 7834758 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第1-255 平成29年1月31日 令和6年2月29日 平成29年1月31日
000028 2100160504 絹延橋うどん研究所 666-0014 川西市小戸３丁目２３－６ 7677639 菓子製造業 一般 永尾 美弥 神北(伊健)第6-56 令和5年2月14日 令和11年2月28日 令和5年2月14日
000028 2100160529 開華亭 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 甲斐 智也 神北(伊健)第1-360 令和4年1月19日 令和9年2月28日 令和4年1月19日
000028 2100160675 明日も。 664-0851 伊丹市中央２丁目１－５ジャルダン伊丹３０２ 飲食店営業(4)その他 一般 赤松 玉枝 神北(伊健)第1-478 令和5年1月17日 令和11年2月28日 令和5年1月17日
000028 2100160722 かつアンドかつ川西平野店 666-0121 川西市平野３丁目１６－１４ 7900755 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社かつアンドかつ 代表取締役 森元 芳樹 564-0051 大阪府吹田市豊津町１－３３ 668215416 神北(伊健)第1-559 令和5年2月21日 令和11年2月28日 令和5年2月21日
000028 2100160778 吉野家　尼宝線池尻店 664-0027 伊丹市池尻２丁目１－１５ 7737588 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社関西𠮷野家 代表取締役 渡邉 喜広 103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町３６番２号 356518601 神北(伊健)第1-532 令和5年2月6日 令和11年2月28日 令和5年2月6日
000028 2100160816 たつみや 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 飾磨 竜也 神北(伊健)第1-412 令和4年2月7日 令和9年2月28日 令和4年2月7日
000028 2100160817 たつみや 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 辻󠄀坂 豊弘 神北(伊健)第1-413 令和4年2月7日 令和9年2月28日 令和4年2月7日
000028 2100160826 検車庫（形式称号5100系　5690号車、5677号車) 666-0121 川西市平野１丁目３５－１ 7927716 飲食店営業(4)その他 露店40L 能勢電鉄株式会社 代表取締役 中野 雅文 666-0121 兵庫県川西市平野１丁目３５－２ 7927200 神北(伊健)第1-419 令和4年2月14日 令和9年2月28日 令和4年2月14日
000028 2100160877 インドネパール料理ＳＥＡ茶 666-0024 川西市久代３丁目３０－２０久代ハイツ１０８ 7591050 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ギミレ ラメス 神北(伊健)第1-566 令和5年2月27日 令和11年2月28日 令和5年2月27日
000028 2100160927 patisserie　Usagui（パティスリー　ウサギ） 664-0851 伊丹市中央１丁目７－１５ 7442790 飲食店営業(4)その他 一般 村西 理沙 神北(伊健)第1-529 令和5年2月3日 令和11年2月28日 令和5年2月3日
000028 2100160938 関西スーパー　荒牧店  （寿司・そうざい） 664-0001 伊丹市荒牧７丁目１２－１５ 7777222 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３－３８ 7720341 神北(伊健)第1-278 平成29年2月27日 令和6年2月29日 平成29年2月27日
000028 2100160941 関西スーパー　荒牧店  （コーヒー） 664-0001 伊丹市荒牧７丁目１２－１５ 7777222 喫茶店営業 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３－３８ 7720341 神北(伊健)第2-86 平成29年2月27日 令和6年2月29日 平成29年2月27日
000028 2100160942 関西スーパー　荒牧店  （スムージー） 664-0001 伊丹市荒牧７丁目１２－１５ 7777222 喫茶店営業 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３－３８ 7720341 神北(伊健)第2-87 平成29年2月27日 令和6年2月29日 平成29年2月27日
000028 2100160944 杉田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 杉田 阿維子 神北(伊健)第1-1 令和4年4月4日 令和9年5月31日 令和4年4月4日
000028 2100160945 杉田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 杉田 信雄 神北(伊健)第1-2 令和4年4月4日 令和9年5月31日 令和4年4月4日
000028 2100160947 まるしん食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 中澤 深 神北(伊健)第1-3 令和4年4月4日 令和9年5月31日 令和4年4月4日
000028 2100160948 まるしん食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 杉田 竜也 神北(伊健)第1-4 令和4年4月4日 令和9年5月31日 令和4年4月4日
000028 2100160949 杉田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 杉田 さゆみ 神北(伊健)第1-5 令和4年4月4日 令和9年5月31日 令和4年4月4日
000028 2100160950 まるしん食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 杉田 智美 神北(伊健)第1-6 令和4年4月4日 令和9年5月31日 令和4年4月4日
000028 2100160963 関西スーパー　荒牧店  （寿司） 664-0001 伊丹市荒牧７丁目１２－１５ 7777222 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３－３８ 7720341 神北(伊健)第1-274 平成29年2月27日 令和6年2月29日 平成29年2月27日
000028 2100160964 関西スーパー　荒牧店  （海産寿司） 664-0001 伊丹市荒牧７丁目１２－１５ 7777222 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３－３８ 7720341 神北(伊健)第1-275 平成29年2月27日 令和6年2月29日 平成29年2月27日
000028 2100160965 関西スーパー　荒牧店  （ＦＩＳＨ　ＤＥＬＩ） 664-0001 伊丹市荒牧７丁目１２－１５ 7777222 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３－３８ 7720341 神北(伊健)第1-276 平成29年2月27日 令和6年2月29日 平成29年2月27日
000028 2100160966 関西スーパー　荒牧店  （ＭＥＡＴ　ＤＥＬＩ） 664-0001 伊丹市荒牧７丁目１２－１５ 7777222 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３－３８ 7720341 神北(伊健)第1-277 平成29年2月27日 令和6年2月29日 平成29年2月27日
000028 2100160970 関西スーパー　荒牧店 664-0001 伊丹市荒牧７丁目１２－１５ 7777222 魚介類販売業 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３－３８ 7720341 神北(伊健)第22-52 平成29年2月27日 令和6年2月29日 平成29年2月27日
000028 2100160972 関西スーパー　荒牧店  （パン） 664-0001 伊丹市荒牧７丁目１２－１５ 7777222 菓子製造業 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３－３８ 7720341 神北(伊健)第3-81 平成29年2月27日 令和6年2月29日 平成29年2月27日
000028 2100160973 関西スーパー　荒牧店  （おはぎ） 664-0001 伊丹市荒牧７丁目１２－１５ 7777222 菓子製造業 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３－３８ 7720341 神北(伊健)第3-82 平成29年2月27日 令和6年2月29日 平成29年2月27日
000028 2100161045 だいにんぐＢａｒ　Ａｖｅｔｅ 664-0006 伊丹市鴻池６丁目３０－１２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 有美子 神北(伊健)第1-67 令和5年4月27日 令和11年5月31日 令和5年4月27日
000028 2100161081 ＭＯＧＵＲＡ　ＣＡＦＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 一般社団法人ＧＲＥＥＮＪＡＭ 代表理事 大原 智 664-0846 兵庫県伊丹市伊丹１丁目２－１５リベルタス伊丹郷町２０１ 7646569 神北(伊健)第1-126 令和4年5月26日 令和9年5月31日 令和4年5月26日
000028 2100161320 ０Ｈ３９２６兵庫２ 664-0029 伊丹市中野北２丁目１１－２２協同の苑くすのき 7442801 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 グリーンホスピタリティフードマネジメント株式会社 代表取締役 丹井 一人 163-1417 東京都新宿区西新宿３丁目２０番２号 664445723 神北(伊健)第1-302 平成29年3月24日 令和5年5月31日 平成29年3月24日
000028 2100161345 ケアフードサービス　グローリア東野事業所 664-0004 伊丹市東野１丁目６ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ケアフードサービス 代表取締役 藤﨑 美奈子 651-2276 兵庫県神戸市西区春日台１丁目１８－２ 789610631 神北(伊健)第1-52 令和5年4月25日 令和12年5月31日 令和5年4月25日
000028 2100161351 ゆうあいセンター 666-0236 川辺郡猪名川町北田原字南山１４－２ 7661200 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ウオクニ株式会社 代表取締役 野々村 充教 657-0842 兵庫県神戸市灘区船寺通４丁目５－１６ 788019814 神北(伊健)第1-303 平成29年3月27日 令和5年5月31日 平成29年3月27日
000028 2100161431 東リ株式会社 664-0845 伊丹市東有岡５丁目１２５ 664941533 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大王フードサービス株式会社 代表取締役 阪口 功尚 541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町１丁目１－５大一瓦町ビル内 662291770 神北(伊健)第1-307 平成29年3月29日 令和5年5月31日 平成29年3月29日
000028 2100161531 大．ミュージック・スタディ 666-0137 川西市湯山台１丁目２３－４ 7922910 飲食店営業(4)その他 一般 大藪 洋 神北(伊健)第1-3 平成29年4月4日 令和5年5月31日 平成29年4月4日
000028 2100161602 味どころ　みほ 664-0851 伊丹市中央４丁目３－１４－１０１ 7795889 飲食店営業(4)その他 一般 槇原 美裕子 神北(伊健)第1-5 平成29年4月7日 令和5年5月31日 平成29年4月7日
000028 2100161606 関西スーパー　中央店 664-0851 伊丹市中央５丁目３－３８ 7720345 食肉処理業 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第19-1 平成29年4月10日 令和6年5月31日 平成29年4月10日
000028 2100161618 アトリエ　Ｍｕｇｉ 666-0142 川西市清和台東４丁目２－８３ 7995958 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中村 典子 神北(伊健)第1-6 平成29年4月10日 令和5年5月31日 平成29年4月10日
000028 2100161636 肉まる商店イオンモール伊丹昆陽店 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオンモール伊丹昆陽３階 7676280 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ゼンショク 代表取締役 大石 重己 567-0888 大阪府茨木市駅前１丁目４－３０ 726313222 神北(伊健)第1-7 平成29年4月11日 令和5年5月31日 平成29年4月11日
000028 2100161670 misty（ミスティ） 664-0007 伊丹市北野５丁目３７ 飲食店営業(4)その他 一般 吉村 教子 神北(伊健)第1-10 平成29年4月12日 令和5年5月31日 平成29年4月12日
000028 2100161671 ＥＣＲＵ＋（エクリュ・プリュス） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 吉川 祥子 神北(伊健)第1-15 令和4年4月7日 令和9年5月31日 令和4年4月7日
000028 2100161696 Ｒ－ｂａｋｅｒｙ　（アールベーカリー） 666-0033 川西市栄町２５－１アステ川西地下１階０１２区画 7440310 菓子製造業 一般 株式会社ワールドフーズ 代表取締役 山田 諭 561-0802 大阪府豊中市曽根東町３丁目２番１－１０４号 7603003 神北(伊健)第3-4 平成29年4月14日 令和5年5月31日 平成29年4月14日
000028 2100161702 業務スーパーＴＡＫＥＮＯＫＯ　川西下加茂店 666-0022 川西市下加茂１丁目２１－１１ 7575515 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｕ＆Ｓ 代表取締役 梅原 一嘉 564-0027 大阪府吹田市朝日町１４－１９ 663828001 神北(伊健)第1-12 平成29年4月14日 令和5年5月31日 平成29年4月14日
000028 2100161704 業務スーパーＴＡＫＥＮＯＫＯ　川西下加茂店 666-0022 川西市下加茂１丁目２１－１１ 7575515 食肉販売業 一般 株式会社Ｕ＆Ｓ 代表取締役 梅原 一嘉 564-0027 大阪府吹田市朝日町１４－１９ 663828001 神北(伊健)第20-2 平成29年4月14日 令和5年5月31日 平成29年4月14日
000028 2100161705 業務スーパーＴＡＫＥＮＯＫＯ　川西下加茂店 666-0022 川西市下加茂１丁目２１－１１ 7575515 魚介類販売業 一般 株式会社Ｕ＆Ｓ 代表取締役 梅原 一嘉 564-0027 大阪府吹田市朝日町１４－１９ 663828001 神北(伊健)第22-2 平成29年4月14日 令和5年5月31日 平成29年4月14日
000028 2100161758 メモリアルホール日生中央飛翔殿 666-0262 川辺郡猪名川町伏見台１丁目１－３２ 727660142 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社セレ・ナス 代表取締役 福井 昌勝 542-0082 大阪府大阪市中央区島之内２丁目１５－２０ 662240815 神北(伊健)第1-73 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 2100161789 ミラマハル　瑞穂店 664-0013 伊丹市瑞穂町５丁目８ヒカリコーポ１０１号室 727830520 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＳＪＡＢＭインターナショナル 代表取締役 ﾋﾞｽﾄ･ｿﾊﾝ･ﾊﾟﾙ･ｼﾝｸﾞ 532-0031 大阪府大阪市淀川区加島３丁目９－１０辻庄ハイツ１Ｆ１０２号室 663013572 神北(伊健)第1-69 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 2100161835 イオン伊丹昆陽店  ホットデリカ２ 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１ 727736900 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５－１ 432116110 神北(伊健)第1-40 令和5年4月20日 令和12年5月31日 令和5年4月20日
000028 2100161847 インド・ネパール料理  タージマハルエベレスト 666-0129 川西市緑台２丁目１－７４ 7926560 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 KANDEL RAJU PRASAD 神北(伊健)第1-20 平成29年4月24日 令和5年5月31日 平成29年4月24日
000028 2100161870 マドゥーカ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 和田 勉 神北(伊健)第1-46 令和4年4月19日 令和9年5月31日 令和4年4月19日
000028 2100161894 Ｓｅａ２１　つるつるうどん　ばぁば庵 666-0123 川西市鼓が滝１丁目２８－３０ 727910021 飲食店営業(4)その他 一般 大崎 由賀 神北(伊健)第1-54 令和5年4月25日 令和11年5月31日 令和5年4月25日
000028 2100161897 ぼん太 664-0831 伊丹市北伊丹３丁目１１５ 727709316 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 栗田 光晴 神北(伊健)第1-61 令和5年4月26日 令和11年5月31日 令和5年4月26日
000028 2100161898 伊丹市立中学校給食センター 664-0836 伊丹市北本町３丁目４５－１ 7689771 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社東洋食品 代表取締役 荻久保 英男 110-0015 東京都台東区東上野１丁目１４－４ 338361291 神北(伊健)第1-25 平成29年4月26日 令和6年5月31日 平成29年4月26日
000028 2100161966 阪急オアシス伊丹昆陽東店  （スムージー） 664-0886 伊丹市昆陽東１丁目２－７ 7770360 喫茶店営業 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457504 神北(伊健)第2-13 平成29年4月28日 令和6年5月31日 平成29年4月28日
000028 2100161969 阪急オアシス伊丹昆陽東店  （水産寿司） 664-0886 伊丹市昆陽東１丁目２－７ 7770360 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457504 神北(伊健)第1-31 平成29年4月28日 令和6年5月31日 平成29年4月28日
000028 2100161970 阪急オアシス伊丹昆陽東店  （シーフードデリ） 664-0886 伊丹市昆陽東１丁目２－７ 7770360 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457504 神北(伊健)第1-32 平成29年4月28日 令和6年5月31日 平成29年4月28日
000028 2100161971 阪急オアシス伊丹昆陽東店 664-0886 伊丹市昆陽東１丁目２－７ 7770360 魚介類販売業 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457504 神北(伊健)第22-5 平成29年4月28日 令和6年5月31日 平成29年4月28日
000028 2100162003 特殊発條興業(株)　伊丹　右奥現場 664-0837 伊丹市北河原１丁目１－１ 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第2-2 令和4年5月16日 令和10年5月31日 令和4年5月16日
000028 2100162023 阪急オアシス伊丹昆陽東店 664-0886 伊丹市昆陽東１丁目２－７ 7770360 菓子製造業 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457504 神北(伊健)第3-6 平成29年4月28日 令和6年5月31日 平成29年4月28日
000028 2100162024 阪急オアシス伊丹昆陽東店 664-0886 伊丹市昆陽東１丁目２－７ 7770360 食肉販売業 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457504 神北(伊健)第20-5 平成29年4月28日 令和6年5月31日 平成29年4月28日
000028 2100162025 阪急オアシス伊丹昆陽東店  （コーヒー） 664-0886 伊丹市昆陽東１丁目２－７ 7770360 喫茶店営業 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457504 神北(伊健)第2-15 平成29年4月28日 令和6年5月31日 平成29年4月28日
000028 2100162032 阪急オアシス伊丹昆陽東店  （ミートデリ） 664-0886 伊丹市昆陽東１丁目２－７ 7770360 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457504 神北(伊健)第1-33 平成29年4月28日 令和6年5月31日 平成29年4月28日
000028 2100162033 阪急オアシス伊丹昆陽東店  （デリカ） 664-0886 伊丹市昆陽東１丁目２－７ 7770360 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457504 神北(伊健)第1-34 平成29年4月28日 令和6年5月31日 平成29年4月28日
000028 2100162045 ルポゼ 664-0027 伊丹市池尻７丁目１９３ 7818031 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　阪神自動車学院 代表取締役社長 古田 孝雄 664-0027 兵庫県伊丹市池尻７丁目１９３ 7818031 神北(伊健)第1-38 平成29年5月8日 令和5年5月31日 平成29年5月8日
000028 2100162062 Ｎｅｏ　ａｉａｉ 666-0014 川西市小戸２丁目４－３ビーグルマンション１０１号 727586272 飲食店営業(4)その他 一般 倉田 弥生 神北(伊健)第1-59 令和5年4月26日 令和11年5月31日 令和5年4月26日
000028 2100162088 スナック永吉 664-0007 伊丹市北野５丁目３５ 飲食店営業(4)その他 一般 浅野 洋二 神北(伊健)第1-27 令和5年4月17日 令和11年5月31日 令和5年4月17日
000028 2100162105 株式会社　万代　川西加茂店 666-0022 川西市下加茂２丁目４－５ 7568831 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０－１３ 667203305 神北(伊健)第1-41 平成29年5月10日 令和6年5月31日 平成29年5月10日
000028 2100162106 株式会社　万代　川西加茂店 666-0022 川西市下加茂２丁目４－５ 7568831 魚介類販売業 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０－１３ 667203305 神北(伊健)第22-7 平成29年5月10日 令和6年5月31日 平成29年5月10日
000028 2100162107 株式会社　万代　川西加茂店 666-0022 川西市下加茂２丁目４－５ 7568831 食肉販売業 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０－１３ 667203305 神北(伊健)第20-7 平成29年5月10日 令和6年5月31日 平成29年5月10日
000028 2100162125 Ｂａｒ Ｂｕｌｌ 伊丹店 664-0851 伊丹市中央１丁目５－１９ピュア伊丹２１ ７Ｆ 7821101 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＯＳＣ 代表取締役 小田原 晋平 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町１丁目１番２号 664234300 神北(伊健)第1-43 平成29年5月11日 令和5年5月31日 平成29年5月11日
000028 2100162143 みどり園 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 有限会社緑園 代表取締役 佐野 文彦 664-0858 兵庫県伊丹市西台１丁目８番３号 7725339 神北(伊健)第1-127 令和4年5月26日 令和9年5月31日 令和4年5月26日
000028 2100162168 ５ｋｉｔｃｈｅｎ  （ファイブキッチン） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 小長 正剛 神北(伊健)第1-84 令和4年5月9日 令和9年5月31日 令和4年5月9日
000028 2100162169 ｍａｄａｍ雅 664-0851 伊丹市中央１丁目９－１１池信第２ビル４Ｆ 7725333 飲食店営業(4)その他 一般 黒﨑 真帆 神北(伊健)第1-47 平成29年5月15日 令和5年5月31日 平成29年5月15日
000028 2100162220 イオン伊丹昆陽店  オーガニックショップ 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１ 7736900 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５－１ 432116110 神北(伊健)第1-44 令和4年4月19日 令和10年5月31日 令和4年4月19日
000028 2100162228 イオン伊丹昆陽店  不二家 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１ 727736900 菓子製造業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５－１ 432116110 神北(伊健)第6-3 令和5年4月20日 令和11年5月31日 令和5年4月20日
000028 2100162238 和音 666-0153 川西市一庫字井補野２８ 727950355 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 和音合同会社 代表社員 大塚 謙二 666-0153 兵庫県川西市一庫字井補野２８ 727950355 神北(伊健)第1-55 令和5年4月25日 令和11年5月31日 令和5年4月25日
000028 2100162239 和音 666-0153 川西市一庫字井補野２８ 727950355 魚介類販売業 一般 和音合同会社 代表社員 大塚 謙二 666-0153 兵庫県川西市一庫字井補野２８ 727950355 神北(伊健)第4-4 令和5年4月25日 令和11年5月31日 令和5年4月25日
000028 2100162280 いさむ 664-0029 伊丹市中野北３丁目４－２４ 7689338 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社いさむ 代表取締役 小林 則昭 664-0029 兵庫県伊丹市中野北３丁目４－２４ 7689338 神北(伊健)第1-51 平成29年5月26日 令和5年5月31日 平成29年5月26日
000028 2100162281 みどり園　本店 664-0858 伊丹市西台１丁目８－３ 7725339 菓子製造業 一般 有限会社緑園 代表取締役 佐野 文彦 664-0858 兵庫県伊丹市西台１丁目８番３号 7725339 神北(伊健)第3-12 平成29年5月22日 令和5年5月31日 平成29年5月22日
000028 2100162318 Bonito 666-0015 川西市小花１丁目２－３　２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 田中 壽輝 神北(伊健)第1-53 平成29年5月24日 令和5年5月31日 平成29年5月24日
000028 2100162343 こてつ 666-0123 川西市鼓が滝１丁目２８－４ 飲食店営業(4)その他 一般 片岡 英子 神北(伊健)第1-63 令和5年4月27日 令和11年5月31日 令和5年4月27日
000028 2100162378 イオン猪名川店水産売場 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１ 727651111 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５番地１ 432126000 神北(伊健)第1-71 令和5年4月28日 令和12年5月31日 令和5年4月28日
000028 2100162392 さつき 666-0121 川西市平野２丁目９－１７ 飲食店営業(4)その他 一般 大山 永子 神北(伊健)第1-60 平成29年5月29日 令和5年5月31日 平成29年5月29日
000028 2100162559 鶏笑 666-0004 川西市萩原１丁目１２－１７ 7573453 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 蔵本 直樹 神北(伊健)第1-64 平成29年6月6日 令和5年8月31日 平成29年6月6日
000028 2100162573 そば太鼓亭　日生中央店 666-0261 川辺郡猪名川町松尾台１丁目２－２ 7663855 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　太鼓亭 代表取締役 水上 泰輔 560-0084 大阪府豊中市新千里南町２丁目５番３号 727283491 神北(伊健)第1-66 平成29年6月8日 令和5年8月31日 平成29年6月8日
000028 2100162593 セブン－イレブン伊丹桜ヶ丘３丁目店 664-0897 伊丹市桜ケ丘３丁目１－８ 7856835 飲食店営業(4)その他 一般 三宅 正記 神北(伊健)第1-67 平成29年6月8日 令和6年8月31日 平成29年6月8日
000028 2100162644 Ｂａｒ　Ｌａｙｌａ 664-0858 伊丹市西台３丁目９－２２白木屋ビル裏１０５ 7861854 飲食店営業(4)その他 一般 山本 険 神北(伊健)第1-69 平成29年6月12日 令和5年8月31日 平成29年6月12日
000028 2100162656 こひつじアトリエ 666-0251 川辺郡猪名川町若葉２丁目４５－５ 菓子製造業 一般 小松 緑 神北(伊健)第3-16 平成29年6月13日 令和5年8月31日 平成29年6月13日
000028 2100162790 鉄板　ＴＥＮＭＥＩ 664-0851 伊丹市中央１丁目５－５ボントンビルＢ１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 竹内 光 神北(伊健)第1-78 平成29年6月21日 令和5年8月31日 平成29年6月21日
000028 2100162791 パン工房ゆっくり 666-0225 川辺郡猪名川町木津字中島１０ 7681525 飲食店営業(4)その他 一般 山根 叔子 神北(伊健)第1-76 平成29年6月20日 令和5年8月31日 平成29年6月20日
000028 2100162792 パン工房ゆっくり 666-0225 川辺郡猪名川町木津字中島１０ 7681525 菓子製造業 一般 山根 叔子 神北(伊健)第3-17 平成29年6月20日 令和5年8月31日 平成29年6月20日
000028 2100162795 千成家　伊丹中央店 664-0851 伊丹市中央４丁目５－２０ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社千成家 代表取締役 釼持 公一郎 672-8035 兵庫県姫路市飾磨区中島庄助新田３３５０ 792431708 神北(伊健)第1-77 平成29年6月21日 令和5年8月31日 平成29年6月21日
000028 2100162823 酒呑よこちゃん 666-0261 川辺郡猪名川町松尾台４丁目２－６ 飲食店営業(4)その他 一般 横江 敬子 神北(伊健)第1-79 平成29年6月22日 令和5年8月31日 平成29年6月22日
000028 2100162831 関西スーパー中央店テナント棟 664-0851 伊丹市中央４丁目５－２０ 7720345 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第1-80 平成29年6月23日 令和6年8月31日 平成29年6月23日
000028 2100162901 菜食工房 664-0006 伊丹市鴻池４丁目１－１０オアシスタウン伊丹鴻池１Ｆ 7730773 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社コズミックホールディングス 代表取締役 定松 慎 530-0055 大阪府大阪市北区野崎町９－１３ 663127479 神北(伊健)第1-85 平成29年6月27日 令和5年8月31日 平成29年6月27日
000028 2100162904 チャイニーズ酒房Ｃｏｃｏｉｒｏ 664-0851 伊丹市中央５丁目１－４ 7858025 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 村上 智美 神北(伊健)第1-86 平成29年6月27日 令和5年8月31日 平成29年6月27日
000028 2100162953 阪急オアシス伊丹鴻池店  （ジュース） 664-0006 伊丹市鴻池４丁目１－１０ 7735710 喫茶店営業 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457504 神北(伊健)第2-26 平成29年6月28日 令和6年8月31日 平成29年6月28日
000028 2100162954 阪急オアシス伊丹鴻池店 664-0006 伊丹市鴻池４丁目１－１０ 7735710 魚介類販売業 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457504 神北(伊健)第22-12 平成29年6月28日 令和6年8月31日 平成29年6月28日



000028 2100162955 阪急オアシス伊丹鴻池店  （水産寿司） 664-0006 伊丹市鴻池４丁目１－１０ 7735710 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457504 神北(伊健)第1-87 平成29年6月28日 令和6年8月31日 平成29年6月28日
000028 2100162956 阪急オアシス伊丹鴻池店  （グリル） 664-0006 伊丹市鴻池４丁目１－１０ 7735710 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457504 神北(伊健)第1-88 平成29年6月28日 令和6年8月31日 平成29年6月28日
000028 2100162983 阪急オアシス伊丹鴻池店（オードブル） 664-0006 伊丹市鴻池４丁目１－１０ 7735710 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457504 神北(伊健)第1-89 平成29年6月28日 令和5年8月31日 平成29年6月28日
000028 2100162984 阪急オアシス伊丹鴻池店（デリカ） 664-0006 伊丹市鴻池４丁目１－１０ 7735710 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457504 神北(伊健)第1-90 平成29年6月28日 令和6年8月31日 平成29年6月28日
000028 2100162985 阪急オアシス伊丹鴻池店（コーヒー） 664-0006 伊丹市鴻池４丁目１－１０ 7735710 喫茶店営業 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457504 神北(伊健)第2-28 平成29年6月28日 令和5年8月31日 平成29年6月28日
000028 2100162992 阪急オアシス伊丹鴻池店 664-0006 伊丹市鴻池４丁目１－１０ 7735710 食肉販売業 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457504 神北(伊健)第20-11 平成29年6月28日 令和6年8月31日 平成29年6月28日
000028 2100162993 阪急オアシス伊丹鴻池店 664-0006 伊丹市鴻池４丁目１－１０ 7735710 菓子製造業 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457504 神北(伊健)第3-18 平成29年6月28日 令和6年8月31日 平成29年6月28日
000028 2100163046 魁商店３ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 大西 磯 神北(伊健)第1-270 令和4年8月30日 令和9年8月31日 令和4年8月30日
000028 2100163047 魁商店４ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 田中 貴典 神北(伊健)第1-269 令和4年8月30日 令和9年8月31日 令和4年8月30日
000028 2100163067 関西スーパー　中央店 664-0851 伊丹市中央５丁目３－３８ 7720345 そうざい製造業 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第7-3 平成29年7月6日 令和6年8月31日 平成29年7月6日
000028 2100163079 アール　フーズアパートメント 664-0012 伊丹市緑ケ丘５丁目１１２－８ 7431699 菓子製造業 一般 岩本 久美子 神北(伊健)第3-19 平成29年7月7日 令和5年8月31日 平成29年7月7日
000028 2100163090 美工珈琲 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 髙橋 有紀 神北(伊健)第1-218 令和4年8月3日 令和9年8月31日 令和4年8月3日
000028 2100163117 スナック　ルナ 664-0858 伊丹市西台１丁目７－２　小西ビル１Ｆ 7726581 飲食店営業(4)その他 一般 森 茂美 神北(伊健)第1-98 平成29年7月11日 令和5年8月31日 平成29年7月11日
000028 2100163119 台湾ラーメン　雲照 666-0015 川西市小花１丁目２－３ 7598800 飲食店営業(4)その他 一般 川井 智也 神北(伊健)第1-99 平成29年7月11日 令和5年8月31日 平成29年7月11日
000028 2100163167 にぎり長次郎伊丹店 664-0013 伊丹市瑞穂町２丁目２２ 7442271 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社フーズネット 代表取締役 加藤 誠 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町２－３－１３大阪国際ビルディング３０Ｆ 662104481 神北(伊健)第1-102 平成29年7月14日 令和5年8月31日 平成29年7月14日
000028 2100163172 コメダ珈琲店　アステ川西店 666-0033 川西市栄町２５－１アステ川西３Ｆ 7671266 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社チェーズＮＥＸＴ 代表取締役 坂本 友群 660-0883 兵庫県尼崎市神田北通２－１２－１大陽ビルディング８階 664191020 神北(伊健)第1-101 平成29年7月14日 令和5年8月31日 平成29年7月14日
000028 2100163249 Kizuna～絆～ 664-0858 伊丹市西台２丁目６－４イスズハイツベル伊丹三番館地下１階 飲食店営業(4)その他 一般 坂本 美保 神北(伊健)第1-108 平成29年7月20日 令和5年8月31日 平成29年7月20日
000028 2100163266 ｎｉｇｈｔ　ｉｎ　Ｐ－ＣＨＡＮ 664-0886 伊丹市昆陽東５丁目１－５パティオ昆陽１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 岡田 道子 神北(伊健)第1-110 平成29年7月21日 令和5年8月31日 平成29年7月21日
000028 2100163297 だんらん処一 664-0851 伊丹市中央３丁目１－２８ 7848615 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社だんらん処一 代表取締役 髙木 一郎 664-0851 兵庫県伊丹市中央３丁目１－２８ 神北(伊健)第1-116 平成29年7月25日 令和5年8月31日 平成29年7月25日
000028 2100163333 空ごこち 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 三宅 勝治 神北(伊健)第1-235 令和4年8月12日 令和9年8月31日 令和4年8月12日
000028 2100163343 ファミリーマート　伊丹鴻池四丁目店 664-0006 伊丹市鴻池４丁目２－２０ 7771107 飲食店営業(4)その他 一般 深美 誠史 神北(伊健)第1-119 平成29年7月27日 令和5年8月31日 平成29年7月27日
000028 2100163401 華 666-0026 川西市南花屋敷２丁目１２－３ 飲食店営業(4)その他 一般 川井 勝利 神北(伊健)第1-120 平成29年7月31日 令和5年8月31日 平成29年7月31日
000028 2100163402 ホリイケ 666-0023 川西市東久代２丁目１３－１１ 7591443 飲食店営業(4)その他 一般 堀池 嘉清 神北(伊健)第1-121 平成29年7月31日 令和5年8月31日 平成29年7月31日
000028 2100163415 有限会社　河本本舗 664-0028 伊丹市西野８丁目３－１　桜台ハイツ１０６号 菓子製造業 一般 有限会社河本本舗 代表取締役 河本 茂雄 665-0842 兵庫県宝塚市川面６丁目９－６ 797860356 神北(伊健)第3-21 平成29年8月1日 令和5年8月31日 平成29年8月1日
000028 2100163416 多田東まちづくりプラザしゃらりん 666-0122 川西市東多田１丁目１２－１５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佐古 新市 神北(伊健)第1-124 平成29年8月1日 令和5年8月31日 平成29年8月1日
000028 2100163467 Ｂｉｓｔｒｏ　ＤＯＯＲ 664-0851 伊丹市中央５丁目２－１９ 7720700 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佐々木 秀実 神北(伊健)第1-126 平成29年8月4日 令和5年8月31日 平成29年8月4日
000028 2100163473 ＴＥＡＣＥ（ティース） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 小林 歩美 神北(伊健)第1-268 令和4年8月30日 令和9年8月31日 令和4年8月30日
000028 2100163477 株式会社フォーデリ  セントラルキッチン 664-0844 伊丹市口酒井１丁目４－４０ 7829563 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社フォーデリ 代表取締役 井髙 功一郎 664-0844 兵庫県伊丹市口酒井１丁目４－４０ 7829563 神北(伊健)第1-127 平成29年8月4日 令和5年8月31日 平成29年8月4日
000028 2100163594 スポーツ＆カラオケ酒場　ノーサイド 664-0858 伊丹市西台２丁目６－５イスズハイツベル伊丹三番館９０１号室（Ａ号） 飲食店営業(4)その他 一般 寺岡 和人 神北(伊健)第1-134 平成29年8月15日 令和5年8月31日 平成29年8月15日
000028 2100163601 (株)オイシス伊丹工場 664-0027 伊丹市池尻２丁目２３ 7811217 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社オイシス 代表取締役 池野 正明 653-0022 兵庫県神戸市長田区東尻池町２丁目５－３ 7811217 神北(伊健)第15-3 平成29年8月15日 令和5年8月31日 平成29年8月15日
000028 2100163627 いながわ・わくわく市場 666-0233 川辺郡猪名川町紫合字氏上１６３－１ 7652777 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社大桜水産 代表取締役 服部 史知 563-0024 大阪府池田市鉢塚３丁目９－２５－１０９ 727535111 神北(伊健)第1-135 平成29年8月17日 令和5年8月31日 平成29年8月17日
000028 2100163628 いながわ・わくわく市場 666-0233 川辺郡猪名川町紫合字氏上１６３－１ 7652777 魚介類販売業 一般 株式会社大桜水産 代表取締役 服部 史知 563-0024 大阪府池田市鉢塚３丁目９－２５－１０９ 727535111 神北(伊健)第22-21 平成29年8月17日 令和5年8月31日 平成29年8月17日
000028 2100163634 エース軒 664-0008 伊丹市荒牧南３丁目３－３ 7750141 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡嶋 巧 神北(伊健)第1-136 平成29年8月17日 令和5年8月31日 平成29年8月17日
000028 2100163684 ローソン伊丹桑津二丁目店 664-0839 伊丹市桑津２丁目１－５ 7781211 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社世多 代表取締役 當銘 偉哲 661-0963 兵庫県尼崎市高田町２番２号 664971170 神北(伊健)第1-138 平成29年8月22日 令和6年8月31日 平成29年8月22日
000028 2100163695 里山カフェ　すみっこ 666-0101 川西市黒川字中島３５１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 晃代 神北(伊健)第1-140 平成29年8月22日 令和5年8月31日 平成29年8月22日
000028 2100163732 ｅｎ（エン） 666-0035 川西市花屋敷１丁目１０－１ 7440533 飲食店営業(4)その他 一般 上中 彦士 神北(伊健)第1-141 平成29年8月24日 令和5年8月31日 平成29年8月24日
000028 2100163743 公益財団法人　東洋食品研究所 666-0026 川西市南花屋敷４丁目２３－２ 7403300 かん詰又はびん詰食品製造業 一般 公益財団法人東洋食品研究所 代表理事 難波 誠 666-0026 兵庫県川西市南花屋敷４丁目２３－２ 7403300 神北(伊健)第14-2 平成29年8月24日 令和6年8月31日 平成29年8月24日
000028 2100163744 公益財団法人　東洋食品研究所 666-0026 川西市南花屋敷４丁目２３－２ 7403300 菓子製造業 一般 公益財団法人東洋食品研究所 代表理事 難波 誠 666-0026 兵庫県川西市南花屋敷４丁目２３－２ 7403300 神北(伊健)第3-28 平成29年8月24日 令和6年8月31日 平成29年8月24日
000028 2100163787 魚政　しばせん 664-0851 伊丹市中央１丁目５－５ 飲食店営業(4)その他 一般 芝 賢造 神北(伊健)第1-142 平成29年8月28日 令和5年8月31日 平成29年8月28日
000028 2100163814 たこ焼き 666-0121 川西市平野２丁目９－１７ 7645077 飲食店営業(4)その他 一般 山本 ゆかり 神北(伊健)第1-143 平成29年8月29日 令和5年8月31日 平成29年8月29日
000028 2100163825 エニシエ川西加茂 666-0025 川西市加茂２丁目２０－２７ 7441857 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ケアプラス 代表取締役 渡邉 勝 664-0892 兵庫県伊丹市高台１丁目１ 7819075 神北(伊健)第1-144 平成29年8月29日 令和5年8月31日 平成29年8月29日
000028 2100163830 あんずデイサービス伊丹 664-0853 伊丹市平松４丁目２－２３ 7820602 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ニチダン 代表取締役 小笠原 力一 545-0021 大阪府大阪市阿倍野区阪南町５丁目３－５ 666232551 神北(伊健)第1-145 平成29年8月30日 令和5年8月31日 平成29年8月30日
000028 2100163831 株式会社フレアコーポレーションあんずの郷 666-0015 川西市小花１丁目１２－１６ 7587610 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ニチダン 代表取締役 小笠原 力一 545-0021 大阪府大阪市阿倍野区阪南町５丁目３－５ 666232551 神北(伊健)第1-146 平成29年8月30日 令和6年8月31日 平成29年8月30日
000028 2100163847 龍神丸 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１ 7646668 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社セイントキッチン 代表取締役 海岡 聖哉 710-0065 岡山県倉敷市宮前４１８－３ 864261473 神北(伊健)第1-147 平成29年8月30日 令和5年8月31日 平成29年8月30日
000028 2100163856 株式会社ケアプラス 664-0892 伊丹市高台１丁目１ 7819086 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社ケアプラス 代表取締役 渡邉 勝 664-0892 兵庫県伊丹市高台１丁目１ 7819075 神北(伊健)第1-148 平成29年8月30日 令和5年8月31日 平成29年8月30日
000028 2100163898 カラオケＳＰＯＴ　ひまつぶし 664-0858 伊丹市西台１丁目２－６　３Ｆ　Ｂ号室 7793085 飲食店営業(4)その他 一般 長尾 美枝子 神北(伊健)第1-152 平成29年9月4日 令和5年11月30日 平成29年9月4日
000028 2100163922 割鮮Ｎａｍｐｕもとき 666-0021 川西市栄根１丁目７－５サンメゾン戸田１階 7647155 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 益満 一樹 神北(伊健)第1-154 平成29年9月5日 令和5年11月30日 平成29年9月5日
000028 2100163972 ＣＡＲＮＩＶＡＬ　ＬＯＣＫ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 雪丸 博紀 神北(伊健)第1-436 令和4年11月21日 令和9年11月30日 令和4年11月21日
000028 2100164054 ブロンコビリー伊丹池尻店 664-0027 伊丹市池尻３丁目２２３－１ 7442989 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ブロンコビリー 代表取締役 竹市 克弘 465-0097 愛知県名古屋市名東区平和が丘１丁目７５ 527758000 神北(伊健)第1-157 平成29年9月20日 令和5年11月30日 平成29年9月20日
000028 2100164087 イズミヤ多田店 666-0124 川西市多田桜木１丁目８－３ 7933773 喫茶店営業 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663037497 神北(伊健)第2-47 平成29年9月21日 令和5年11月30日 平成29年9月21日
000028 2100164088 ちょい吞み処でん 666-0022 川西市下加茂１丁目２５－１５ 飲食店営業(4)その他 一般 饗場 鮎香 神北(伊健)第1-158 平成29年9月21日 令和5年11月30日 平成29年9月21日
000028 2100164099 株式会社陽 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 7556187 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社陽 代表取締役 岩本 陽子 666-0017 兵庫県川西市火打１丁目１０－１３　５Ｆ 7586147 神北(伊健)第1-392 令和4年11月7日 令和9年11月30日 令和4年11月7日
000028 2100164100 ＴＡＫＯＢＯＷ 666-0017 川西市火打１丁目８－２ 飲食店営業(4)その他 一般 豊田 美紀 神北(伊健)第1-159 平成29年9月22日 令和5年11月30日 平成29年9月22日
000028 2100164101 ＴＡＫＯＢＯＷ 666-0017 川西市火打１丁目８－２ 菓子製造業 一般 豊田 美紀 神北(伊健)第3-30 平成29年9月22日 令和5年11月30日 平成29年9月22日
000028 2100164118 Ｂａｒ　ＫＡＮＰＡＩ 664-0883 伊丹市南鈴原２丁目２１１－１　２Ｆ 7671850 飲食店営業(4)その他 一般 吉澤 麻希 神北(伊健)第1-161 平成29年9月25日 令和5年11月30日 平成29年9月25日
000028 2100164120 ローソン　川西能勢口駅前店 666-0033 川西市栄町１６－６ 7575077 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社髙嶋 代表取締役 髙嶋 正勝 661-0003 兵庫県尼崎市富松町３丁目２１－３３ 664230944 神北(伊健)第1-162 平成29年9月25日 令和6年11月30日 平成29年9月25日
000028 2100164130 ＬＵＣＥ（ルーチェ） 666-0021 川西市栄根２丁目１－１０パークプラザビル３Ｅ 飲食店営業(4)その他 一般 岩田 裕美 神北(伊健)第1-164 平成29年9月25日 令和5年11月30日 平成29年9月25日
000028 2100164157 株式会社エーケー工房　北園倉庫 664-0891 伊丹市北園３丁目４１ 7689488 菓子製造業 一般 株式会社エーケー工房 代表取締役 矢嶋 謙一 664-0023 兵庫県伊丹市中野西１丁目１３７－２ 7842520 神北(伊健)第3-31 平成29年9月26日 令和5年11月30日 平成29年9月26日
000028 2100164212 猪名川国際カントリークラブ  ハウスレストラン 666-0236 川辺郡猪名川町北田原字釜ヶ谷１ 7672670 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社アコーディアＡＨ０２ 代表取締役 石井 歓 140-0002 東京都品川区東品川４丁目１２－４ 366881500 神北(伊健)第1-167 平成29年9月27日 令和5年11月30日 平成29年9月27日
000028 2100164214 猪名川国際カントリークラブ  アウトコース売店 666-0236 川辺郡猪名川町北田原字釜ヶ谷１ 7672670 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アコーディアＡＨ０２ 代表取締役 石井 歓 140-0002 東京都品川区東品川４丁目１２－４ 366881500 神北(伊健)第1-168 平成29年9月27日 令和5年11月30日 平成29年9月27日
000028 2100164215 猪名川国際カントリークラブ  インコース売店 666-0236 川辺郡猪名川町北田原字釜ヶ谷１ 7672670 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アコーディアＡＨ０２ 代表取締役 石井 歓 140-0002 東京都品川区東品川４丁目１２－４ 366881500 神北(伊健)第1-169 平成29年9月27日 令和5年11月30日 平成29年9月27日
000028 2100164245 山の原ゴルフクラブ　ハウスレストラン 666-0154 川西市山原字下恋里１２ 7916066 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社アコーディアＡＨ０２ 代表取締役 石井 歓 140-0002 東京都品川区東品川４丁目１２－４ 366881330 神北(伊健)第1-171 平成29年9月28日 令和5年11月30日 平成29年9月28日
000028 2100164246 山の原ゴルフクラブ　ハウスレストラン 666-0154 川西市山原字下恋里１２ 7916066 菓子製造業 一般 株式会社アコーディアＡＨ０２ 代表取締役 石井 歓 140-0002 東京都品川区東品川４丁目１２－４ 366881330 神北(伊健)第3-32 平成29年9月28日 令和5年11月30日 平成29年9月28日
000028 2100164248 山の原ゴルフクラブ内Ｂ１喫茶 666-0154 川西市山原字下恋里１２ 7916066 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社アコーディアＡＨ０２ 代表取締役 石井 歓 140-0002 東京都品川区東品川４丁目１２－４ 366881330 神北(伊健)第1-172 平成29年9月28日 令和5年11月30日 平成29年9月28日
000028 2100164251 ＤＩＮＥＲ　ＢＡＲ　Ｅａｓｔ 664-0851 伊丹市中央５丁目１－５　２階 飲食店営業(4)その他 一般 東 勇悟 神北(伊健)第1-176 平成29年9月29日 令和5年11月30日 平成29年9月29日
000028 2100164252 山の原ゴルフクラブ　共通売店 666-0154 川西市山原字下恋里１２ 7916066 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アコーディアＡＨ０２ 代表取締役 石井 歓 140-0002 東京都品川区東品川４丁目１２－４ 366881330 神北(伊健)第1-173 平成29年9月28日 令和5年11月30日 平成29年9月28日
000028 2100164253 山の原ゴルフクラブ　６番売店 666-0154 川西市山原字下恋里１２ 7916066 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アコーディアＡＨ０２ 代表取締役 石井 歓 140-0002 東京都品川区東品川４丁目１２－４ 366881330 神北(伊健)第1-174 平成29年9月28日 令和5年11月30日 平成29年9月28日
000028 2100164254 山の原ゴルフクラブ　１５番売店 666-0154 川西市山原字下恋里１２ 7916066 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アコーディアＡＨ０２ 代表取締役 石井 歓 140-0002 東京都品川区東品川４丁目１２－４ 366881330 神北(伊健)第1-175 平成29年9月28日 令和5年11月30日 平成29年9月28日
000028 2100164263 猪名川グリーンカントリークラブ  クラブハウスレストラン 666-0237 川辺郡猪名川町下阿古谷字賀屋４ 7673232 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社アコーディアＡＨ０２ 代表取締役 石井 歓 140-0002 東京都品川区東品川４丁目１２－４ 366881330 神北(伊健)第1-177 平成29年9月29日 令和5年11月30日 平成29年9月29日
000028 2100164265 猪名川グリーンカントリークラブ  アウトコース売店 666-0237 川辺郡猪名川町下阿古谷字賀屋４ 7673232 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アコーディアＡＨ０２ 代表取締役 石井 歓 140-0002 東京都品川区東品川４丁目１２－４ 366881330 神北(伊健)第1-178 平成29年9月29日 令和5年11月30日 平成29年9月29日
000028 2100164266 猪名川グリーンカントリークラブ  インコース売店 666-0237 川辺郡猪名川町下阿古谷字賀屋４ 7673232 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アコーディアＡＨ０２ 代表取締役 石井 歓 140-0002 東京都品川区東品川４丁目１２－４ 366881330 神北(伊健)第1-179 平成29年9月29日 令和5年11月30日 平成29年9月29日
000028 2100164313 古書　みつづみ書房 664-0895 伊丹市宮ノ前３丁目１－３　浅岡ビル１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 三皷 由希子 神北(伊健)第1-182 平成29年10月5日 令和5年11月30日 平成29年10月5日
000028 2100164420 奥猪名健康の郷 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 国際ライフパートナー株式会社 代表取締役 荒谷 明彦 650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通６番地 783910996 神北(伊健)第1-434 令和4年11月21日 令和9年11月30日 令和4年11月21日
000028 2100164428 純喫茶　さぼてん 666-0015 川西市小花１丁目２０－９小花ビル１階 7597572 飲食店営業(4)その他 一般 佐々木 理恵 神北(伊健)第1-187 平成29年10月17日 令和5年11月30日 平成29年10月17日
000028 2100164444 なお 664-0858 伊丹市西台２丁目６－５イスズハイツベル伊丹三番館　９０３号 飲食店営業(4)その他 一般 松石 善弘 神北(伊健)第1-188 平成29年10月19日 令和5年11月30日 平成29年10月19日
000028 2100164498 くいもの屋わん，大衆ＭＥＡＴ酒場マスマス 666-0033 川西市栄町１６－６アクロスキューブ　２Ｆ 7577722 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社オーイズミフーズ 代表取締役 大泉 賢治 259-1131 神奈川県伊勢原市伊勢原２丁目５－４３ 462972031 神北(伊健)第1-189 平成29年10月23日 令和5年11月30日 平成29年10月23日
000028 2100164499 4 666-0014 川西市小戸２丁目４－４ 飲食店営業(4)その他 一般 小田 由美子 神北(伊健)第1-190 平成29年10月24日 令和5年11月30日 平成29年10月24日
000028 2100164529 ガスト川西能勢口駅前店 666-0033 川西市栄町１６－６アクロスキューブ川西能勢口１Ｆ 7566333 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保１丁目２５－８ 422375218 神北(伊健)第1-193 平成29年10月25日 令和6年11月30日 平成29年10月25日
000028 2100164546 焼き鳥居酒屋　毘沙 664-0896 伊丹市船原２丁目３－３中川ビル１Ｆ 7839668 飲食店営業(4)その他 一般 御代田 理 神北(伊健)第1-192 平成29年10月24日 令和5年11月30日 平成29年10月24日
000028 2100164570 餃子酒家　金 664-0858 伊丹市西台２丁目４－８ 7776372 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 さやか 神北(伊健)第1-195 平成29年10月27日 令和5年11月30日 平成29年10月27日
000028 2100164603 もてなし　つつ井 664-0846 伊丹市伊丹２丁目３－２０－１０４ 7810221 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社岡部 代表取締役社長 筒井 良彰 565-0874 大阪府吹田市古江台５丁目３－４－７１１ 668311838 神北(伊健)第1-197 平成29年10月31日 令和5年11月30日 平成29年10月31日
000028 2100164609 モグモグＫｉｔｃｈｅｎ 666-0128 川西市多田院西２丁目３－１１ドンキホーテ川西店Ｂ１Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 板東 大記 神北(伊健)第1-198 平成29年10月31日 令和5年11月30日 平成29年10月31日
000028 2100164610 モグモグＫｉｔｃｈｅｎ 666-0128 川西市多田院西２丁目３－１１ドンキホーテ川西店Ｂ１Ｆ 菓子製造業 一般 板東 大記 神北(伊健)第3-43 平成29年10月31日 令和5年11月30日 平成29年10月31日
000028 2100164687 ＨＯＴ　ＹＯＧＡ　ＳＴＵＤＩＯ　ａｉｎａ  川西能勢口店 666-0033 川西市栄町１６－６アクロスキューブ川西能勢口４階 7574533 喫茶店営業 一般 株式会社ビーバーレコード 代表取締役 春田 幸裕 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島３丁目２３－９ 663047711 神北(伊健)第2-56 平成29年11月1日 令和5年11月30日 平成29年11月1日
000028 2100164688 Ｂｅ－ｆｉｔ　ｌｉｇｈｔ（ﾋﾞｲ　ﾌｨｯﾄ　ﾗｲﾄ）  川西能勢口店 666-0033 川西市栄町１６－６アクロスキューブ川西能勢口４階 7573399 喫茶店営業 一般 株式会社ビーバーレコード 代表取締役 春田 幸裕 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島３丁目２３－９ 663047711 神北(伊健)第2-57 平成29年11月1日 令和5年11月30日 平成29年11月1日
000028 2100164694 艶　えん 664-0851 伊丹市中央１丁目２－５グランドハイツコーワ地下１階 7795088 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 悦子 神北(伊健)第1-203 平成29年11月2日 令和5年11月30日 平成29年11月2日
000028 2100164696 カラオケＺＥＲＯ－４　川西能勢口店 666-0033 川西市栄町１６－６アクロスキューブ川西能勢口３Ｆ 7570104 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ビーバーレコード 代表取締役 春田 幸裕 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島３丁目２３－９ 663047711 神北(伊健)第1-200 平成29年11月1日 令和5年11月30日 平成29年11月1日
000028 2100164704 キツネイロ 664-0846 伊丹市伊丹２丁目３－２０－１０１ 7689158 菓子製造業 一般 株式会社森の暮らし計画室 代表取締役 森 誠 561-0881 大阪府豊中市中桜塚２－２５－１０ 668451250 神北(伊健)第3-47 平成29年11月7日 令和5年11月30日 平成29年11月7日
000028 2100164710 ＣＡＦＥ＆ＤＩＮＮＩＮＧ　ＭＥＬＬＯＷ 664-0846 伊丹市伊丹２丁目３－２０和音１０３号 7775200 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 垂水 健悟 神北(伊健)第1-204 平成29年11月6日 令和5年11月30日 平成29年11月6日
000028 2100164711 折り紙 664-0028 伊丹市西野２丁目３ 飲食店営業(4)その他 一般 村栄 優佳 神北(伊健)第1-205 平成29年11月7日 令和5年11月30日 平成29年11月7日
000028 2100164735 伊丹西野ダイニング 664-0028 伊丹市西野２丁目４１３－２ 7827200 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社美味しい料理 代表取締役 依田 平 530-0003 大阪府大阪市北区堂島２丁目２－２ 664565626 神北(伊健)第1-201 平成29年11月2日 令和6年11月30日 平成29年11月2日
000028 2100164765 Ｃａｆｅ　ｍａｎｎａ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 長田 夏季 神北(伊健)第1-317 令和4年10月12日 令和9年11月30日 令和4年10月12日
000028 2100164769 紀屋　ＮＯＲＩ－ＹＡ 664-0851 伊丹市中央１丁目７－１３ 飲食店営業(4)その他 一般 南 紀子 神北(伊健)第1-209 平成29年11月10日 令和5年11月30日 平成29年11月10日
000028 2100164789 関東屋またの食品（株）（カップサラダ） 664-0842 伊丹市森本６丁目５８ 7823366 そうざい製造業 一般 関東屋またの食品 株式会社 代表取締役 俣野 貴彦 664-0842 兵庫県伊丹市森本６丁目５８ 7823366 神北(伊健)第7-6 平成29年11月9日 令和5年11月30日 平成29年11月9日
000028 2100164800 ファミリーマート伊丹稲野店 664-0861 伊丹市稲野町８丁目４０－１ 7735611 飲食店営業(4)その他 一般 代表取締役 原田 剛 561-0801 大阪府豊中市曽根西町３丁目６－１ 668459595 神北(伊健)第1-211 平成29年11月13日 令和5年11月30日 平成29年11月13日
000028 2100164804 ＳＡＫＡＧＵＲＡ ｂｏｄｅｇａ  （サカグラ ボデガ） 664-0846 伊丹市伊丹２丁目２－１８　コンフォート　中喜１Ｆ 7786063 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社伊丹千秋屋 代表取締役 永峰 達也 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町６丁目４１－１５ 神北(伊健)第1-210 平成29年11月10日 令和5年11月30日 平成29年11月10日
000028 2100164819 ＴＥＡＣＥ（ティース） 666-0017 川西市火打１丁目２１－１３ 菓子製造業 一般 小林 歩美 神北(伊健)第3-50 平成29年11月14日 令和5年11月30日 平成29年11月14日
000028 2100164835 三田屋本店　川西萩原台 666-0006 川西市萩原台西３丁目１－２ 7571448 食肉販売業 一般 有限会社ステーキハウス川西萩原台 代表取締役 寺西 まゆみ 666-0006 兵庫県川西市萩原台西３丁目１－２ 7571448 神北(伊健)第20-38 平成29年11月14日 令和5年11月30日 平成29年11月14日
000028 2100164849 虹色珈琲 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 橋本 史江 神北(伊健)第1-312 令和4年10月6日 令和9年11月30日 令和4年10月6日
000028 2100164863 観光農園　ＢＥＲＲＹ　ＨＯＵＳＥ 666-0236 川辺郡猪名川町北田原字東山田２８番地 7036455 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社グリーンファーム 代表取締役 清田 昌弘 666-0236 兵庫県川辺郡猪名川町北田原字東山田２８番地 7036455 神北(伊健)第1-214 平成29年11月16日 令和5年11月30日 平成29年11月16日
000028 2100164864 観光農園　ＢＥＲＲＹ　ＨＯＵＳＥ 666-0236 川辺郡猪名川町北田原字東山田２８ 7036455 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社グリーンファーム 代表取締役 清田 昌弘 666-0236 兵庫県川辺郡猪名川町北田原字東山田２８番地 7036455 神北(伊健)第1-400 令和4年11月9日 令和10年11月30日 令和4年11月9日
000028 2100164888 シュシュ 666-0033 川西市栄町２－１９　栄町テナントビル３Ｆ 7671880 飲食店営業(4)その他 一般 原 真道 神北(伊健)第1-216 平成29年11月17日 令和5年11月30日 平成29年11月17日
000028 2100164889 ＨＡＫＡＴＡ　ＲＡＭＥＮ　ＡＤＡＣＨＩ 666-0014 川西市小戸１丁目４－１２－１０１ＺＯＮＥ１／ｆＰＡＲＴ５ 7582858 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 安達 洋一 神北(伊健)第1-215 平成29年11月17日 令和5年11月30日 平成29年11月17日
000028 2100164898 里程標 664-0892 伊丹市高台１丁目１４９-２４ 飲食店営業(4)その他 一般 米田 竜也 神北(伊健)第1-218 平成29年11月17日 令和5年11月30日 平成29年11月17日
000028 2100164907 グランブッフェ　伊丹店 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹３階 7735032 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ニラックス株式会社 代表取締役 崎田 晴義 180-0013 東京都武蔵野市西久保一丁目２５番８号 422376108 神北(伊健)第1-217 平成29年11月17日 令和6年11月30日 平成29年11月17日
000028 2100164930 セルフ焼肉とうどう 666-0006 川西市萩原台西３丁目１－２－２０３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 加藤 高朗 神北(伊健)第1-219 平成29年11月20日 令和5年11月30日 平成29年11月20日
000028 2100164974 ねむのき 664-0007 伊丹市北野２丁目９８ＯＭＴビル１Ｆ 7645665 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社シャインハーツ 代表取締役 坂上 和也 664-0002 兵庫県伊丹市山田６－５－３２－１０１ 7854614 神北(伊健)第1-220 平成29年11月22日 令和5年11月30日 平成29年11月22日
000028 2100165036 セブン イレブン伊丹南町２丁目店 664-0854 伊丹市南町２丁目２－１３ 7708277 飲食店営業(4)その他 一般 津田 裕介 神北(伊健)第1-222 平成29年11月27日 令和6年11月30日 平成29年11月27日
000028 2100165040 セブン イレブン伊丹南町２丁目店 664-0854 伊丹市南町２丁目２－１３ 7708277 菓子製造業 一般 津田 裕介 神北(伊健)第3-56 平成29年11月27日 令和6年11月30日 平成29年11月27日
000028 2100165071 上野ベーカリー柿の木 666-0244 川辺郡猪名川町上野字釜床２８－３ 菓子製造業 一般 有限会社まんか 代表取締役 福中 祥章 666-0244 兵庫県川辺郡猪名川町上野字町廻１４番地の１ 7660011 神北(伊健)第3-57 平成29年11月28日 令和5年11月30日 平成29年11月28日
000028 2100165072 上野ベーカリー柿の木 666-0244 川辺郡猪名川町上野字釜床２８－３ 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社まんか 代表取締役 福中 祥章 666-0244 兵庫県川辺郡猪名川町上野字町廻１４番地の１ 7660011 神北(伊健)第1-225 平成29年11月28日 令和5年11月30日 平成29年11月28日
000028 2100165125 ウェルフェアー千僧　デイサービスセンター 664-0898 伊丹市千僧５丁目１３９ 7441010 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ニチダン 代表取締役 小笠原 力一 545-0021 大阪府大阪市阿倍野区阪南町５丁目３番５号 666232551 神北(伊健)第1-224 平成29年11月28日 令和5年11月30日 平成29年11月28日



000028 2100165126 カフェ１２３ 666-0128 川西市多田院西２丁目３－８パチンコ１２３内 7938777 喫茶店営業 一般 株式会社ワゴン・サービス 代表取締役 貴舩 宏隆 565-0822 大阪府吹田市山田市場７－１ハイツＰリバー２０１ 668785005 神北(伊健)第2-67 平成29年11月29日 令和5年11月30日 平成29年11月29日
000028 2100165149 最上 664-0006 伊丹市鴻池５丁目６－３関西スーパー鴻池店１Ｆ 7725188 飲食店営業(4)その他 一般 横山 完二 神北(伊健)第1-228 平成29年11月30日 令和5年11月30日 平成29年11月30日
000028 2100165150 最上 664-0006 伊丹市鴻池５丁目６－３関西スーパー鴻池店１Ｆ 7725188 菓子製造業 一般 横山 完二 神北(伊健)第3-58 平成29年11月30日 令和5年11月30日 平成29年11月30日
000028 2100165197 栄町ｎｕｔｓ 666-0033 川西市栄町２７－２－１１３ 7587980 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ナッツベリー 代表取締役 望月 潔 666-0033 兵庫県川西市栄町２５－１ 7576531 神北(伊健)第1-231 平成29年12月5日 令和6年2月29日 平成29年12月5日
000028 2100165198 栄町ｎｕｔｓ 666-0033 川西市栄町２７－２－１１３ 7587980 菓子製造業 一般 株式会社ナッツベリー 代表取締役 望月 潔 666-0033 兵庫県川西市栄町２５－１ 7576531 神北(伊健)第3-59 平成29年12月5日 令和6年2月29日 平成29年12月5日
000028 2100165250 サーティワンアイスクリーム　アステ川西店 666-0033 川西市栄町２５－１アステ川西Ｂ１ 7551032 喫茶店営業 一般 株式会社メディアプレアデス 代表取締役 西原 英樹 561-0817 大阪府豊中市浜３丁目２２番３号 663360008 神北(伊健)第2-71 平成29年12月8日 令和7年2月28日 平成29年12月8日
000028 2100165274 炭火やきとり　飛鳥 666-0006 川西市萩原台西１丁目７６ 7575468 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社スマイル 代表取締役 濱口 哲也 666-0006 兵庫県川西市萩原台西１丁目７６番地 7679988 神北(伊健)第1-233 平成29年12月11日 令和6年2月29日 平成29年12月11日
000028 2100165409 ㈱いかりスーパーマーケット阪急伊丹店 664-0858 伊丹市西台１丁目１－１ 7706501 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社いかりスーパーマーケット 代表取締役 行光 博志 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町１丁目１５番地の８ 664216074 神北(伊健)第1-234 平成29年12月20日 令和7年2月28日 平成29年12月20日
000028 2100165442 焼肉韓国料理　ムクゲ 664-0007 伊丹市北野２丁目１－２１ 7820290 飲食店営業(4)その他 一般 夏山 昌徳 神北(伊健)第1-235 平成29年12月22日 令和6年2月29日 平成29年12月22日
000028 2100165479 ネパールキッチン　クマリ 666-0016 川西市中央町３－３ 7588787 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ゴータム プスカー　ラズ 神北(伊健)第1-236 平成29年12月26日 令和6年2月29日 平成29年12月26日
000028 2100165492 ほっこり酒場 666-0016 川西市中央町３－３　中央ビル２Ｆ 7442226 飲食店営業(4)その他 一般 御幣 孝子 神北(伊健)第1-238 平成29年12月26日 令和6年2月29日 平成29年12月26日
000028 2100165498 炭火焼　串の助 664-0874 伊丹市山田５丁目８－４コスモピア７　Ｂ１Ｆ 7821194 飲食店営業(4)その他 一般 木村 大作 神北(伊健)第1-239 平成29年12月27日 令和6年2月29日 平成29年12月27日
000028 2100165634 ファミリーマート　伊丹緑ケ丘店 664-0012 伊丹市緑ケ丘６丁目６６－１ 7821704 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＫＡＺＯＣ 代表取締役 伊原 範行 663-8154 兵庫県西宮市浜甲子園４丁目１－２４－１１６ 798450868 神北(伊健)第1-242 平成30年1月15日 令和6年2月29日 平成30年1月15日
000028 2100165639 ファミリーマート　伊丹森本店 664-0842 伊丹市森本４丁目６４ 7738188 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＫＡＺＯＣ 代表取締役 伊原 範行 663-8154 兵庫県西宮市浜甲子園４丁目１－２４－１１６ 798450868 神北(伊健)第1-243 平成30年1月15日 令和6年2月29日 平成30年1月15日
000028 2100165674 kokoano-hanaya（ココアノ－ハナヤ） 666-0025 川西市加茂３丁目３－２８－２ 飲食店営業(4)その他 一般 山下 義文 神北(伊健)第1-246 平成30年1月17日 令和6年2月29日 平成30年1月17日
000028 2100165755 きたうえ農園 666-0236 川辺郡猪名川町北田原字長竿４６ みそ製造業 一般 北上 倫聖 神北(伊健)第24-1 平成30年1月18日 令和6年2月29日 平成30年1月18日
000028 2100165776 グロアール 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 野村 清美 神北(伊健)第1-556 令和5年2月17日 令和10年2月29日 令和5年2月17日
000028 2100165890 ＨＯＴＥＬ　ＧＥＮ　猪名川店 666-0232 川辺郡猪名川町民田字コケナシ土手内３６５－１ 7650050 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社陽弘開発 代表取締役 佐瀧 城康 666-0232 兵庫県川辺郡猪名川町民田字コケナシ土手内３６５－１ 7650050 神北(伊健)第1-249 平成30年1月25日 令和6年2月29日 平成30年1月25日
000028 2100165937 笑たこ 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１番１号　イオンモール伊丹３Ｆ 7801187 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社笑たこ 代表取締役 田中 章生 101-0054 東京都千代田区神田錦町２丁目５番１６号 357555549 神北(伊健)第1-252 平成30年1月30日 令和6年2月29日 平成30年1月30日
000028 2100165940 ベリタス病院 666-0125 川西市新田１丁目２－２３ 7921794 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社神戸メディカルサービス協会 代表取締役 塩谷 満 652-0046 兵庫県神戸市兵庫区上沢通１丁目１－２５ 785121794 神北(伊健)第1-251 平成30年1月29日 令和6年2月29日 平成30年1月29日
000028 2100165953 海鮮居酒屋　ひゅうが 664-0865 伊丹市南野６丁目８－２１ 7774416 飲食店営業(4)その他 一般 青木 貴史 神北(伊健)第1-253 平成30年1月31日 令和6年2月29日 平成30年1月31日
000028 2100165976 ぎゅうしん 664-0027 伊丹市池尻１丁目１８ 7773155 食肉処理業 一般 西端 清 神北(伊健)第19-5 平成30年1月31日 令和6年2月29日 平成30年1月31日
000028 2100166017 Ｅｉｒ 664-0858 伊丹市西台４丁目６－２８ 7702288 飲食店営業(4)その他 一般 中村 里衣 神北(伊健)第1-254 平成30年2月2日 令和6年2月29日 平成30年2月2日
000028 2100166065 ＪＡ兵庫六甲いなの郷グループ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 7682666 飲食店営業(4)その他 露店40L 馬瀬 勝子 神北(伊健)第1-481 令和5年1月18日 令和10年2月29日 令和5年1月18日
000028 2100166097 ｅｎ 664-0858 伊丹市西台２丁目６－４ 飲食店営業(4)その他 一般 景山 真美 神北(伊健)第1-257 平成30年2月8日 令和6年2月29日 平成30年2月8日
000028 2100166099 すなっく　瑠璃 664-0007 伊丹市北野５丁目３３ 飲食店営業(4)その他 一般 今村 ほづる 神北(伊健)第1-258 平成30年2月8日 令和6年2月29日 平成30年2月8日
000028 2100166100 ケプリ 666-0015 川西市小花１丁目５－７ 飲食店営業(4)その他 一般 久木田 郁哉 神北(伊健)第1-259 平成30年2月8日 令和6年2月29日 平成30年2月8日
000028 2100166108 アイユー食品株式会社 664-0831 伊丹市北伊丹１丁目１２－１ 7812935 食肉販売業 一般 アイユー食品株式会社 代表取締役 野網 淳史 664-0831 兵庫県伊丹市北伊丹１丁目１２－１ 7812935 神北(伊健)第20-56 平成30年2月8日 令和6年2月29日 平成30年2月8日
000028 2100166117 愛夢琉（アムール） 664-0888 伊丹市昆陽南１丁目２－３８ 7689551 飲食店営業(4)その他 一般 安本 清子 神北(伊健)第1-260 平成30年2月9日 令和6年2月29日 平成30年2月9日
000028 2100166118 モリ　マール 664-0875 伊丹市野間北１丁目２－１６廣野ビル１Ｆ 7476726 そうざい製造業 一般 酒井 茂和 神北(伊健)第7-10 平成30年2月9日 令和6年2月29日 平成30年2月9日
000028 2100166189 カラオケ喫茶　花ざかり 664-0851 伊丹市中央１丁目８－５　２階 7647783 飲食店営業(4)その他 一般 宮川 初子 神北(伊健)第1-262 平成30年2月15日 令和6年2月29日 平成30年2月15日
000028 2100166230 炭焼　雄星 664-0851 伊丹市中央１丁目４－７ワタナベビル１０２ 7840787 飲食店営業(4)その他 一般 𠮷澤 雄亮 神北(伊健)第1-264 平成30年2月19日 令和6年2月29日 平成30年2月19日
000028 2100166236 名神食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 木村 秀二 神北(伊健)第1-538 令和5年2月8日 令和10年2月29日 令和5年2月8日
000028 2100166243 四国油脂株式会社　伊丹工場 664-0845 伊丹市東有岡４丁目４８ 7822265 マーガリン又はショートニング製造業 一般 四国油脂株式会社 代表取締役 東戸 憲一 772-0017 徳島県鳴門市撫養町立岩字五枚８２番地 886852204 神北(伊健)第28-1 平成30年2月20日 令和6年2月29日 平成30年2月20日
000028 2100166244 野菜とつぶつぶ　アプサラカフェ 664-0858 伊丹市西台１丁目１－１リータ４F 7647101 菓子製造業 一般 松井 秀樹 神北(伊健)第3-70 平成30年2月20日 令和6年2月29日 平成30年2月20日
000028 2100166328 三豊麺 664-0013 伊丹市瑞穂町５丁目３－１ 7689336 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 王 愛新 神北(伊健)第1-266 平成30年2月23日 令和6年2月29日 平成30年2月23日
000028 2100166335 山田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 山田 政則 神北(伊健)第1-571 令和5年2月28日 令和10年2月29日 令和5年2月28日
000028 2100166343 一汁三菜　縁の糸（えにしのいと） 664-0858 伊丹市西台２丁目５－１３２Ｆ 7776986 飲食店営業(4)その他 一般 齋藤 美和 神北(伊健)第1-265 平成30年2月23日 令和6年2月29日 平成30年2月23日
000028 2100166344 星乃珈琲店　モザイクボックス店 666-0033 川西市栄町１１－１モザイクボックス２階 7402582 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日本レストランシステム株式会社 代表取締役 大林 豁史 150-0033 東京都渋谷区猿楽町１０－１１ 354560123 神北(伊健)第1-269 平成30年2月23日 令和6年2月29日 平成30年2月23日
000028 2100166345 食酒五十嵐 666-0014 川西市小戸１丁目１－８ 飲食店営業(4)その他 一般 五十嵐 義春 神北(伊健)第1-270 平成30年2月23日 令和6年2月29日 平成30年2月23日
000028 2100166417 スーパーマスカット緑ヶ丘店 664-0004 伊丹市東野１丁目２２ 7856400 そうざい製造業 一般 株式会社ワコー商会 代表取締役 福本 鉄雄 560-0026 大阪府豊中市玉井町３丁目４－２５ 648661633 神北(伊健)第7-11 平成30年2月27日 令和6年2月29日 平成30年2月27日
000028 2100166418 スーパーマスカット緑ヶ丘店 664-0004 伊丹市東野１丁目２２ 7856400 食肉処理業 一般 株式会社ワコー商会 代表取締役 福本 鉄雄 560-0026 大阪府豊中市玉井町３丁目４－２５ 648661633 神北(伊健)第19-6 平成30年2月27日 令和6年2月29日 平成30年2月27日
000028 2100166421 八百屋マスカット 666-0142 川西市清和台東３丁目１－８ 7905560 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ワコー商会 代表取締役 福本 鉄雄 560-0026 大阪府豊中市玉井町３丁目４－２５ 648661633 神北(伊健)第1-271 平成30年2月27日 令和6年2月29日 平成30年2月27日
000028 2100166451 天使のはしご 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 渡邊 智子 神北(伊健)第1-492 令和5年1月20日 令和10年2月29日 令和5年1月20日
000028 2100166464 スナック　ハーフタイム 664-0028 伊丹市西野８丁目３－１桜台ハイツ１－１０５ 7827576 飲食店営業(4)その他 一般 越野 直子 神北(伊健)第1-273 平成30年3月1日 令和6年5月31日 平成30年3月1日
000028 2100166490 団楽酒場　あぐら 664-0851 伊丹市中央２丁目２－１６ 7738038 飲食店営業(4)その他 一般 田中 大介 神北(伊健)第1-274 平成30年3月2日 令和6年5月31日 平成30年3月2日
000028 2100166512 ナナズグリーンティー 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹店３Ｆ 7811080 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社えにし 代表取締役 川原 伸彦 641-0033 和歌山県和歌山市松ケ丘１丁目１１番４０号 734339318 神北(伊健)第16-11 平成30年3月5日 令和6年5月31日 平成30年3月5日
000028 2100166535 ハンバーグステーキ　ＬＯＧ’Ｓ 664-0851 伊丹市中央１丁目６－１ 7700350 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＹＡＭＡＴＯ 代表取締役 大和 隆史 664-0014 兵庫県伊丹市広畑２丁目２９－１ 7793932 神北(伊健)第1-275 平成30年3月7日 令和6年5月31日 平成30年3月7日
000028 2100166547 焼肉　清流館 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 崔 慶福 神北(伊健)第1-276 平成30年3月7日 令和5年5月31日 平成30年3月7日
000028 2100166556 ドラゴンジャム 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 德田 和彦 神北(伊健)第1-277 平成30年3月8日 令和5年5月31日 平成30年3月8日
000028 2100166560 餃子酒家　金ＧＯＬＤ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山本 さやか 神北(伊健)第1-279 平成30年3月8日 令和5年5月31日 平成30年3月8日
000028 2100166574 阿古谷みらい 666-0231 川辺郡猪名川町上阿古谷字畑ヶ芝５６－３ 7672266 菓子製造業 一般 学校法人　大前学園 理事長 大前 繁明 663-8244 兵庫県西宮市津門綾羽町２番３号 7672266 神北(伊健)第3-71 平成30年3月9日 令和6年5月31日 平成30年3月9日
000028 2100166577 玻璃厨房 666-0262 川辺郡猪名川町伏見台１丁目１－４０ 7440828 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社座右 代表取締役 松本 将志 670-0063 兵庫県姫路市下手野４丁目１３－５５ 792995050 神北(伊健)第1-281 平成30年3月9日 令和7年5月31日 平成30年3月9日
000028 2100166583 肉のヤマキ商店イオンモール伊丹 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１ 7795580 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社肉のヤマキ商店 代表取締役 恩田 和樹 150-0043 東京都渋谷区道玄坂１丁目２１番１号 782003430 神北(伊健)第1-282 平成30年3月12日 令和7年5月31日 平成30年3月12日
000028 2100166584 居酒屋　どりー夢 664-0012 伊丹市緑ケ丘５丁目６７－１ 向上荘１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 岩元 美由紀 神北(伊健)第1-283 平成30年3月12日 令和6年5月31日 平成30年3月12日
000028 2100166587 千泉 666-0138 川西市西多田１丁目５－１５ 7475273 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上田 直美 神北(伊健)第1-284 平成30年3月12日 令和6年5月31日 平成30年3月12日
000028 2100166617 街かど屋　伊丹市役所前店 664-0014 伊丹市広畑２丁目４１－１ 7737911 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ライフフーズ 代表取締役 大平 毅 564-0063 大阪府吹田市江坂町１丁目１３－４１ 663380051 神北(伊健)第1-286 平成30年3月14日 令和6年5月31日 平成30年3月14日
000028 2100166650 (株)ＫＵＭＡＧＵＭＩ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く) 7793445 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社ＫＵＭＡＧＵＭＩ 代表取締役 熊谷 武人 665-0827 兵庫県宝塚市小浜３丁目５－１９エスポアール小浜３０１号 7793445 神北(伊健)第1-287 平成30年3月15日 令和5年5月31日 平成30年3月15日
000028 2100166672 ロッテリア　日生中央サピエ　店 666-0261 川辺郡猪名川町松尾台１丁目２－１ 7665685 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社リバーストン 代表取締役 吉田 源三 562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目６－７ 727294864 神北(伊健)第1-288 平成30年3月15日 令和6年5月31日 平成30年3月15日
000028 2100166674 居酒屋ひがし 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く) 7473775 飲食店営業(4)その他 露店 東山 卓司 神北(伊健)第1-289 平成30年3月16日 令和5年5月31日 平成30年3月16日
000028 2100166683 株式会社西友　川西店　若菜 666-0033 川西市栄町１６－８ 7577314 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社西友 代表取締役 大久保 恒夫 115-0045 東京都北区赤羽２丁目１番１号 335987000 神北(伊健)第1-290 平成30年3月16日 令和7年5月31日 平成30年3月16日
000028 2100166697 pasta Passo a Passo（ﾊﾟｽﾀ　ﾊﾟｯｿ　ｱ　ﾊﾟｯｿ） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山田 達也 神北(伊健)第1-291 平成30年3月19日 令和5年5月31日 平成30年3月19日
000028 2100166717 ラウンジ　ニューキャラバン 666-0016 川西市中央町３－３中央ビル２Ｆ 7570577 飲食店営業(4)その他 一般 髙井 祥加 神北(伊健)第1-292 平成30年3月20日 令和6年5月31日 平成30年3月20日
000028 2100166719 Ｃａｆｅ　Ｃｈａｍｐｒｏｏ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 米澤 雅貴 神北(伊健)第1-293 平成30年3月20日 令和5年5月31日 平成30年3月20日
000028 2100166725 味菜家　伊丹店 664-0013 伊丹市瑞穂町４丁目１イスズハイツベル瑞穂１０２ 7646917 そうざい製造業 一般 小林 敬三 神北(伊健)第7-12 平成30年3月20日 令和6年5月31日 平成30年3月20日
000028 2100166726 味菜家　伊丹店 664-0013 伊丹市瑞穂町４丁目１イスズハイツベル瑞穂１０２ 7646917 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 小林 敬三 神北(伊健)第15-8 平成30年3月20日 令和6年5月31日 平成30年3月20日
000028 2100166730 酒場ＣＯＰＡＩＮ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 野田 龍利 神北(伊健)第1-295 平成30年3月20日 令和5年5月31日 平成30年3月20日
000028 2100166770 プラウドシティ伊丹　ガーデンテラス棟 664-0886 伊丹市昆陽東１丁目２－２７ 7033131 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社アスク 代表取締役社長 泉澤 豊 104-0061 東京都中央区銀座８丁目１４－１４ 367753968 神北(伊健)第1-297 平成30年3月22日 令和7年5月31日 平成30年3月22日
000028 2100166813 にしのみやラーメン本家 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 秦 一晶 神北(伊健)第1-299 平成30年3月23日 令和5年5月31日 平成30年3月23日
000028 2100166836 ＧＯＤＩＶＡ イオンモール伊丹店 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１ 7440822 喫茶店営業 一般 ゴディバジャパン株式会社 代表取締役 ジェローム シュシャン 106-0032 東京都港区六本木３丁目２番１号 357978100 神北(伊健)第2-91 平成30年3月23日 令和7年5月31日 平成30年3月23日
000028 2100166837 ＧＯＤＩＶＡ イオンモール伊丹店 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１ 7440822 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー ゴディバジャパン株式会社 代表取締役 ジェローム シュシャン 106-0032 東京都港区六本木３丁目２番１号 357978100 神北(伊健)第16-12 平成30年3月23日 令和6年5月31日 平成30年3月23日
000028 2100166888 おくとぱすＱｕｅｅｎ，キッチンＭ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 石原 幸俊 神北(伊健)第1-301 平成30年3月27日 令和5年5月31日 平成30年3月27日
000028 2100166914 鉄板焼　赤とんぼ 664-0027 伊丹市池尻２丁目３９－１０１　杉山ビル 7776751 飲食店営業(4)その他 一般 赤木 弘子 神北(伊健)第1-303 平成30年3月28日 令和6年5月31日 平成30年3月28日
000028 2100166936 大阪芸術大学短期大学部内食堂 664-0001 伊丹市荒牧４丁目８－７０ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 永和食品株式会社 代表取締役 西 美信 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島６丁目７番３号第６新大阪ビル６０５号 663906196 神北(伊健)第1-304 平成30年3月29日 令和6年5月31日 平成30年3月29日
000028 2100166952 サプライズ 664-0888 伊丹市昆陽南１丁目７－９ファミーユ摂陽１０２号室 7834991 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一般社団法人Ｆｌａｔ伊丹 代表理事 田中 俊輔 664-0888 兵庫県伊丹市昆陽南１丁目７－９ファミーユ摂陽１０２号室 7834991 神北(伊健)第1-305 平成30年3月29日 令和6年5月31日 平成30年3月29日
000028 2100166980 ネスカフェスタンド　阪急川西能勢口店 666-0033 川西市栄町２０－１ 7585411 飲食店営業(4)その他 一般 シーエヌシー株式会社 代表取締役 海保 学 100-0013 東京都千代田区霞が関３丁目６番１５号霞が関ＭＨタワーズ６階 357696218 神北(伊健)第1-306 平成30年3月30日 令和6年5月31日 平成30年3月30日
000028 2100166990 鶏料理　笑い屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 髙﨑 誠志 神北(伊健)第1-307 平成30年3月30日 令和5年5月31日 平成30年3月30日
000028 2100166996 ＹＭＣＡかわにし保育園 666-0015 川西市小花１丁目４－１１ＳＩビル１Ｆ 7584678 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ウオクニ株式会社 代表取締役 野々村 充教 657-0842 兵庫県神戸市灘区船寺通４丁目５－１６ 788017755 神北(伊健)第1-1 平成30年4月2日 令和7年5月31日 平成30年4月2日
000028 2100167028 立吞み、かっちゃん 664-0845 伊丹市東有岡１丁目１８－１サン伊丹駅前ハイツＧ号 飲食店営業(4)その他 一般 藤本 勝也 神北(伊健)第1-3 平成30年4月4日 令和6年5月31日 平成30年4月4日
000028 2100167045 たこやき　ひで 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 田端 秀年 神北(伊健)第1-4 平成30年4月5日 令和5年5月31日 平成30年4月5日
000028 2100167091 Ｎｏｔｈｉｎｇ　ｂｕｔ　ＫＥＮＤＡＭＡ  ｇｏｏｄｓ　＆　ｃａｆｅ 664-0886 伊丹市昆陽東６丁目１０－５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 加藤 誠 神北(伊健)第1-6 平成30年4月9日 令和6年5月31日 平成30年4月9日
000028 2100167092 西井商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 西井 浩司 神北(伊健)第1-7 平成30年4月9日 令和5年5月31日 平成30年4月9日
000028 2100167126 中野屋三代目　川西店 666-0016 川西市中央町３－３　川西中央ビル１ＦＡ 7555657 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社なかの食鶏 代表取締役 中野 孝一 563-0032 大阪府池田市石橋２－２－２ 7376309 神北(伊健)第1-9 平成30年4月11日 令和6年5月31日 平成30年4月11日
000028 2100167129 絹乃屋 666-0111 川西市大和東１丁目５０－５ 7143249 菓子製造業 一般 西垣 和美 神北(伊健)第3-1 平成30年4月11日 令和6年5月31日 平成30年4月11日
000028 2100167130 粉もん屋　とん平　宮ノ前店 664-0895 伊丹市宮ノ前２丁目１-２３伊丹みやのまち４号館１０８ 飲食店営業(4)その他 一般 尾上 勝久 神北(伊健)第1-10 平成30年4月11日 令和6年5月31日 平成30年4月11日
000028 2100167136 タピオカドリンク専門店ＯＲＯ伊丹店 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１－１０１９イオンモール伊丹１Ｆ 7677575 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社健菜厨房 代表取締役 北井 加代子 693-0004 島根県出雲市渡橋町１２２７番地 853215015 神北(伊健)第1-11 平成30年4月12日 令和6年5月31日 平成30年4月12日
000028 2100167163 あひる珈琲 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 生駒 彌鈴 神北(伊健)第2-3 平成30年4月13日 令和5年5月31日 平成30年4月13日
000028 2100167166 中元かしわ店 666-0224 川辺郡猪名川町万善字対津２８０－２ 7680046 飲食店営業(4)その他 一般 中元 春花 神北(伊健)第1-13 平成30年4月13日 令和6年5月31日 平成30年4月13日
000028 2100167238 ミラマハル山田店 664-0874 伊丹市山田５丁目８－１ 7705502 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社豊田光 代表取締役 豊田 泰幸 150-0012 東京都渋谷区広尾２－９－４１ 神北(伊健)第1-16 平成30年4月19日 令和6年5月31日 平成30年4月19日
000028 2100167262 Ｈｅａｒｔ　Ｂｒｅａｄ　ＡＮＴＩＱＵＥ  （ハート　ブレッド　アンティーク） 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１　１Ｆ 727677067 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社オールハーツ・カンパニー 代表取締役 四方田 豊 460-0008 愛知県名古屋市中区栄２－４－１８岡谷鋼機ビルディング１Ｆ 522184800 神北(伊健)第1-17 平成30年4月23日 令和6年5月31日 平成30年4月23日
000028 2100167263 Ｈｅａｒｔ　Ｂｒｅａｄ　ＡＮＴＩＱＵＥ  （ハート　ブレッド　アンティーク） 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１　１Ｆ 727677067 菓子製造業 一般 株式会社オールハーツ・カンパニー 代表取締役 四方田 豊 460-0008 愛知県名古屋市中区栄２－４－１８岡谷鋼機ビルディング１Ｆ 522184800 神北(伊健)第3-6 平成30年4月23日 令和6年5月31日 平成30年4月23日
000028 2100167307 Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 岩本 進 神北(伊健)第1-19 平成30年4月23日 令和5年5月31日 平成30年4月23日
000028 2100167367 せんや 664-0881 伊丹市昆陽４丁目４－２－１０１ 7646400 飲食店営業(4)その他 一般 大塚 千春 神北(伊健)第1-20 平成30年4月26日 令和6年5月31日 平成30年4月26日
000028 2100167417 イタリアンレストランアントン 664-0858 伊丹市西台３丁目１－１２恭西ビル１Ｆ 7702923 菓子製造業 一般 中村 明 神北(伊健)第3-11 平成30年5月1日 令和6年5月31日 平成30年5月1日
000028 2100167450 株式会社西友　川西店 666-0033 川西市栄町１６－８ 7577314 魚介類販売業 一般 株式会社西友 代表取締役 大久保 恒夫 115-0045 東京都北区赤羽２丁目１番１号 335987000 神北(伊健)第22-7 平成30年5月2日 令和7年5月31日 平成30年5月2日
000028 2100167451 プラウドシティ伊丹　ガーデンテラス棟 664-0886 伊丹市昆陽東１丁目２－２７ 7033131 菓子製造業 一般 株式会社アスク 代表取締役社長 泉澤 豊 104-0061 東京都中央区銀座８丁目１４－１４ 367753968 神北(伊健)第3-13 平成30年5月7日 令和7年5月31日 平成30年5月7日
000028 2100167466 丹波アルベロ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 宮谷 樹 神北(伊健)第1-24 平成30年5月8日 令和5年5月31日 平成30年5月8日
000028 2100167496 べるで 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 田辺 佳代 神北(伊健)第2-10 平成30年5月9日 令和5年5月31日 平成30年5月9日
000028 2100167509 旬菜　なのはな 666-0016 川西市中央町３－３川西中央ビル２Ｆ　Ｂ区画 7575488 飲食店営業(4)その他 一般 塚原 知子 神北(伊健)第1-25 平成30年5月10日 令和6年5月31日 平成30年5月10日
000028 2100167524 三菱電機株式会社　北伊丹製作所　Ｔ棟 664-0005 伊丹市瑞原４丁目１ 7726380 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第2-11 平成30年5月10日 令和5年5月31日 平成30年5月10日
000028 2100167559 Ｋａｉ（カイ） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 濵田 善弥 神北(伊健)第2-18 平成30年5月14日 令和5年5月31日 平成30年5月14日
000028 2100167565 合同会社ヤマモト商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 722918838 飲食店営業(4)その他 露店 合同会社ヤマモト商店 代表社員 山本 晃嗣 590-0115 大阪府堺市南区茶山台３丁９－７ 722918838 神北(伊健)第1-27 平成30年5月14日 令和5年5月31日 平成30年5月14日
000028 2100167589 串かつ・ポテト専門店　らくだ屋 664-0851 伊丹市中央２丁目９－２９　パセオＢ号室 飲食店営業(4)その他 一般 千本 剛之 神北(伊健)第1-28 平成30年5月15日 令和6年5月31日 平成30年5月15日
000028 2100167607 ＴＡＩＹＯ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 阪井 亮太 神北(伊健)第3-17 平成30年5月17日 令和5年5月31日 平成30年5月17日
000028 2100167608 はまの家 664-0002 伊丹市荻野６丁目４４－２ 飲食店営業(4)その他 一般 寺井 章 神北(伊健)第1-29 平成30年5月17日 令和6年5月31日 平成30年5月17日
000028 2100167632 由ちゃん家 664-0864 伊丹市安堂寺町７丁目２－２ 飲食店営業(4)その他 一般 平山 由馬 神北(伊健)第1-30 平成30年5月18日 令和6年5月31日 平成30年5月18日
000028 2100167636 スナック柴折 666-0014 川西市小戸２丁目３－１３ 7571151 飲食店営業(4)その他 一般 東田 京子 神北(伊健)第1-32 平成30年5月18日 令和6年5月31日 平成30年5月18日
000028 2100167646 ファミリーマート　伊丹中野東店 664-0022 伊丹市中野東１丁目３８４ 7735016 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社友國酒店 代表取締役 原田 剛 561-0801 大阪府豊中市曽根西町３丁目６番１号 神北(伊健)第1-33 平成30年5月21日 令和6年5月31日 平成30年5月21日
000028 2100167653 肉焼総本家　三輪  (堺830 た 60-00) 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 濱田 真一 神北(伊健)第1-34 平成30年5月21日 令和5年5月31日 平成30年5月21日
000028 2100167654 肉焼総本家　三輪  (堺830 せ 40-00) 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 濱田 真一 神北(伊健)第1-35 平成30年5月21日 令和5年5月31日 平成30年5月21日
000028 2100167711 味噌之達人 666-0024 川西市久代５丁目１－６ 7431014 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 砂口 賢一 神北(伊健)第1-37 平成30年5月22日 令和6年5月31日 平成30年5月22日
000028 2100167720 大阪王将阪急伊丹店 664-0858 伊丹市西台１丁目１－１　阪急リータ４Ｆ 7801061 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＣＹＫフード 代表取締役 山﨑 健司 563-0024 大阪府池田市鉢塚３丁目１４番２４－５０２号 7627335 神北(伊健)第1-38 平成30年5月25日 令和6年5月31日 平成30年5月25日



000028 2100167722 照月堂 666-0033 川西市栄町２５－１　アステ川西地下１階 7552056 喫茶店営業 一般 有限会社照月堂 古谷 順二郎 666-0035 兵庫県川西市花屋敷１丁目１０番４号 727589657 神北(伊健)第2-25 平成30年5月24日 令和6年5月31日 平成30年5月24日
000028 2100167740 オークルボックス  （和泉８３０　せ　２１６） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 定 博次 神北(伊健)第1-39 平成30年5月25日 令和5年5月31日 平成30年5月25日
000028 2100167746 マサイの風～京都・珈琲の里 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 鈴山 隆 神北(伊健)第2-26 平成30年5月28日 令和5年5月31日 平成30年5月28日
000028 2100167816 ミャムミャム 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹１階 7824855 喫茶店営業 一般 株式会社ミャムミャム 代表取締役 井上 耕一 664-0845 兵庫県伊丹市東有岡１丁目３１パレ伊丹ファインステイ１００２ 664260062 神北(伊健)第2-29 平成30年5月30日 令和6年5月31日 平成30年5月30日
000028 2100167817 炭火串焼き　えびすｗｉｔｈカラオケ 664-0858 伊丹市西台５丁目１－１６モアビル２Ｆ 7687891 飲食店営業(4)その他 一般 小平 寛也 神北(伊健)第1-41 平成30年5月30日 令和6年5月31日 平成30年5月30日
000028 2100167818 カラオケステージ　ひろ 664-0851 伊丹市中央４丁目４－１　２Ｆ 7778845 飲食店営業(4)その他 一般 松下 フキ子 神北(伊健)第1-42 平成30年5月31日 令和6年5月31日 平成30年5月31日
000028 2100167846 大心本舗 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 大橋 篤 神北(伊健)第1-43 平成30年6月1日 令和5年8月31日 平成30年6月1日
000028 2100167847 大心本舗 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 大橋 篤 神北(伊健)第3-22 平成30年6月1日 令和5年8月31日 平成30年6月1日
000028 2100167849 扇本舗 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 鮒谷 祐輔 神北(伊健)第1-44 平成30年6月1日 令和5年8月31日 平成30年6月1日
000028 2100167850 扇本舗 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 鮒谷 祐輔 神北(伊健)第3-23 平成30年6月1日 令和5年8月31日 平成30年6月1日
000028 2100167865 呑ん兵衛 664-0851 伊丹市中央１丁目５－１４正樹ビル１Ｆ１０２号 飲食店営業(4)その他 一般 原田 ますみ 神北(伊健)第1-45 平成30年6月4日 令和6年8月31日 平成30年6月4日
000028 2100167882 Ｃｕｃｉｎａ　Ａｃｃｏｇｌｉｅｎｔｅ 666-0116 川西市水明台２丁目１－１０１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上田 伸幸 神北(伊健)第1-46 平成30年6月4日 令和6年8月31日 平成30年6月4日
000028 2100167886 ホルモン焼キング 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 石本 要 神北(伊健)第1-47 平成30年6月5日 令和5年8月31日 平成30年6月5日
000028 2100167899 移動販売　穂積  （湘南４８０　す　５３５７） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 水谷 圭吾 神北(伊健)第1-48 平成30年6月6日 令和5年8月31日 平成30年6月6日
000028 2100167914 イズミフーズ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中田 五郎 神北(伊健)第1-49 平成30年6月7日 令和5年8月31日 平成30年6月7日
000028 2100167924 ほっかほっか亭　川西平野店 666-0121 川西市平野３丁目１８－１１ 7689117 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社フリーラン 代表取締役 加太 俊也 666-0111 兵庫県川西市大和東３丁目９－５ 7677104 神北(伊健)第1-50 平成30年6月8日 令和6年8月31日 平成30年6月8日
000028 2100167940 ＣＨＡＩＲ 664-0858 伊丹市西台５丁目２－２４ 7475359 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上村 千重子 神北(伊健)第1-51 平成30年6月8日 令和6年8月31日 平成30年6月8日
000028 2100167957 Ｍ’Ｓプラン（エムズプラン） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 白砂 直人 神北(伊健)第1-52 平成30年6月12日 令和5年8月31日 平成30年6月12日
000028 2100168011 マクドナルド １７３川西店 666-0117 川西市東畦野６丁目１５－１ 7950151 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ノジュール 代表取締役 吉水 亨 666-0117 兵庫県川西市東畦野６丁目１５－１ 7950151 神北(伊健)第1-54 平成30年6月14日 令和7年8月31日 平成30年6月14日
000028 2100168012 マクドナルド １７３川西店 666-0117 川西市東畦野６丁目１５－１ 7950151 菓子製造業 一般 株式会社ノジュール 代表取締役 吉水 亨 666-0117 兵庫県川西市東畦野６丁目１５－１ 7950151 神北(伊健)第3-26 平成30年6月14日 令和7年8月31日 平成30年6月14日
000028 2100168014 マクドナルド １７３川西店 666-0117 川西市東畦野６丁目１５－１ 7950151 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社ノジュール 代表取締役 吉水 亨 666-0117 兵庫県川西市東畦野６丁目１５－１ 7950151 神北(伊健)第16-4 平成30年6月14日 令和6年8月31日 平成30年6月14日
000028 2100168020 阪急オアシス日生中央店 666-0261 川辺郡猪名川町松尾台１丁目２－１ 7661931 菓子製造業 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457558 神北(伊健)第3-25 平成30年6月13日 令和6年8月31日 平成30年6月13日
000028 2100168022 Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ（ハピネス） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 島 由加里 神北(伊健)第1-55 平成30年6月15日 令和5年8月31日 平成30年6月15日
000028 2100168033 笑門 666-0124 川西市多田桜木２丁目１－２７ 7930720 飲食店営業(4)その他 一般 奥村 哲夫 神北(伊健)第1-56 平成30年6月18日 令和6年8月31日 平成30年6月18日
000028 2100168035 名神食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 木村 美由紀 神北(伊健)第3-27 平成30年6月18日 令和5年8月31日 平成30年6月18日
000028 2100168070 スーパーマルハチ　日生中央店 666-0262 川辺郡猪名川町伏見台１丁目１－５６ 7650881 食肉販売業 一般 株式会社マルハチ 代表取締役 栗花 正雄 651-0064 兵庫県神戸市中央区大日通１丁目２番１８号 782320839 神北(伊健)第20-14 平成30年6月19日 令和6年8月31日 平成30年6月19日
000028 2100168071 スーパーマルハチ　日生中央店 666-0262 川辺郡猪名川町伏見台１丁目１－５６ 7650881 魚介類販売業 一般 株式会社マルハチ 代表取締役 栗花 正雄 651-0064 兵庫県神戸市中央区大日通１丁目２番１８号 782320839 神北(伊健)第22-13 平成30年6月19日 令和6年8月31日 平成30年6月19日
000028 2100168072 スーパーマルハチ　日生中央店 666-0262 川辺郡猪名川町伏見台１丁目１－５６ 7650881 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マルハチ 代表取締役 栗花 正雄 651-0064 兵庫県神戸市中央区大日通１丁目２番１８号 782320839 神北(伊健)第1-57 平成30年6月19日 令和6年8月31日 平成30年6月19日
000028 2100168101 移動販売　穂積 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 水谷 圭吾 神北(伊健)第1-58 平成30年6月20日 令和5年8月31日 平成30年6月20日
000028 2100168102 おかず処　重郎 664-0015 伊丹市昆陽池２丁目１６６アベニューヒカリ 7646778 飲食店営業(4)その他 一般 樫山 和子 神北(伊健)第1-59 平成30年6月20日 令和6年8月31日 平成30年6月20日
000028 2100168104 魁商店５ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 大西 聖 神北(伊健)第1-60 平成30年6月20日 令和5年8月31日 平成30年6月20日
000028 2100168105 魁商店６ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 大西 静子 神北(伊健)第1-61 平成30年6月20日 令和5年8月31日 平成30年6月20日
000028 2100168145 クラウド 664-0864 伊丹市安堂寺町２丁目２０ 飲食店営業(4)その他 一般 辰井 義行 神北(伊健)第1-62 平成30年6月21日 令和6年8月31日 平成30年6月21日
000028 2100168154 ＧＰサンライズ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山下 陽介 神北(伊健)第1-63 平成30年6月22日 令和5年8月31日 平成30年6月22日
000028 2100168155 聖ＦＯＯＤＳ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山下 真琴 神北(伊健)第1-64 平成30年6月22日 令和5年8月31日 平成30年6月22日
000028 2100168167 餃子屋　８日目 666-0033 川西市栄町１１－３－５パルティＫ２北棟１Ｆ 727072600 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福田 圭祐 神北(伊健)第1-65 平成30年6月22日 令和6年8月31日 平成30年6月22日
000028 2100168187 すし楽 664-0846 伊丹市伊丹１丁目８－２４ 727851087 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 比嘉 俊文 神北(伊健)第1-66 平成30年6月26日 令和6年8月31日 平成30年6月26日
000028 2100168193 ずんどう屋　伊丹大鹿店 664-0899 伊丹市大鹿５丁目７０ 7440448 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＺＵＮＤ 代表取締役 寺田 昌弘 672-8044 兵庫県姫路市飾磨区下野田１丁目１７９番地 792230888 神北(伊健)第1-67 平成30年6月26日 令和6年8月31日 平成30年6月26日
000028 2100168222 イズミヤ昆陽店  寿司 664-0027 伊丹市池尻１丁目１ 7796501 飲食店営業(4)その他 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663037497 神北(伊健)第1-68 平成30年6月28日 令和6年8月31日 平成30年6月28日
000028 2100168223 イズミヤ昆陽店  対面コーナー 664-0027 伊丹市池尻１丁目１ 7796501 魚介類販売業 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663037497 神北(伊健)第22-14 平成30年6月28日 令和6年8月31日 平成30年6月28日
000028 2100168224 イズミヤ昆陽店  喫茶コーナー 664-0027 伊丹市池尻１丁目１ 7796501 飲食店営業(4)その他 一般 イズミヤ・阪急オアシス株式会社 代表取締役 林 克弘 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663037497 神北(伊健)第1-69 平成30年6月28日 令和6年8月31日 平成30年6月28日
000028 2100168233 Ｏｕｔｄｏｏｒ　ｃｏｏｋｉｎｇ　Ｗｅ！  （アウトドア　クッキング　ウィ） 666-0156 川西市石道下ノ垣内２１６－１ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ハンターズインク 代表取締役 石田 裕史 849-1612 佐賀県藤津郡太良町大字大浦丁２１３３番地４ 5068675601 神北(伊健)第1-70 平成30年6月28日 令和6年8月31日 平成30年6月28日
000028 2100168234 Ｏｕｔｄｏｏｒ　ｃｏｏｋｉｎｇ　Ｗｅ！  （アウトドア　クッキング　ウィ） 666-0156 川西市石道下ノ垣内２１６－１ 食肉販売業 一般 株式会社ハンターズインク 代表取締役 石田 裕史 849-1612 佐賀県藤津郡太良町大字大浦丁２１３３番地４ 5068675601 神北(伊健)第20-16 平成30年6月28日 令和6年8月31日 平成30年6月28日
000028 2100168272 まるちょう３ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 酒井 洋一郎 神北(伊健)第3-28 平成30年6月27日 令和5年8月31日 平成30年6月27日
000028 2100168274 東食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 東 信一 神北(伊健)第1-72 平成30年7月2日 令和5年8月31日 平成30年7月2日
000028 2100168275 栄食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 栄 利恵 神北(伊健)第1-73 平成30年7月2日 令和5年8月31日 平成30年7月2日
000028 2100168278 野田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 野田 義文 神北(伊健)第3-29 平成30年7月2日 令和5年8月31日 平成30年7月2日
000028 2100168279 島本食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 島本 智之 神北(伊健)第1-75 平成30年7月2日 令和5年8月31日 平成30年7月2日
000028 2100168282 田島食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 田島 珠子 神北(伊健)第1-76 平成30年7月2日 令和5年8月31日 平成30年7月2日
000028 2100168283 神農食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 神農 健志 神北(伊健)第1-77 平成30年7月2日 令和5年8月31日 平成30年7月2日
000028 2100168284 野田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 野田 勇貴 神北(伊健)第3-30 平成30年7月2日 令和5年8月31日 平成30年7月2日
000028 2100168285 よっちや工房 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 笹田 美幸 神北(伊健)第3-31 平成30年7月2日 令和5年8月31日 平成30年7月2日
000028 2100168287 秋田食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 秋田 真己恵 神北(伊健)第1-79 平成30年7月2日 令和5年8月31日 平成30年7月2日
000028 2100168288 佐藤食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 佐藤 博秋 神北(伊健)第1-78 平成30年7月2日 令和5年8月31日 平成30年7月2日
000028 2100168289 秋田食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 秋田 慎一 神北(伊健)第1-81 平成30年7月2日 令和5年8月31日 平成30年7月2日
000028 2100168291 田島食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 田島 政志 神北(伊健)第1-82 平成30年7月2日 令和5年8月31日 平成30年7月2日
000028 2100168292 松岡食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 松岡 知一郎 神北(伊健)第1-80 平成30年7月2日 令和5年8月31日 平成30年7月2日
000028 2100168309 石田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 石田 由紀枝 神北(伊健)第1-83 平成30年7月2日 令和5年8月31日 平成30年7月2日
000028 2100168312 藤本商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 藤本 由紀美 神北(伊健)第1-84 平成30年7月2日 令和5年8月31日 平成30年7月2日
000028 2100168313 筒井商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 筒井 百合子 神北(伊健)第1-85 平成30年7月2日 令和5年8月31日 平成30年7月2日
000028 2100168314 伊藤商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 伊藤 由太郎 神北(伊健)第1-86 平成30年7月2日 令和5年8月31日 平成30年7月2日
000028 2100168315 田中商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 田中 正夫 神北(伊健)第1-87 平成30年7月2日 令和5年8月31日 平成30年7月2日
000028 2100168316 宇都食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 宇都 和憲 神北(伊健)第1-74 平成30年7月2日 令和5年8月31日 平成30年7月2日
000028 2100168318 植上商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 植上 竜三 神北(伊健)第1-88 平成30年7月2日 令和5年8月31日 平成30年7月2日
000028 2100168319 植上商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 髙木 佐紀 神北(伊健)第1-89 平成30年7月2日 令和5年8月31日 平成30年7月2日
000028 2100168320 植上商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 深尾 一恵 神北(伊健)第1-90 平成30年7月2日 令和5年8月31日 平成30年7月2日
000028 2100168323 植上商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 下野 梨絵 神北(伊健)第1-91 平成30年7月2日 令和5年8月31日 平成30年7月2日
000028 2100168324 植上商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中川 光生 神北(伊健)第1-92 平成30年7月2日 令和5年8月31日 平成30年7月2日
000028 2100168326 植上商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 松村 侑樹 神北(伊健)第1-93 平成30年7月2日 令和5年8月31日 平成30年7月2日
000028 2100168327 植上商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 大垣 たつき 神北(伊健)第1-94 平成30年7月2日 令和5年8月31日 平成30年7月2日
000028 2100168333 任食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 任 暎浩 神北(伊健)第1-95 平成30年7月3日 令和5年8月31日 平成30年7月3日
000028 2100168334 国本食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 国本 京美 神北(伊健)第1-96 平成30年7月3日 令和5年8月31日 平成30年7月3日
000028 2100168336 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 神北(伊健)第1-97 平成30年7月3日 令和5年8月31日 平成30年7月3日
000028 2100168337 佐々木食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 佐々木 幸樹 神北(伊健)第1-98 平成30年7月3日 令和5年8月31日 平成30年7月3日
000028 2100168339 宮平食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 宮平 義明 神北(伊健)第1-99 平成30年7月3日 令和5年8月31日 平成30年7月3日
000028 2100168347 まるちょう１ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 今井 重成 神北(伊健)第1-100 平成30年7月4日 令和5年8月31日 平成30年7月4日
000028 2100168348 まるちょう２ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 長田 浩之 神北(伊健)第1-101 平成30年7月4日 令和5年8月31日 平成30年7月4日
000028 2100168349 まるちょう４ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 山口 健司 神北(伊健)第2-33 平成30年7月4日 令和5年8月31日 平成30年7月4日
000028 2100168350 まるちょう６ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 小川 恭史 神北(伊健)第2-34 平成30年7月4日 令和5年8月31日 平成30年7月4日
000028 2100168351 まるちょう５ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 川西 奈穂子 神北(伊健)第3-32 平成30年7月4日 令和5年8月31日 平成30年7月4日
000028 2100168357 飲食１ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 佐藤 秀雄 神北(伊健)第1-102 平成30年7月4日 令和5年8月31日 平成30年7月4日
000028 2100168358 みるらメロンパン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 梅木 隆史 神北(伊健)第3-33 平成30年7月4日 令和5年8月31日 平成30年7月4日
000028 2100168359 喫茶１ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 横山 樹宜子 神北(伊健)第2-35 平成30年7月4日 令和5年8月31日 平成30年7月4日
000028 2100168360 菓子１ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 山田 喜樹 神北(伊健)第3-34 平成30年7月4日 令和5年8月31日 平成30年7月4日
000028 2100168364 そらちゃん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 政次 由美 神北(伊健)第1-103 平成30年7月4日 令和5年8月31日 平成30年7月4日
000028 2100168386 細田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 細田 武利 神北(伊健)第1-104 平成30年7月5日 令和5年8月31日 平成30年7月5日
000028 2100168387 床本商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 床本 雄誠 神北(伊健)第1-105 平成30年7月5日 令和5年8月31日 平成30年7月5日
000028 2100168390 祭隊 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 渡邊 亜弥子 神北(伊健)第1-106 平成30年7月5日 令和5年8月31日 平成30年7月5日
000028 2100168394 ファミリーマート　伊丹警察前 664-0881 伊丹市昆陽１丁目５０－１ 7736050 飲食店営業(4)その他 一般 鐘堂 修治 神北(伊健)第1-108 平成30年7月6日 令和6年8月31日 平成30年7月6日
000028 2100168399 松永商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 松永 英樹 神北(伊健)第1-109 平成30年7月6日 令和5年8月31日 平成30年7月6日
000028 2100168401 五臓六腑 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 吉川 久志 神北(伊健)第1-110 平成30年7月9日 令和5年8月31日 平成30年7月9日
000028 2100168408 ミッキー商会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中島 達也 神北(伊健)第1-111 平成30年7月9日 令和5年8月31日 平成30年7月9日
000028 2100168427 平井舞商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 平井 舞 神北(伊健)第1-113 平成30年7月10日 令和5年8月31日 平成30年7月10日
000028 2100168428 河野商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 河野 静江 神北(伊健)第1-114 平成30年7月10日 令和5年8月31日 平成30年7月10日
000028 2100168429 平井商事 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 平井 祐子 神北(伊健)第1-115 平成30年7月10日 令和5年8月31日 平成30年7月10日
000028 2100168430 藤波商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 藤波 雄矢 神北(伊健)第1-116 平成30年7月10日 令和5年8月31日 平成30年7月10日
000028 2100168431 農座商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 農座 敏光 神北(伊健)第1-117 平成30年7月10日 令和5年8月31日 平成30年7月10日
000028 2100168433 御食事処　樹 664-0898 伊丹市千僧２丁目１６７吉井ビル１０４号 7795008 飲食店営業(4)その他 一般 中田 亜希子 神北(伊健)第1-112 平成30年7月10日 令和6年8月31日 平成30年7月10日
000028 2100168446 ラクラス伊丹ワークス 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 一般社団法人ラクラス 代表理事 友澤 良介 666-0014 兵庫県川西市小戸１丁目９－７ 727439061 神北(伊健)第1-119 平成30年7月12日 令和5年8月31日 平成30年7月12日
000028 2100168490 松田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 松田 晋 神北(伊健)第1-121 平成30年7月17日 令和5年8月31日 平成30年7月17日
000028 2100168507 ９９(Nai Nai) 664-0007 伊丹市北野５丁目３７番 飲食店営業(4)その他 一般 東向 広美 神北(伊健)第1-122 平成30年7月19日 令和6年8月31日 平成30年7月19日
000028 2100168572 橋本商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 栗林 清香 神北(伊健)第3-40 平成30年7月23日 令和5年8月31日 平成30年7月23日
000028 2100168573 橋本商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 橋本 由美 神北(伊健)第3-41 平成30年7月23日 令和5年8月31日 平成30年7月23日
000028 2100168586 匠屋株式会社 664-0027 伊丹市池尻７丁目１３９ 7773996 豆腐製造業 一般 匠屋株式会社 代表取締役社長 鳥越 淳司 664-0027 兵庫県伊丹市池尻７丁目１３９番地 7772996 神北(伊健)第11-2 平成30年8月2日 令和6年8月31日 平成30年8月2日
000028 2100168587 スナック　オッパ 666-0021 川西市栄根２丁目１－１０パークプラザビル３Ｆ 7552711 飲食店営業(4)その他 一般 神北(伊健)第1-125 平成30年7月24日 令和6年8月31日 平成30年7月24日
000028 2100168589 ローソン川西警察署前店 666-0017 川西市火打１丁目２４－２ 7677772 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社桂商店 代表取締役 秋田 修一 666-0015 兵庫県川西市小花２丁目７－１５ 7593353 神北(伊健)第1-124 平成30年7月24日 令和7年8月31日 平成30年7月24日
000028 2100168590 ローソン川西警察署前店 666-0017 川西市火打１丁目２４－２ 7677772 菓子製造業 一般 株式会社桂商店 代表取締役 秋田 修一 666-0015 兵庫県川西市小花２丁目７－１５ 7593353 神北(伊健)第3-42 平成30年7月24日 令和7年8月31日 平成30年7月24日
000028 2100168624 岡野屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社岡野 代表取締役 岡野 修次 518-0025 三重県伊賀市西高倉５０５５番地の３ 神北(伊健)第1-126 平成30年7月26日 令和5年8月31日 平成30年7月26日
000028 2100168630 ハッピー川西 666-0013 川西市美園町１１－２ 7598330 食肉処理業 一般 有限会社肉のナカムラ 代表取締役 仲村 博一 666-0013 兵庫県川西市美園町１１－２ 7598330 神北(伊健)第19-1 平成30年7月26日 令和6年8月31日 平成30年7月26日
000028 2100168631 ハッピー川西 666-0013 川西市美園町１１－２ 7598330 食肉販売業 一般 有限会社肉のナカムラ 代表取締役 仲村 博一 666-0013 兵庫県川西市美園町１１－２ 7598330 神北(伊健)第20-20 平成30年7月26日 令和6年8月31日 平成30年7月26日
000028 2100168632 ハッピー川西 666-0013 川西市美園町１１－２ 7594172 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ハッピー川西 代表取締役 仲村 博一 666-0013 兵庫県川西市美園町１１－２ 7594172 神北(伊健)第1-127 平成30年7月26日 令和6年8月31日 平成30年7月26日
000028 2100168633 ハッピー川西 666-0013 川西市美園町１１－２ 7594172 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ハッピー川西 代表取締役 仲村 博一 666-0013 兵庫県川西市美園町１１－２ 7594172 神北(伊健)第1-128 平成30年7月26日 令和6年8月31日 平成30年7月26日



000028 2100168635 ハッピー川西 666-0013 川西市美園町１１－２ 7594172 魚介類販売業 一般 有限会社ハッピー川西 代表取締役 仲村 博一 666-0013 兵庫県川西市美園町１１－２ 7594172 神北(伊健)第22-19 平成30年7月26日 令和6年8月31日 平成30年7月26日
000028 2100168656 正 666-0014 川西市小戸１丁目３－２ 飲食店営業(4)その他 一般 植田 正代 神北(伊健)第1-130 平成30年7月30日 令和6年8月31日 平成30年7月30日
000028 2100168657 ローソン 川西多田院西１丁目店 666-0128 川西市多田院西１丁目９－１５ 7925187 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社世多 代表取締役 當銘 偉哲 661-0963 兵庫県尼崎市高田町２番２号 664352829 神北(伊健)第1-129 平成30年7月30日 令和7年8月31日 平成30年7月30日
000028 2100168708 肉のポパイ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 松浦 亨 神北(伊健)第1-132 平成30年7月31日 令和5年8月31日 平成30年7月31日
000028 2100168709 味のれん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社野口殖産 代表取締役 野口 眞次 664-0028 兵庫県伊丹市西野１丁目７９－１ 7815411 神北(伊健)第1-133 平成30年7月31日 令和5年8月31日 平成30年7月31日
000028 2100168716 心ち 664-0851 伊丹市中央４丁目３－２０大杉ビル１０１号 飲食店営業(4)その他 一般 出島 啓子 神北(伊健)第1-134 平成30年8月2日 令和6年8月31日 平成30年8月2日
000028 2100168745 夏芽 664-0851 伊丹市中央１丁目９－１３遊楽館山本不動産第七ビル４Ｆ－Ｃ 飲食店営業(4)その他 一般 北野 絹代 神北(伊健)第1-136 平成30年8月3日 令和6年8月31日 平成30年8月3日
000028 2100168764 伊丹おうち保育園 664-0875 伊丹市野間北５丁目３－１ 7811700 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社マルワ 代表取締役 湯浅 和也 577-0025 大阪府東大阪市新家３丁目９番－３１号 666185900 神北(伊健)第1-137 平成30年8月6日 令和6年8月31日 平成30年8月6日
000028 2100168813 はち助 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 合同会社はち助 代表社員 山路 武志 561-0832 大阪府豊中市庄内西町３丁目１９番１４号 663320834 神北(伊健)第3-45 平成30年8月9日 令和5年8月31日 平成30年8月9日
000028 2100168859 ホットドッグcafe defi 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 藤原 佳朋 神北(伊健)第1-138 平成30年8月13日 令和5年8月31日 平成30年8月13日
000028 2100168875 株式会社　阪神フード 666-0025 川西市加茂６丁目８９－１ 7577717 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社阪神フード 代表取締役 北田 祐一 665-0805 兵庫県宝塚市雲雀丘２丁目５－４５ 727550445 神北(伊健)第15-1 平成30年8月13日 令和6年8月31日 平成30年8月13日
000028 2100168876 株式会社　阪神フード 666-0025 川西市加茂６丁目８９－１ 7577717 そうざい製造業 一般 株式会社阪神フード 代表取締役 北田 祐一 665-0805 兵庫県宝塚市雲雀丘２丁目５－４５ 727550445 神北(伊健)第7-2 平成30年8月13日 令和6年8月31日 平成30年8月13日
000028 2100168877 株式会社　阪神フード 666-0025 川西市加茂６丁目８９－１ 7577717 魚介類販売業 一般 株式会社阪神フード 代表取締役 北田 祐一 665-0805 兵庫県宝塚市雲雀丘２丁目５－４５ 727550445 神北(伊健)第22-25 平成30年8月13日 令和6年8月31日 平成30年8月13日
000028 2100168880 ＡＭＥＲＩＣＡＮＡ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 手塚 貴子 神北(伊健)第3-48 平成30年8月15日 令和5年8月31日 平成30年8月15日
000028 2100168912 パンベル 666-0251 川辺郡猪名川町若葉２丁目８－７ 7143338 飲食店営業(4)その他 一般 只宗 鈴子 神北(伊健)第1-141 平成30年8月16日 令和6年8月31日 平成30年8月16日
000028 2100168913 パンベル 666-0251 川辺郡猪名川町若葉２丁目８－７ 7143338 菓子製造業 一般 只宗 鈴子 神北(伊健)第3-49 平成30年8月16日 令和6年8月31日 平成30年8月16日
000028 2100168915 たこ焼　あほや　伊丹瑞穂店 664-0013 伊丹市瑞穂町５丁目３－２ 7795110 飲食店営業(4)その他 一般 鈴 陽平 神北(伊健)第1-139 平成30年8月15日 令和6年8月31日 平成30年8月15日
000028 2100168951 セブン－イレブン伊丹南本町７丁目店 664-0852 伊丹市南本町７丁目２－３ 飲食店営業(4)その他 一般 津田 裕介 神北(伊健)第1-143 平成30年8月22日 令和7年8月31日 平成30年8月22日
000028 2100168952 セブン－イレブン伊丹南本町７丁目店 664-0852 伊丹市南本町７丁目２－３ 菓子製造業 一般 津田 裕介 神北(伊健)第3-52 平成30年8月22日 令和7年8月31日 平成30年8月22日
000028 2100169012 ＣＡＦＥ　ＤＩＮＮＩＮＧ　ＭＥＬＬＯＷ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 垂水 健悟 神北(伊健)第1-144 平成30年8月24日 令和5年8月31日 平成30年8月24日
000028 2100169017 幻菓苑　遊季 666-0129 川西市緑台５丁目１－６５ 7921059 菓子製造業 一般 中出口 隆哉 神北(伊健)第3-54 平成30年8月24日 令和6年8月31日 平成30年8月24日
000028 2100169020 ローソン伊丹緑ヶ丘一丁目店 664-0012 伊丹市緑ケ丘１丁目１０７－２ 7855410 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社フェリックス 代表取締役 清水 昌平 661-0032 兵庫県尼崎市武庫之荘東２丁目２２番９号 664333856 神北(伊健)第1-145 平成30年8月27日 令和7年8月31日 平成30年8月27日
000028 2100169024 ローソン伊丹昆陽池一丁目店 664-0015 伊丹市昆陽池１丁目１０ 7833515 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社フェリックス 代表取締役 清水 昌平 661-0032 兵庫県尼崎市武庫之荘東２丁目２２番９号 664333856 神北(伊健)第1-146 平成30年8月27日 令和7年8月31日 平成30年8月27日
000028 2100169028 ローソン伊丹瑞ヶ丘四丁目店 664-0017 伊丹市瑞ケ丘４丁目３５ 7835995 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社フェリックス 代表取締役 清水 昌平 661-0032 兵庫県尼崎市武庫之荘東２丁目２２番９号 664333856 神北(伊健)第1-147 平成30年8月27日 令和7年8月31日 平成30年8月27日
000028 2100169042 喫茶坊　縁 665-0891 川西市満願寺町７－１ 7592452 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 アムリタ合同会社 代表社員 若田 等慧 665-0891 兵庫県川西市満願寺町７－１ 7592452 神北(伊健)第1-149 平成30年8月27日 令和6年8月31日 平成30年8月27日
000028 2100169049 セブン-イレブン猪名川町つつじが丘店 666-0245 川辺郡猪名川町つつじが丘１丁目４３番地３ 7653271 飲食店営業(4)その他 一般 長野 泰英 神北(伊健)第1-150 平成30年8月27日 令和7年8月31日 平成30年8月27日
000028 2100169050 セブン-イレブン猪名川町つつじが丘店 666-0245 川辺郡猪名川町つつじが丘１丁目４３番地３ 7653271 菓子製造業 一般 長野 泰英 神北(伊健)第3-55 平成30年8月27日 令和7年8月31日 平成30年8月27日
000028 2100169063 コブカフェ  （大阪４００ほ６０６８） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 小藪 貴士 神北(伊健)第1-152 平成30年8月28日 令和5年8月31日 平成30年8月28日
000028 2100169136 ＳＰＩＣＥ　ＣＵＲＲＹ　４３ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 平野 栄秀 神北(伊健)第1-155 平成30年9月3日 令和5年11月30日 平成30年9月3日
000028 2100169146 ＷＩＮＤＷＡＲＤ　ＧＲＩＬＬ 664-0858 伊丹市西台２丁目５－９　吉川ビル１Ｆ 7646664 飲食店営業(4)その他 一般 頼国 正樹 神北(伊健)第1-156 平成30年9月3日 令和6年11月30日 平成30年9月3日
000028 2100169164 Ｃｈｉｃ 664-0861 伊丹市稲野町１丁目８５－１ＴＭプラザ１０１ 7647538 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 須貝 隆文 神北(伊健)第1-158 平成30年9月5日 令和6年11月30日 平成30年9月5日
000028 2100169174 Ｔ．Ｈ企画 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 一木 鉄司 神北(伊健)第3-58 平成30年9月5日 令和5年11月30日 平成30年9月5日
000028 2100169175 居酒屋　ＡＪＩＴＯ 664-0888 伊丹市昆陽南３丁目７－２－１ 飲食店営業(4)その他 一般 山邉 麻理子 神北(伊健)第1-160 平成30年9月6日 令和6年11月30日 平成30年9月6日
000028 2100169198 ｃｏｎｏｇｏｈａｎ  （コノゴハン） 664-0851 伊丹市中央１丁目５－１８中央プラザビル３Ｆ３０２ 7143905 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小柴 優子 神北(伊健)第1-161 平成30年9月6日 令和6年11月30日 平成30年9月6日
000028 2100169220 ちょい呑み　ケロケロ 664-0881 伊丹市昆陽４丁目４－２ダイヤ伊丹昆陽１７１ビル２０３ 飲食店営業(4)その他 一般 瀬角 圭介 神北(伊健)第1-162 平成30年9月10日 令和6年11月30日 平成30年9月10日
000028 2100169236 じゃんぼ總本店　阪急伊丹駅前店 664-0851 伊丹市中央１丁目３５くらすと伊丹　別館 7676555 飲食店営業(4)その他 一般 ドリームアドバンス株式会社 代表取締役 利川 邦吉 577-0825 大阪府東大阪市大蓮南４丁目２３番２３号 667302600 神北(伊健)第1-157 平成30年9月5日 令和6年11月30日 平成30年9月5日
000028 2100169239 元祖とりからや亀ちゃん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 落合 大介 神北(伊健)第1-159 平成30年9月5日 令和5年11月30日 平成30年9月5日
000028 2100169246 エストローヤル猪名川工場 666-0227 川辺郡猪名川町笹尾字加門田５－１－２ 7681114 菓子製造業 一般 株式会社リュバン・アン・プリュス 代表取締役 森田 佳子 669-1321 兵庫県三田市けやき台６丁目１番１３ 7681114 神北(伊健)第3-60 平成30年9月11日 令和7年11月30日 平成30年9月11日
000028 2100169247 エストローヤル猪名川工場 666-0227 川辺郡猪名川町笹尾字加門田５－１－２ 7681114 アイスクリーム類製造業 一般 株式会社リュバン・アン・プリュス 代表取締役 森田 佳子 669-1321 兵庫県三田市けやき台６丁目１番１３ 7681114 神北(伊健)第16-5 平成30年9月11日 令和7年11月30日 平成30年9月11日
000028 2100169287 ふわとろキッチン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 山口 優美 神北(伊健)第3-61 平成30年9月13日 令和5年11月30日 平成30年9月13日
000028 2100169290 ファミリーマート　猪名川パークタウン店 666-0233 川辺郡猪名川町紫合字八幡傍３５２－１,３５３－１ 7672280 飲食店営業(4)その他 一般 住野 公彦 神北(伊健)第1-163 平成30年9月13日 令和6年11月30日 平成30年9月13日
000028 2100169298 ｃａｆｅ　ＲＫ 664-0026 伊丹市寺本４丁目３ 飲食店営業(4)その他 一般 PANJARAT PIRIYA 神北(伊健)第1-164 平成30年9月14日 令和6年11月30日 平成30年9月14日
000028 2100169299 ＧＯＬＦ　ＭＯＮＫＥＹ　ＫＡＭＯ　ＢＡＳＥ 666-0025 川西市加茂３丁目１５－９ 7570780 喫茶店営業 一般 川口 明浩 神北(伊健)第2-55 平成30年9月14日 令和6年11月30日 平成30年9月14日
000028 2100169300 ヨナナ 666-0101 川西市黒川字谷垣内１１６－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 堀部 美香 神北(伊健)第1-165 平成30年9月14日 令和6年11月30日 平成30年9月14日
000028 2100169301 サンウェーズ　（京都４１む９５４３） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 753239185 喫茶店営業 自動車 遠田 靖史 神北(伊健)第2-54 平成30年9月14日 令和5年11月30日 平成30年9月14日
000028 2100169345 Ａ  ａｃｅ 664-0858 伊丹市西台５丁目７－２４ｉｎｇビル　４Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 右近 彩子 神北(伊健)第1-167 平成30年9月19日 令和6年11月30日 平成30年9月19日
000028 2100169346 クレープリー・クランデール  （滋賀８００す５３５５） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 原田 裕次郎 神北(伊健)第1-169 平成30年9月20日 令和5年11月30日 平成30年9月20日
000028 2100169347 クレープリー・クランデール  （滋賀８００す５３５５） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 原田 裕次郎 神北(伊健)第3-62 平成30年9月20日 令和5年11月30日 平成30年9月20日
000028 2100169349 ローソン伊丹西台２丁目店 664-0858 伊丹市西台２丁目５－２５ 7791500 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社世多 代表取締役 當銘 偉哲 661-0963 兵庫県尼崎市高田町２番２号 664971170 神北(伊健)第1-170 平成30年9月20日 令和7年11月30日 平成30年9月20日
000028 2100169353 Ｂｉｓｔｒｏ　Ｋｉｃｈｅｎ　ｅｓ 664-0027 伊丹市池尻１ー１１０ 7687185 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佐々木 晴信 神北(伊健)第1-168 平成30年9月19日 令和6年11月30日 平成30年9月19日
000028 2100169398 ＢＡＮＤＡ（なにわ８００せ３８） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社ＣＰＣ 代表取締役 平野 恭誉 553-0003 大阪府大阪市福島区福島７ー８ー６中村ビル１階 676512252 神北(伊健)第1-172 平成30年9月25日 令和5年11月30日 平成30年9月25日
000028 2100169405 真味  （大阪８００わ３０５５） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 福井 弘美 神北(伊健)第1-175 平成30年9月26日 令和5年11月30日 平成30年9月26日
000028 2100169415 Pizzeria e Bar Arco 664-0845 伊丹市東有岡１丁目１８－１サン伊丹駅前ハイツ 7472525 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 笠原 健司 神北(伊健)第1-176 平成30年9月27日 令和6年11月30日 平成30年9月27日
000028 2100169447 屋台居酒屋　大阪満マル　川西店 666-0021 川西市栄根２丁目１－１徳田ビル１階 7671519 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社リガール 代表取締役 廣田 隆志 565-0818 大阪府吹田市尺谷３３ー１０ 671647131 神北(伊健)第1-174 平成30年9月26日 令和6年11月30日 平成30年9月26日
000028 2100169453 むぎのめ作業所 666-0017 川西市火打１丁目１２ー１６キセラ川西プラザ 7552663 菓子製造業 一般 社会福祉法人むぎのめ 理事長 久保 正文 666-0017 兵庫県川西市火打１丁目１２番１６号 7552663 神北(伊健)第3-63 平成30年9月26日 令和6年11月30日 平成30年9月26日
000028 2100169455 セブンイレブン川西能勢口駅前店 666-0033 川西市栄町１０ー５ 7555506 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＩＳＭ 代表取締役 米村 卓也 665-0011 兵庫県宝塚市南口２丁目５ー４１ 797770301 神北(伊健)第1-173 平成30年9月26日 令和7年11月30日 平成30年9月26日
000028 2100169461 自家焙煎珈琲バビルサ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 有限会社ティ・エス・ユー・プランニング 代表取締役 吉住 邦子 563-0017 大阪府池田市伏尾台１丁目１４番地の４ 727688133 神北(伊健)第2-57 平成30年10月1日 令和5年11月30日 平成30年10月1日
000028 2100169473 川西市共働作業所　あかね 666-0017 川西市火打１丁目１２－１６ 7554101 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人障害者地域生活応援団あかね 理事長 光岡 正章 666-0017 兵庫県川西市火打１丁目１２番１６号 7554101 神北(伊健)第3-64 平成30年10月1日 令和6年11月30日 平成30年10月1日
000028 2100169516 なないろじかん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 合同会社なないろじかん 代表社員 二岡 美樹子 666-0142 兵庫県川西市清和台東４丁目４－１６２ 7430241 神北(伊健)第1-178 平成30年10月3日 令和5年11月30日 平成30年10月3日
000028 2100169528 立吞処　なお　伊丹中央３号店 664-0851 伊丹市中央１丁目９－２０　２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 松石 善弘 神北(伊健)第1-179 平成30年10月4日 令和6年11月30日 平成30年10月4日
000028 2100169544 九州らぁめん　ごん吉 664-0858 伊丹市西台１丁目１－１　４Ｆ 7858184 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 城山 朝彦 神北(伊健)第1-182 平成30年10月4日 令和6年11月30日 平成30年10月4日
000028 2100169547 ｙａｋｉｔａｔｅｉ  モザイクボックス　川西店 666-0033 川西市栄町１１－１モザイクボックス川西店１階 7578787 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ワールドフーズ 代表取締役 山田 諭 561-0802 大阪府豊中市曽根東町３丁目２－１－１０４ 727603003 神北(伊健)第1-181 平成30年10月4日 令和6年11月30日 平成30年10月4日
000028 2100169548 ｙａｋｉｔａｔｅｉ  モザイクボックス　川西店 666-0033 川西市栄町１１－１モザイクボックス川西店１階 7578787 菓子製造業 一般 株式会社ワールドフーズ 代表取締役 山田 諭 561-0802 大阪府豊中市曽根東町３丁目２－１－１０４ 727603003 神北(伊健)第3-66 平成30年10月4日 令和6年11月30日 平成30年10月4日
000028 2100169553 ｙａｋｉｔａｔｅｉ　イオンモール猪名川店 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１番 7667755 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ワールドフーズ 代表取締役 山田 諭 561-0802 大阪府豊中市曽根東町３丁目２－１－１０４ 727603003 神北(伊健)第1-180 平成30年10月4日 令和6年11月30日 平成30年10月4日
000028 2100169554 ｙａｋｉｔａｔｅｉ　イオンモール猪名川店 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１番 7667755 菓子製造業 一般 株式会社ワールドフーズ 代表取締役 山田 諭 561-0802 大阪府豊中市曽根東町３丁目２－１－１０４ 727603003 神北(伊健)第3-65 平成30年10月4日 令和6年11月30日 平成30年10月4日
000028 2100169567 サンレイ・フーズ（滋賀８００す５３４４） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 新田 日佐光 神北(伊健)第1-183 平成30年10月9日 令和5年11月30日 平成30年10月9日
000028 2100169568 サンレイ・フーズ（滋賀８００す５３４４） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 新田 日佐光 神北(伊健)第3-69 平成30年10月9日 令和5年11月30日 平成30年10月9日
000028 2100169613 街かど屋　伊丹山田店 664-0874 伊丹市山田４丁目６－４８ 7832771 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ライフフーズ 代表取締役 大平 毅 564-0063 大阪府吹田市江坂町１丁目１３番４１号 663380051 神北(伊健)第1-185 平成30年10月10日 令和6年11月30日 平成30年10月10日
000028 2100169626 ジョニーのからあげ 666-0033 川西市栄町５－１ 7591041 飲食店営業(4)その他 一般 二宮 昭博 神北(伊健)第1-186 平成30年10月12日 令和6年11月30日 平成30年10月12日
000028 2100169627 ジョニーのからあげ 666-0033 川西市栄町５－１ 7591041 そうざい製造業 一般 二宮 昭博 神北(伊健)第7-5 平成30年10月12日 令和6年11月30日 平成30年10月12日
000028 2100169689 ほっこり亭 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社レブ・クリエイト 代表取締役 渡辺 充善 533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄５丁目２６番地３１号 663268180 神北(伊健)第1-187 平成30年10月18日 令和5年11月30日 平成30年10月18日
000028 2100169767 ＦＵＮＡＴＥＩ 666-0136 川西市南野坂１丁目２－９ 7586711 菓子製造業 一般 船岡 知子 神北(伊健)第3-81 平成30年10月24日 令和6年11月30日 平成30年10月24日
000028 2100169784 Ｂｏｎｈｅｕｒ（ボヌール） 664-0858 伊丹市西台２丁目６－４イスズハイツベル三番館Ｂ１Ｆ　Ｂ９０２ 7730234 飲食店営業(4)その他 一般 鈴木 ゆかり 神北(伊健)第1-188 平成30年10月25日 令和6年11月30日 平成30年10月25日
000028 2100169785 ドリーム甲子園 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 社会福祉法人円勝会 理事長 西川 光明 679-4132 兵庫県たつの市誉田町福田７８０－３番地 798426510 神北(伊健)第1-189 平成30年10月25日 令和5年11月30日 平成30年10月25日
000028 2100169833 北摂ワインズ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 北摂ワインズ株式会社 代表取締役 冨鶴 高 561-0844 大阪府豊中市利倉西２丁目９－５ 727223019 神北(伊健)第1-192 平成30年10月29日 令和5年11月30日 平成30年10月29日
000028 2100169842 たこの華道 664-0897 伊丹市桜ケ丘４丁目４－１５ 飲食店営業(4)その他 露店 北原 大奨 神北(伊健)第1-194 平成30年10月30日 令和5年11月30日 平成30年10月30日
000028 2100169879 セブン－イレブン伊丹緑ケ丘１丁目店 664-0012 伊丹市緑ケ丘１丁目２３４－１ 7822717 飲食店営業(4)その他 一般 中村 好志 神北(伊健)第1-191 平成30年10月29日 令和7年11月30日 平成30年10月29日
000028 2100169880 セブン－イレブン伊丹緑ケ丘１丁目店 664-0012 伊丹市緑ケ丘１丁目２３４－１ 7822717 菓子製造業 一般 中村 好志 神北(伊健)第3-82 平成30年10月29日 令和7年11月30日 平成30年10月29日
000028 2100169886 珈琲焙煎工房ＡＫＡＲＩ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 八幡 明美 神北(伊健)第1-193 平成30年10月29日 令和5年11月30日 平成30年10月29日
000028 2100169915 こころキッチン 666-0145 川西市けやき坂２丁目６２－２２ 7906600 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ケアマインド 代表取締役 成徳 明伸 666-0145 兵庫県川西市けやき坂２丁目６２－２２ 7906600 神北(伊健)第1-198 平成30年11月2日 令和7年11月30日 平成30年11月2日
000028 2100169943 アウトドア　クッキング　ウィ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社ハンターズインク 代表取締役 石田 裕史 849-1612 佐賀県藤津郡太良町大字大浦丁２１３３番地４ 5068675601 神北(伊健)第1-200 平成30年11月5日 令和5年11月30日 平成30年11月5日
000028 2100169944 パニパニーノ 664-0028 伊丹市西野２丁目７３ハイツおおとり１０４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉岡 裕子 神北(伊健)第1-199 平成30年11月2日 令和6年11月30日 平成30年11月2日
000028 2100169975 阪急タクシー株式会社　伊丹営業所　軒下 664-0851 伊丹市中央４丁目５－３１ 7728472 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 神北(伊健)第2-63 平成30年11月6日 令和5年11月30日 平成30年11月6日
000028 2100169977 アリスゴルフ倶楽部　猪名川　Ｇカフェ 666-0241 川辺郡猪名川町内馬場字蕗ケ谷１－１ 7667788 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 神北(伊健)第2-64 平成30年11月6日 令和5年11月30日 平成30年11月6日
000028 2100169994 株式会社未知インターナショナル 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社未知インターナショナル 代表取締役 水本 弥知秀 542-0012 大阪府大阪市中央区谷町６丁目４－８　新空堀ビル３Ｆ 667633433 神北(伊健)第1-202 平成30年11月7日 令和5年11月30日 平成30年11月7日
000028 2100170002 ＭＥＮＹＡ－ＫＯＴＯＨＯＧＩ 664-0881 伊丹市昆陽６丁目１２９高島ビル１Ｆ 7144056 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藏野 正治 神北(伊健)第1-203 平成30年11月8日 令和6年11月30日 平成30年11月8日
000028 2100170007 倉式珈琲店　イオンタウン川西店 666-0124 川西市多田桜木１丁目４－１イオンタウン川西１１２区画 7647309 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社倉式珈琲 代表取締役 中村 正昭 700-0952 岡山県岡山市北区平田１７３番地１０４ 862455309 神北(伊健)第1-204 平成30年11月8日 令和6年11月30日 平成30年11月8日
000028 2100170013 鉄板　松 664-0851 伊丹市中央１丁目７－１４田中ビル１階２号 飲食店営業(4)その他 一般 松本 幸治 神北(伊健)第1-205 平成30年11月8日 令和6年11月30日 平成30年11月8日
000028 2100170032 イオンフードスタイル川西店（バイオーダー） 666-0124 川西市多田桜木１丁目４－１イオンフードスタイル川西店内 7934811 菓子製造業 一般 株式会社ダイエー 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１番１ 783025001 神北(伊健)第3-89 平成30年11月9日 令和6年11月30日 平成30年11月9日
000028 2100170034 イオンフードスタイル川西店（惣菜） 666-0124 川西市多田桜木１丁目４－１イオンフードスタイル川西店内 7934811 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ダイエー 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１番１ 783025001 神北(伊健)第1-206 平成30年11月9日 令和6年11月30日 平成30年11月9日
000028 2100170035 イオンフードスタイル川西店（インベリ） 666-0124 川西市多田桜木１丁目４－１イオンフードスタイル川西店内 7934811 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ダイエー 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１番１ 783025001 神北(伊健)第1-207 平成30年11月9日 令和6年11月30日 平成30年11月9日
000028 2100170036 イオンフードスタイル川西店（バイオーダー） 666-0124 川西市多田桜木１丁目４－１イオンフードスタイル川西店内 7934811 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ダイエー 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１番１ 783025001 神北(伊健)第1-208 平成30年11月9日 令和6年11月30日 平成30年11月9日
000028 2100170037 イオンフードスタイル川西店（米飯） 666-0124 川西市多田桜木１丁目４－１イオンフードスタイル川西店内 7934811 菓子製造業 一般 株式会社ダイエー 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１番１ 783025001 神北(伊健)第3-87 平成30年11月9日 令和6年11月30日 平成30年11月9日
000028 2100170038 イオンフードスタイル川西店（インベリ） 666-0124 川西市多田桜木１丁目４－１イオンフードスタイル川西店内 7934811 菓子製造業 一般 株式会社ダイエー 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１番１ 783025001 神北(伊健)第3-88 平成30年11月9日 令和6年11月30日 平成30年11月9日
000028 2100170053 イオンフードスタイル川西店 666-0124 川西市多田桜木１丁目４－１イオンフードスタイル川西店内 7934811 食肉販売業 一般 株式会社ダイエー 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１番１ 783025001 神北(伊健)第20-42 平成30年11月9日 令和6年11月30日 平成30年11月9日
000028 2100170054 イオンフードスタイル川西店 666-0124 川西市多田桜木１丁目４－１イオンフードスタイル川西店内 7934811 魚介類販売業 一般 株式会社ダイエー 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１番１ 783025001 神北(伊健)第22-43 平成30年11月9日 令和6年11月30日 平成30年11月9日
000028 2100170057 イオンフードスタイル川西店（鮮魚寿司） 666-0124 川西市多田桜木１丁目４－１イオンフードスタイル川西店内 7934811 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ダイエー 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１番１ 783025001 神北(伊健)第1-209 平成30年11月9日 令和6年11月30日 平成30年11月9日
000028 2100170087 山垣畜産伊丹店 664-0836 伊丹市北本町３丁目５０ 7836977 食肉販売業 一般 株式会社山垣畜産 代表取締役 山垣 政晴 651-1353 兵庫県神戸市北区八多町吉尾８３５番地の２ 789510547 神北(伊健)第20-45 平成30年11月13日 令和6年11月30日 平成30年11月13日
000028 2100170126 ㈱万代　南花屋敷店 666-0026 川西市南花屋敷３丁目１１－９ 7567851 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０番１３号 667203305 神北(伊健)第1-212 平成30年11月14日 令和7年11月30日 平成30年11月14日
000028 2100170127 ㈱万代　南花屋敷店（店内） 666-0026 川西市南花屋敷３丁目１１－９ 7567851 魚介類販売業 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０番１３号 667203305 神北(伊健)第22-44 平成30年11月14日 令和7年11月30日 平成30年11月14日
000028 2100170129 おとめＢＡＬ 664-0851 伊丹市中央１丁目７－１３伊丹田中ビル１階５号 飲食店営業(4)その他 一般 三木 香乃 神北(伊健)第1-213 平成30年11月15日 令和6年11月30日 平成30年11月15日
000028 2100170143 じゃんぼ總本店　イオンタウン川西店 666-0124 川西市多田桜木１丁目４－１　１階１０５区画 7441999 飲食店営業(4)その他 一般 ドリームアドバンス株式会社 代表取締役 利川 邦吉 577-0825 大阪府東大阪市大蓮南４丁目２３番２３号 667302600 神北(伊健)第1-214 平成30年11月16日 令和6年11月30日 平成30年11月16日
000028 2100170176 イオン伊丹昆陽店（水産寿司） 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１ 7736900 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５－１ 432116110 神北(伊健)第1-216 平成30年11月19日 令和6年11月30日 平成30年11月19日
000028 2100170182 ふくろう 666-0012 川西市絹延町２－９ 7596581 飲食店営業(4)その他 一般 梨山 福恵 神北(伊健)第1-217 平成30年11月20日 令和6年11月30日 平成30年11月20日
000028 2100170198 ナチュアプラス 666-0124 川西市多田桜木１丁目４－１　１０４区画 7677120 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ナチュアファーム 代表取締役 澤井 安子 622-0311 京都府船井郡京丹波町和田前田２番地１ 771860214 神北(伊健)第1-215 平成30年11月19日 令和6年11月30日 平成30年11月19日
000028 2100170199 ナチュアプラス 666-0124 川西市多田桜木１丁目４－１　１０４区画 7677120 菓子製造業 一般 株式会社ナチュアファーム 代表取締役 澤井 安子 622-0311 京都府船井郡京丹波町和田前田２番地１ 771860214 神北(伊健)第3-91 平成30年11月19日 令和6年11月30日 平成30年11月19日
000028 2100170210 ＴｉＲａ 664-0851 伊丹市中央２丁目１－５ジャルダンビル５０１ 7646877 飲食店営業(4)その他 一般 前田 美恵 神北(伊健)第1-218 平成30年11月20日 令和6年11月30日 平成30年11月20日
000028 2100170214 ＣＡＦＥ＆ＢＡＲ　Ｃｈｅｅｒｆｕｌ 664-0851 伊丹市中央１丁目４－７　ワタナベビル２Ｆ 7825566 飲食店営業(4)その他 一般 小山 遥 神北(伊健)第1-219 平成30年11月21日 令和6年11月30日 平成30年11月21日
000028 2100170234 フジオ軒　伊丹店 664-0013 伊丹市瑞穂町３丁目１２－１ 7821166 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社フジオフードシステム 代表取締役 藤尾 政弘 530-0046 大阪府大阪市北区菅原町２番１６号　FUJIO BLDG. 663600301 神北(伊健)第1-220 平成30年11月21日 令和6年11月30日 平成30年11月21日
000028 2100170263 焼肉壱番　太平樂　伊丹山田店 664-0874 伊丹市山田５丁目８－６ 7771129 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 横川 伸介 神北(伊健)第1-221 平成30年11月22日 令和6年11月30日 平成30年11月22日
000028 2100170264 Ｓｔ．ミート 664-0008 伊丹市荒牧南３丁目１７－６９ソセイ末広１０１ 7796060 飲食店営業(4)その他 一般 徳永 広芸 神北(伊健)第1-222 平成30年11月22日 令和6年11月30日 平成30年11月22日
000028 2100170265 Ｓｔ．ミート 664-0008 伊丹市荒牧南３丁目１７－６９ソセイ末広１０１ 7796060 食肉販売業 一般 徳永 広芸 神北(伊健)第20-46 平成30年11月22日 令和6年11月30日 平成30年11月22日



000028 2100170284 医療法人社団星晶会  ふるさと透析診療所 666-0252 川辺郡猪名川町広根字北后久２ 7653324 飲食店営業(4)その他 一般 医療法人社団星晶会 理事長 松本 昭英 664-0897 兵庫県伊丹市桜ケ丘１丁目３番２３号 7753006 神北(伊健)第1-225 平成30年11月26日 令和7年11月30日 平成30年11月26日
000028 2100170288 医療法人社団星晶会　あおい病院 664-0001 伊丹市荒牧６丁目１４－２ 7788145 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 医療法人社団星晶会 理事長 松本 昭英 664-0897 兵庫県伊丹市桜ケ丘１丁目３－２３ 7753006 神北(伊健)第1-223 平成30年11月26日 令和6年11月30日 平成30年11月26日
000028 2100170289 664-0012 伊丹市緑ケ丘２丁目１６８　１０２号 7443708 飲食店営業(4)その他 一般 重谷 志のぶ 神北(伊健)第1-224 平成30年11月26日 令和6年11月30日 平成30年11月26日
000028 2100170326 たなか商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 田中 敏春 神北(伊健)第1-226 平成30年11月28日 令和5年11月30日 平成30年11月28日
000028 2100170336 株式会社ＵＳＤ  （なにわ４８０つ４４２６） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 株式会社ＵＳＤ 代表取締役 佐々木 蘭丸 556-0022 大阪府大阪市浪速区桜川１丁目６－４ロータリー難波６０３号室 667778262 神北(伊健)第3-92 平成30年11月28日 令和5年11月30日 平成30年11月28日
000028 2100170428 しなの和 664-0002 伊丹市荻野７丁目１－１ 7821994 飲食店営業(4)その他 一般 加藤 和美 神北(伊健)第1-228 平成30年12月4日 令和7年2月28日 平成30年12月4日
000028 2100170473 カラオケ・スナック　華 666-0014 川西市小戸２丁目４－４ 7589098 飲食店営業(4)その他 一般 平山 澄子 神北(伊健)第1-230 平成30年12月6日 令和7年2月28日 平成30年12月6日
000028 2100170484 ＯＣＥＡＮＳ　ＫＮＯＴ 664-0007 伊丹市北野５丁目３７ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社いずみ文庫 代表取締役 藤田 茂高 664-0007 兵庫県伊丹市北野１丁目７８番地 7702512 神北(伊健)第1-231 平成30年12月10日 令和7年2月28日 平成30年12月10日
000028 2100170500 仁　Ｊｉｎ　（堺４００す５９２２） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 橋元 仁 神北(伊健)第1-232 平成30年12月11日 令和6年2月29日 平成30年12月11日
000028 2100170522 ラウンジ　はなれ 666-0033 川西市栄町１５－２１木田店舗２Ｆ２０１号 飲食店営業(4)その他 一般 髙井 祥加 神北(伊健)第1-233 平成30年12月12日 令和7年2月28日 平成30年12月12日
000028 2100170530 １８番フードコミニュケーションズ  （三重１３１の１８） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 森重 卓 神北(伊健)第1-234 平成30年12月12日 令和6年2月29日 平成30年12月12日
000028 2100170577 観光農園　ＢＥＲＲＹ　ＨＯＵＳＥ 666-0236 川辺郡猪名川町北田原字東山田２８番地 7036455 菓子製造業 一般 株式会社グリーンファーム 代表取締役 清田 昌弘 666-0236 兵庫県川辺郡猪名川町北田原字東山田２８番地 7036455 神北(伊健)第3-94 平成30年12月17日 令和7年2月28日 平成30年12月17日
000028 2100170584 Ｆａｉｒｙ 666-0021 川西市栄根２丁目１－１０パークプラザビル２Ｆ 7551051 飲食店営業(4)その他 一般 釜元 茉里亜 神北(伊健)第1-236 平成30年12月18日 令和7年2月28日 平成30年12月18日
000028 2100170592 成田屋　川西店 666-0121 川西市平野３丁目１－１５ 7929120 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 成田 沙奈映 神北(伊健)第1-237 平成30年12月18日 令和7年2月28日 平成30年12月18日
000028 2100170637 ラ・フェリーチェ 664-0012 伊丹市緑ケ丘１丁目２８４－１０ 7790972 喫茶店営業 一般 濱 美知子 神北(伊健)第2-72 平成30年12月25日 令和7年2月28日 平成30年12月25日
000028 2100170638 Ｃａｎｄｙえんとつ町店 666-0002 川西市滝山町５－１１ 7864280 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三浦 秀明 神北(伊健)第1-239 平成30年12月25日 令和7年2月28日 平成30年12月25日
000028 2100170667 カラオケ喫茶　華 664-0026 伊丹市寺本３丁目１７０プロシード１Ｆ 7647580 飲食店営業(4)その他 一般 清原 暁子 神北(伊健)第1-240 平成30年12月27日 令和7年2月28日 平成30年12月27日
000028 2100170688 珈集　伊丹店 664-0005 伊丹市瑞原２丁目１－１ 7730075 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社珈集 取締役 平野 薫大 673-0433 兵庫県三木市福井字八幡谷２１６５－１ 794826117 神北(伊健)第1-242 平成31年1月7日 令和7年2月28日 平成31年1月7日
000028 2100170721 阪急オアシス日生中央店  （水産寿司コーナー） 666-0261 川辺郡猪名川町松尾台１丁目２－１ 7661931 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457558 神北(伊健)第1-243 平成31年1月11日 令和7年2月28日 平成31年1月11日
000028 2100170722 阪急オアシス日生中央店  （水産寿司　キッチンスタジオ） 666-0261 川辺郡猪名川町松尾台１丁目２－１ 7661931 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457558 神北(伊健)第1-244 平成31年1月11日 令和7年2月28日 平成31年1月11日
000028 2100170723 なないろじかん  （神戸８３０せ７１６） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 合同会社なないろじかん 代表社員 二岡 美樹子 666-0142 兵庫県川西市清和台東４丁目４－１６２ 7430241 神北(伊健)第1-245 平成31年1月11日 令和6年2月29日 平成31年1月11日
000028 2100170784 師亭 666-0261 川辺郡猪名川町松尾台１丁目２－２０日生中央センタービル１Ｆ 7677351 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮崎 祐次 神北(伊健)第1-246 平成31年1月17日 令和7年2月28日 平成31年1月17日
000028 2100170785 ケプリ 666-0015 川西市小花１丁目５－７ 菓子製造業 一般 久木田 郁哉 神北(伊健)第3-97 平成31年1月17日 令和7年2月28日 平成31年1月17日
000028 2100170806 リンデンプランニング 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 熊田 和義 神北(伊健)第1-248 平成31年1月21日 令和6年2月29日 平成31年1月21日
000028 2100170807 カラオケ　りっちゃん 666-0014 川西市小戸２丁目４－３ 飲食店営業(4)その他 一般 西尾 律子 神北(伊健)第1-247 平成31年1月21日 令和7年2月28日 平成31年1月21日
000028 2100170827 森本屋  （和歌山８３０さ５２９６） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 森本 博明 神北(伊健)第1-250 平成31年1月23日 令和6年2月29日 平成31年1月23日
000028 2100170828 ローソン川西加茂二丁目店 666-0025 川西市加茂２丁目７－１７ 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社世多 代表取締役 當銘 偉哲 661-0963 兵庫県尼崎市高田町２番２号 664971170 神北(伊健)第1-249 平成31年1月23日 令和8年2月28日 平成31年1月23日
000028 2100170832 なにわ屋本舗 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 黒野 慈行 神北(伊健)第1-251 平成31年1月23日 令和6年2月29日 平成31年1月23日
000028 2100170833 なにわ屋本舗 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 黒野 慈行 神北(伊健)第3-101 平成31年1月23日 令和6年2月29日 平成31年1月23日
000028 2100170853 ダイエー川西店 666-0124 川西市多田桜木１丁目１－１ダイエー川西店内 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ダイエー 代表取締役 近澤 靖英 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１－１ 783025001 神北(伊健)第1-252 平成31年1月25日 令和7年2月28日 平成31年1月25日
000028 2100170854 Ｊｕｎａ 664-0851 伊丹市中央２丁目１－５ジャルダン伊丹５０２ 7647188 飲食店営業(4)その他 一般 沖 泰恵子 神北(伊健)第1-254 平成31年1月25日 令和7年2月28日 平成31年1月25日
000028 2100170855 ファミリーマート伊丹瑞原店 664-0005 伊丹市瑞原３丁目５７番 7843311 飲食店営業(4)その他 一般 三浦 然柱 神北(伊健)第1-253 平成31年1月25日 令和7年2月28日 平成31年1月25日
000028 2100170893 川福　中山寺店 664-0001 伊丹市荒牧４丁目７－３ 7751177 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社田幸 代表取締役 吉田 明仁 581-0802 大阪府八尾市北本町２丁目９番７号 729978577 神北(伊健)第1-255 平成31年1月28日 令和7年2月28日 平成31年1月28日
000028 2100170916 鉄板　串家 664-0852 伊丹市南本町２丁目３－３プレミール伊丹１０２ 飲食店営業(4)その他 一般 田島 潤 神北(伊健)第1-256 平成31年1月29日 令和7年2月28日 平成31年1月29日
000028 2100170919 銀だこカー  （宮城８００せ７７３４） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社ホットランド 代表取締役 佐瀬 守男 104-0041 東京都中央区新富１丁目９－６ 335538885 神北(伊健)第1-257 平成31年1月29日 令和6年2月29日 平成31年1月29日
000028 2100170928 いざかや千 666-0033 川西市栄町２－１９ 7469087 飲食店営業(4)その他 一般 中島 千春 神北(伊健)第1-259 平成31年1月29日 令和7年2月28日 平成31年1月29日
000028 2100170974 遊食家 664-0861 伊丹市稲野町３丁目２８ 飲食店営業(4)その他 一般 宮本 省二 神北(伊健)第1-262 平成31年1月31日 令和7年2月28日 平成31年1月31日
000028 2100170997 手打ち「満願寺蕎麦」 665-0891 川西市満願寺町７－１ 7592452 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 村井 英彦 神北(伊健)第1-260 平成31年1月30日 令和7年2月28日 平成31年1月30日
000028 2100170998 ＯＫＫ株式会社 664-0831 伊丹市北伊丹８丁目１０ 7710868 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 朝日給食株式会社 代表取締役 直林 勝宏 561-0836 大阪府豊中市庄内宝町２－７－２ 663321460 神北(伊健)第1-261 平成31年1月30日 令和7年2月28日 平成31年1月30日
000028 2100171001 なないろカフェ 664-0006 伊丹市鴻池１丁目２－１６－５ 喫茶店営業 一般 岩下 奈々子 神北(伊健)第2-74 平成31年2月1日 令和7年2月28日 平成31年2月1日
000028 2100171023 美山 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹３Ｆ 7645772 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社セイントキッチン 代表取締役 海岡 聖哉 710-0065 岡山県倉敷市宮前４１８－３ 神北(伊健)第1-263 平成31年2月4日 令和8年2月28日 平成31年2月4日
000028 2100171034 ビストロ３６ 664-0851 伊丹市中央２丁目１－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中村 三郎 神北(伊健)第1-264 平成31年2月6日 令和7年2月28日 平成31年2月6日
000028 2100171061 ＦＡＲ　ＣＲＹ　Ⅱ 666-0035 川西市花屋敷２丁目７－７ 飲食店営業(4)その他 一般 田村 篤喜 神北(伊健)第1-265 平成31年2月7日 令和7年2月28日 平成31年2月7日
000028 2100171077 ほこ 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。） 飲食店営業(4)その他 露店 江本 和慶 神北(伊健)第1-267 平成31年2月8日 令和6年2月29日 平成31年2月8日
000028 2100171078 奄んちゅ 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。） 飲食店営業(4)その他 露店 山岸 直人 神北(伊健)第1-266 平成31年2月8日 令和6年2月29日 平成31年2月8日
000028 2100171091 (有)　クレセル  和歌山１３０た８６ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 今井 千博 神北(伊健)第3-104 平成31年2月12日 令和6年2月29日 平成31年2月12日
000028 2100171099 いこいの場　イヌイ 664-0028 伊丹市西野２丁目８ 7776735 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 乾 光子 神北(伊健)第1-269 平成31年2月12日 令和7年2月28日 平成31年2月12日
000028 2100171100 ＣＡＦＥ　ＢＯＸ 666-0138 川西市西多田１丁目１８－１３メゾン平井１０１ 7935575 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 草苅 絢子 神北(伊健)第1-270 平成31年2月13日 令和7年2月28日 平成31年2月13日
000028 2100171101 ＣＡＦＥ　ＢＯＸ 666-0138 川西市西多田１丁目１８－１３メゾン平井１０１ 7935575 菓子製造業 一般 草苅 絢子 神北(伊健)第3-105 平成31年2月13日 令和7年2月28日 平成31年2月13日
000028 2100171106 ローソン川西多田桜木二丁目店 666-0124 川西市多田桜木２丁目１－２ 7931700 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社世多 代表取締役 當銘 偉哲 661-0963 兵庫県尼崎市高田町２番２号 664971170 神北(伊健)第1-268 平成31年2月12日 令和7年2月28日 平成31年2月12日
000028 2100171110 ドミノ・ピザ伊丹店 664-0895 伊丹市宮ノ前２丁目４－２６トゥール・ドゥ伊丹１階 7617666 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｍｏｕｎｔａｉｎ　Ｂｅｅ 代表取締役 山辺 慶宜 563-0023 大阪府池田市井口堂１丁目１３番８号 727624311 神北(伊健)第1-271 平成31年2月14日 令和7年2月28日 平成31年2月14日
000028 2100171111 酒楽 664-0851 伊丹市中央１丁目８－１７　大楽ビル２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 宇都宮 典子 神北(伊健)第1-272 平成31年2月14日 令和7年2月28日 平成31年2月14日
000028 2100171120 ｃａｆｅ　ａｎｄ　ｐｕｂ　ｃｏｔｔｉ 664-0007 伊丹市北野１丁目７８－２竹林館３階３０１号 飲食店営業(4)その他 一般 佐野 明子 神北(伊健)第1-273 平成31年2月14日 令和7年2月28日 平成31年2月14日
000028 2100171126 ワンズファミリー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 宮田 悠司 神北(伊健)第1-274 平成31年2月14日 令和6年2月29日 平成31年2月14日
000028 2100171147 歌謡ステージ　かがやき 666-0121 川西市平野３丁目５－２３平野ＴＡＣビル２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 倉口 ミエ子 神北(伊健)第1-275 平成31年2月18日 令和7年2月28日 平成31年2月18日
000028 2100171171 海野物産 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 海野 魁星 神北(伊健)第1-276 平成31年2月19日 令和6年2月29日 平成31年2月19日
000028 2100171173 秋山商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 秋山 弘和 神北(伊健)第3-106 平成31年2月19日 令和6年2月29日 平成31年2月19日
000028 2100171174 秋山商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 秋山 温子 神北(伊健)第3-107 平成31年2月19日 令和6年2月29日 平成31年2月19日
000028 2100171175 海野物産 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 武内 泰憲 神北(伊健)第1-277 平成31年2月19日 令和6年2月29日 平成31年2月19日
000028 2100171209 満天 666-0002 川西市滝山町６－１ 飲食店営業(4)その他 露店 坂本 紀美 神北(伊健)第1-278 平成31年2月20日 令和6年2月29日 平成31年2月20日
000028 2100171214 矢野商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 矢野 充 神北(伊健)第3-108 平成31年2月20日 令和6年2月29日 平成31年2月20日
000028 2100171215 新熊商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 新熊 伊佐夫 神北(伊健)第1-279 平成31年2月20日 令和6年2月29日 平成31年2月20日
000028 2100171216 平野商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 平野 寛一 神北(伊健)第1-280 平成31年2月20日 令和6年2月29日 平成31年2月20日
000028 2100171223 二ノ宮商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 二ノ宮 謙一 神北(伊健)第1-281 平成31年2月20日 令和6年2月29日 平成31年2月20日
000028 2100171225 ＢＩＧ　Ｍ　ＰＩＺＺＡ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 ベンリッコ・アンド・カンパニー株式会社 代表取締役 戸山 雅文 658-0045 兵庫県神戸市東灘区御影石町１丁目３－６ 788543686 神北(伊健)第1-283 平成31年2月20日 令和6年2月29日 平成31年2月20日
000028 2100171243 インド料理ビスヌ　猪名川店 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１番 7665115 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ビスヌ 代表取締役 サールマ シャーム スンダル 839-0864 福岡県久留米市百年公園１番１号 942375727 神北(伊健)第1-282 平成31年2月20日 令和7年2月28日 平成31年2月20日
000028 2100171269 ミニストップ伊丹昆陽南店 664-0888 伊丹市昆陽南５丁目１－７ 7853909 飲食店営業(4)その他 一般 ミニストップ株式会社 代表取締役 藤本 明裕 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５番地１ 662621801 神北(伊健)第1-284 平成31年2月21日 令和7年2月28日 平成31年2月21日
000028 2100171270 ミニストップ伊丹昆陽南店 664-0888 伊丹市昆陽南５丁目１－７ 7853909 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー ミニストップ株式会社 代表取締役 藤本 明裕 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５番地１ 662621801 神北(伊健)第16-8 平成31年2月21日 令和6年2月29日 平成31年2月21日
000028 2100171279 ちょい呑み処　ＲＡＮＭＡＲＵ 666-0014 川西市小戸２丁目４－４ 飲食店営業(4)その他 一般 平島 智津子 神北(伊健)第1-285 平成31年2月21日 令和7年2月28日 平成31年2月21日
000028 2100171296 中村利光 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中村 利光 神北(伊健)第1-286 平成31年2月22日 令和6年2月29日 平成31年2月22日
000028 2100171298 大西貴也 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 大西 貴也 神北(伊健)第3-109 平成31年2月22日 令和6年2月29日 平成31年2月22日
000028 2100171302 亀井商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 亀井 なおみ 神北(伊健)第3-111 平成31年2月22日 令和6年2月29日 平成31年2月22日
000028 2100171306 亀井商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 亀井 秀明 神北(伊健)第3-110 平成31年2月22日 令和6年2月29日 平成31年2月22日
000028 2100171336 カフェバーメメ 666-0117 川西市東畦野２丁目４－１４　２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 久木田 郁哉 神北(伊健)第1-287 平成31年2月25日 令和7年2月28日 平成31年2月25日
000028 2100171362 中澤商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中澤 秀文 神北(伊健)第1-288 平成31年2月26日 令和6年2月29日 平成31年2月26日
000028 2100171363 中澤商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 佐々木 彩華 神北(伊健)第1-289 平成31年2月26日 令和6年2月29日 平成31年2月26日
000028 2100171364 中澤商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 佐々木 裕華 神北(伊健)第3-113 平成31年2月26日 令和6年2月29日 平成31年2月26日
000028 2100171445 仲しい茸園 666-0223 川辺郡猪名川町木間生字西山１－１ 7680055 そうざい製造業 一般 仲 織枝 神北(伊健)第7-8 平成31年3月4日 令和7年5月31日 平成31年3月4日
000028 2100171448 セブンイレブン川西東畦野２丁目店 666-0117 川西市東畦野２丁目５－２ 7915019 飲食店営業(4)その他 一般 合同会社Ｒａｎａ 代表社員 吉村 康宏 666-0117 兵庫県川西市東畦野３丁目２１－８ 7947788 神北(伊健)第1-292 平成31年3月5日 令和8年5月31日 平成31年3月5日
000028 2100171449 セブンイレブン川西東畦野２丁目店 666-0117 川西市東畦野２丁目５－２ 7915019 菓子製造業 一般 合同会社Ｒａｎａ 代表社員 吉村 康宏 666-0117 兵庫県川西市東畦野３丁目２１－８ 7947788 神北(伊健)第3-114 平成31年3月5日 令和8年5月31日 平成31年3月5日
000028 2100171460 カラオケ喫茶セブン 664-0874 伊丹市山田５丁目８－４コスモピア７　Ｂ１ 7851141 飲食店営業(4)その他 一般 大畠 節子 神北(伊健)第1-293 平成31年3月5日 令和7年5月31日 平成31年3月5日
000028 2100171468 与幸 666-0033 川西市栄町１－４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大池 与幸 神北(伊健)第1-294 平成31年3月6日 令和7年5月31日 平成31年3月6日
000028 2100171476 ちまこま喫茶 666-0243 川辺郡猪名川町柏梨田字小堂ノ上２１１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 池田 紗帆 神北(伊健)第1-291 平成31年3月4日 令和7年5月31日 平成31年3月4日
000028 2100171513 たこめん　栄町店 666-0033 川西市栄町１０－１－１０４号 7589300 飲食店営業(4)その他 一般 三宅 健太郎 神北(伊健)第1-295 平成31年3月8日 令和7年5月31日 平成31年3月8日
000028 2100171521 ４階 おやさい ＧＡＲＤＥＮ ＴＩＥＲＡ 666-0033 川西市栄町２６－１（株）阪急阪神百貨店　川西阪急 7571231 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663611381 神北(伊健)第1-297 平成31年3月8日 令和7年5月31日 平成31年3月8日
000028 2100171522 ４階 おやさい ＧＡＲＤＥＮ ＴＩＥＲＡ 666-0033 川西市栄町２６－１（株）阪急阪神百貨店　川西阪急 7571231 菓子製造業 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663611381 神北(伊健)第3-115 平成31年3月8日 令和7年5月31日 平成31年3月8日
000028 2100171523 ビリヤード　ＳＡＩ 664-0851 伊丹市中央５丁目４－１伊丹中央ビル３Ｆ 7865077 飲食店営業(4)その他 一般 檜垣 真也 神北(伊健)第1-296 平成31年3月8日 令和7年5月31日 平成31年3月8日
000028 2100171537 ハッピー川西 666-0013 川西市美園町１１－２ 7594172 そうざい製造業 一般 有限会社ハッピー川西 代表取締役 仲村 博一 666-0013 兵庫県川西市美園町１１－２ 7594172 神北(伊健)第7-9 平成31年3月11日 令和7年5月31日 平成31年3月11日
000028 2100171538 ＰＩＺＺＡ　ＰＯＲＴ 666-0033 川西市栄町１－１ 7573140 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＰＩＺＺＡ ＰＯＲＴ 代表取締役 太田 裕樹 666-0033 兵庫県川西市栄町１番１号 神北(伊健)第1-298 平成31年3月11日 令和7年5月31日 平成31年3月11日
000028 2100171539 ＰＩＺＺＡ　ＰＯＲＴ 666-0033 川西市栄町１－１ 7573140 菓子製造業 一般 株式会社ＰＩＺＺＡ ＰＯＲＴ 代表取締役 太田 裕樹 666-0033 兵庫県川西市栄町１番１号 神北(伊健)第3-116 平成31年3月11日 令和7年5月31日 平成31年3月11日
000028 2100171549 ピザハット伊丹店 664-0857 伊丹市行基町３丁目１８ペントハウス伊丹 7712800 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＴＡＮＡＢＥ　グローバルキッチン 代表取締役 若林 洋司 690-2801 島根県雲南市吉田町吉田２４０７番地 825681312 神北(伊健)第1-300 平成31年3月12日 令和7年5月31日 平成31年3月12日
000028 2100171565 牛島商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 牛島 綾 神北(伊健)第1-302 平成31年3月13日 令和6年5月31日 平成31年3月13日
000028 2100171575 舞昆のこうはら  （なにわ４８０せ６２６７） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社舞昆のこうはら 代表取締役 鴻原 森蔵 559-0012 大阪府大阪市住之江区東加賀屋１丁目３－４０ 647021101 神北(伊健)第1-303 平成31年3月13日 令和6年5月31日 平成31年3月13日
000028 2100171595 伊丹くじら保育園 664-0894 伊丹市清水２丁目３－２８ 7689415 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ジャストポケット 代表取締役 徳山 トシ子 543-0002 大阪府大阪市天王寺区上汐３－６－３－８０２ 神北(伊健)第1-304 平成31年3月14日 令和8年5月31日 平成31年3月14日
000028 2100171611 仁　Ｊｉｎ　（和泉４８０こ１０９５） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 橋元 仁 神北(伊健)第1-305 平成31年3月15日 令和6年5月31日 平成31年3月15日
000028 2100171612 串カツ・ポテト専門店　らくだ屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 千本 剛之 神北(伊健)第1-308 平成31年3月15日 令和6年5月31日 平成31年3月15日
000028 2100171617 ５階屋上 666-0033 川西市栄町２６－１(株)阪急阪神百貨店　川西阪急 7571231 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663611381 神北(伊健)第1-311 平成31年3月15日 令和6年5月31日 平成31年3月15日
000028 2100171625 ＣＡＳＵＡＬ　ＢＡＲ　ＢＥＥＮＳ 664-0858 伊丹市西台１丁目２－６山本不動産第２ビル２ＦＡ号室 7447127 飲食店営業(4)その他 一般 岡山 隆輝 神北(伊健)第1-306 平成31年3月15日 令和7年5月31日 平成31年3月15日
000028 2100171626 たんでん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 片岡 太朗 神北(伊健)第1-307 平成31年3月15日 令和6年5月31日 平成31年3月15日
000028 2100171627 ＩＹＡＳＡＫＡ　伊丹 664-0875 伊丹市野間北１丁目８－３４ 7782418 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 クックメディカルフーズ株式会社 代表取締役 廣瀬 壽久 574-0064 大阪府大東市御領３丁目９番２１号 728063630 神北(伊健)第1-309 平成31年3月15日 令和7年5月31日 平成31年3月15日
000028 2100171642 モスバーガーキセラ川西店 666-0017 川西市火打１丁目１１－３３ 7579777 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社モスストアカンパニー 代表取締役 原野 浩二 141-0032 東京都品川区大崎２丁目１番１号 354877430 神北(伊健)第1-312 平成31年3月18日 令和7年5月31日 平成31年3月18日
000028 2100171651 丸源ラーメン伊丹店 664-0013 伊丹市瑞穂町１丁目１３－１ 7702929 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社サンパーク 代表取締役 髙木 健 564-0001 大阪府吹田市岸部北５丁目１１番１号 663880389 神北(伊健)第1-313 平成31年3月18日 令和8年5月31日 平成31年3月18日
000028 2100171698 ＣＡＦＥもこ 664-0845 伊丹市東有岡１丁目１８－１サン伊丹駅前ハイツＧ号室 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 神﨑 知子 神北(伊健)第1-314 平成31年3月20日 令和7年5月31日 平成31年3月20日
000028 2100171699 ＣＡＦＥもこ 664-0845 伊丹市東有岡１丁目１８－１サン伊丹駅前ハイツＧ号室 菓子製造業 一般 神﨑 知子 神北(伊健)第3-119 平成31年3月20日 令和7年5月31日 平成31年3月20日
000028 2100171719 レストラン　カリヨン 666-0033 川西市栄町９－２　Ｄ１０１ 7572322 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中塚 俊昭 神北(伊健)第1-315 平成31年3月25日 令和7年5月31日 平成31年3月25日
000028 2100171732 第二自然保育園内厨房 664-0006 伊丹市鴻池４丁目６－９ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 富士産業株式会社 代表取締役 中村 勝彦 105-0004 東京都港区新橋５丁目３２番７号 354006111 神北(伊健)第1-316 平成31年3月25日 令和8年5月31日 平成31年3月25日
000028 2100171734 ウエルハウスキセラ 666-0017 川西市火打１丁目１－２４ 7567866 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社マルワ 代表取締役 湯浅 和也 577-0025 大阪府東大阪市新家３丁目９番３１号 666185900 神北(伊健)第1-317 平成31年3月25日 令和8年5月31日 平成31年3月25日
000028 2100171756 蒸すん はなれ 664-0895 伊丹市宮ノ前２丁目１－２１ 飲食店営業(4)その他 一般 泉 智 神北(伊健)第1-318 平成31年3月26日 令和7年5月31日 平成31年3月26日
000028 2100171761 蒸すん 664-0895 伊丹市宮ノ前２丁目１－２（１０６－１） 7851164 飲食店営業(4)その他 一般 泉 智 神北(伊健)第1-319 平成31年3月26日 令和7年5月31日 平成31年3月26日
000028 2100171791 すくすくベビー保育園 664-0004 伊丹市東野３丁目４０－３ 7038080 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社マルワ 代表取締役 湯浅 和也 577-0025 大阪府東大阪市新家３丁目９－３１ 666188700 神北(伊健)第1-320 平成31年3月26日 令和7年5月31日 平成31年3月26日
000028 2100171802 プレール（なにわ800す8960） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 株式会社パン・ネットワーク 代表取締役 勝本 富夫 662-0077 兵庫県西宮市久出ケ谷町６－３１ 798744417 神北(伊健)第3-120 平成31年3月27日 令和6年5月31日 平成31年3月27日
000028 2100171834 カラオケ歌居屋　川西店 666-0021 川西市栄根２丁目１－１徳田ビル７Ｆ 7402200 飲食店営業(4)その他 一般 富山 義治 神北(伊健)第1-323 平成31年3月28日 令和7年5月31日 平成31年3月28日



000028 2100171839 かさねや伊丹店 664-0886 伊丹市昆陽東６丁目８－４７西伊丹マンション１０７ 7647920 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社ＳＢＩＣ 代表取締役 鬼頭 宏昌 461-0001 愛知県名古屋市東区泉１丁目２１番２９号ＩＺＵＭＩ桜鈴館１０２ 522535512 神北(伊健)第1-324 平成31年3月28日 令和7年5月31日 平成31年3月28日
000028 2100171841 ライフェール 664-0893 伊丹市春日丘３丁目２７－２ 7751123 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社マルフクメディカルフーズ 取締役 直田 勝彦 571-0015 大阪府門真市三ツ島６丁目２５番２１号 728860880 神北(伊健)第1-325 平成31年3月28日 令和7年5月31日 平成31年3月28日
000028 2100171842 伊丹直球酒場　吉田 664-0851 伊丹市中央１丁目９－２１パールハイツ２階南 7727339 飲食店営業(4)その他 一般 吉田 達也 神北(伊健)第1-326 平成31年3月28日 令和7年5月31日 平成31年3月28日
000028 2100171843 高島とんちゃん発祥の店　鳥中 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 有限会社鳥中 代表取締役 提中 卓哉 520-1212 滋賀県高島市安曇川町西万木９番地２ 740320234 神北(伊健)第1-327 平成31年3月28日 令和6年5月31日 平成31年3月28日
000028 2100171883 合同会社エンカレッジライフ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 合同会社エンカレッジライフ 代表社員 鶴田 勇気 571-0035 大阪府門真市大字桑才１３９番地の３６ 神北(伊健)第1-1 平成31年4月2日 令和6年5月31日 平成31年4月2日
000028 2100171884 合同会社エンカレッジライフ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 合同会社エンカレッジライフ 代表社員 鶴田 勇気 571-0035 大阪府門真市大字桑才１３９番地の３６ 神北(伊健)第3-1 平成31年4月2日 令和6年5月31日 平成31年4月2日
000028 2100171892 関西スーパー　川西店  （コーヒーコーナー） 666-0017 川西市火打１丁目２３－１２ 7566275 喫茶店営業 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３－３８ 727720341 神北(伊健)第2-2 平成31年4月2日 令和8年5月31日 平成31年4月2日
000028 2100171893 関西スーパー　川西店  （ベーカリー） 666-0017 川西市火打１丁目２３－１２ 7566275 菓子製造業 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３－３８ 727720341 神北(伊健)第3-2 平成31年4月2日 令和8年5月31日 平成31年4月2日
000028 2100171894 関西スーパー　川西店  （おはぎ） 666-0017 川西市火打１丁目２３－１２ 7566275 菓子製造業 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３－３８ 727720341 神北(伊健)第3-3 平成31年4月2日 令和8年5月31日 平成31年4月2日
000028 2100171895 関西スーパー　川西店 666-0017 川西市火打１丁目２３－１２ 7566275 そうざい製造業 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３－３８ 727720341 神北(伊健)第7-1 平成31年4月2日 令和8年5月31日 平成31年4月2日
000028 2100171910 Ｂｉｓｔｒｏ　Ｃａｒｎｅ 664-0012 伊丹市緑ケ丘６丁目６４－２ 7771118 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社Ｂｅ 代表取締役 鎌田 甫 664-0012 兵庫県伊丹市緑ケ丘６丁目６４－２ 7771118 神北(伊健)第1-2 平成31年4月3日 令和7年5月31日 平成31年4月3日
000028 2100171912 鉄板バール　ＦＯＯＬ 664-0002 伊丹市荻野６丁目４１ 飲食店営業(4)その他 一般 宮川 拓也 神北(伊健)第1-3 平成31年4月3日 令和7年5月31日 平成31年4月3日
000028 2100171920 小島食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 小島 良之 神北(伊健)第3-4 平成31年4月4日 令和6年5月31日 平成31年4月4日
000028 2100171943 ＲＦ　ルシエル伊丹事業所 664-0026 伊丹市寺本１丁目１３８ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ロイヤル・フーズ 代表取締役 吉見 淳 664-0026 兵庫県伊丹市寺本４丁目８０－５－１０１ 7478920 神北(伊健)第1-5 平成31年4月8日 令和7年5月31日 平成31年4月8日
000028 2100171986 韓国厨房　尚州（サンジュ） 664-0851 伊丹市中央２丁目９－２９パセオ三軒寺通り１Ｆ 7706020 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 金 永学 神北(伊健)第1-9 平成31年4月11日 令和7年5月31日 平成31年4月11日
000028 2100171991 ロンシャン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 黒澤 晃一 神北(伊健)第1-10 平成31年4月11日 令和6年5月31日 平成31年4月11日
000028 2100171994 ｒｕｈｅ 664-0012 伊丹市緑ケ丘５丁目１１２－２ 7671371 飲食店営業(4)その他 一般 浦上 早苗 神北(伊健)第1-11 平成31年4月11日 令和7年5月31日 平成31年4月11日
000028 2100172001 まめや 664-0865 伊丹市南野北１丁目３－９－１０５ 7841379 飲食店営業(4)その他 一般 鳥海 君江 神北(伊健)第1-12 平成31年4月12日 令和7年5月31日 平成31年4月12日
000028 2100172003 レインボーファクトリー・Ｐｅ－Ｙａｎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 藤井 真 神北(伊健)第1-13 平成31年4月12日 令和6年5月31日 平成31年4月12日
000028 2100172023 INDIAN NEPALI RESTAURANT EVEREST KITCHEN 666-0105 川西市見野３丁目８－２０米田第１ビル１Ｆ１０１号 7940141 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 KANDEL RAJU PRASAD 神北(伊健)第1-14 平成31年4月15日 令和7年5月31日 平成31年4月15日
000028 2100172037 いごこち 664-0888 伊丹市昆陽南１丁目８－１５－１０３ 飲食店営業(4)その他 一般 西田 宏二 神北(伊健)第1-15 平成31年4月16日 令和7年5月31日 平成31年4月16日
000028 2100172044 三菱電機　第二若菱寮 664-0862 伊丹市若菱町５丁目１－１ 7671957 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三菱電機ライフサービス株式会社 代表取締役 舩尾 英司 105-0011 東京都港区芝公園２丁目４－１ 364026001 神北(伊健)第1-16 平成31年4月16日 令和8年5月31日 平成31年4月16日
000028 2100172055 グリーンバード  （大阪480ひ1258） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 垣内 晶子 神北(伊健)第3-5 平成31年4月17日 令和6年5月31日 平成31年4月17日
000028 2100172124 俺のたこ焼き　どん 664-0899 伊丹市大鹿７丁目４０－３ 7677715 飲食店営業(4)その他 一般 松浦 豊 神北(伊健)第1-19 平成31年4月22日 令和7年5月31日 平成31年4月22日
000028 2100172164 クレープハウス　メリールウ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 長岐 みどり 神北(伊健)第3-7 平成31年4月19日 令和6年5月31日 平成31年4月19日
000028 2100172179 満天 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 坂本 紀美 神北(伊健)第1-20 平成31年4月24日 令和6年5月31日 平成31年4月24日
000028 2100172194 ファーマーズマーケット　スマイル阪神  食の提案コーナー 664-0836 伊丹市北本町３丁目５０ 7836977 飲食店営業(4)その他 一般 兵庫六甲農業協同組合 代表理事 平尾 勝春 651-1313 兵庫県神戸市北区有野中町２丁目１２番１３号 789816550 神北(伊健)第1-7 平成31年4月10日 令和7年5月31日 平成31年4月10日
000028 2100172222 精肉厨房 666-0033 川西市栄町２６－１(株)阪急阪神百貨店　川西阪急 7571231 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663611381 神北(伊健)第1-25 平成31年4月25日 令和7年5月31日 平成31年4月25日
000028 2100172234 やわらぎの里清和台セントラルキッチン 666-0142 川西市清和台東４丁目５－２６ 7980007 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 プラスワンケアサポート株式会社 代表取締役 古賀 正靖 666-0033 兵庫県川西市栄町２５番１号アステ川西５階 7581500 神北(伊健)第1-21 平成31年4月25日 令和8年5月31日 平成31年4月25日
000028 2100172241 山垣畜産伊丹店 664-0836 伊丹市北本町３丁目５０ 7708829 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社山垣畜産 代表取締役 山垣 政晴 651-1353 兵庫県神戸市北区八多町吉尾８３５番地の２ 789510547 神北(伊健)第1-26 平成31年4月26日 令和7年5月31日 平成31年4月26日
000028 2100172263 ＫＵＲＯＣＫＵＭＡ  （神戸４８０を１６０） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 宮本 秀呂 神北(伊健)第1-27 令和1年5月7日 令和6年5月31日 令和1年5月7日
000028 2100172272 ナンバ屋食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 圓谷 由紀子 神北(伊健)第1-29 令和1年5月8日 令和6年5月31日 令和1年5月8日
000028 2100172290 ＳＷＥＥＴ　ＭＩＮＩ  （神戸４８０は１９９３） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 久保 一海 神北(伊健)第1-30 令和1年5月9日 令和6年5月31日 令和1年5月9日
000028 2100172291 ＳＷＥＥＴ　ＭＩＮＩ  （神戸４８０は１９９３） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 久保 一海 神北(伊健)第3-16 令和1年5月9日 令和6年5月31日 令和1年5月9日
000028 2100172302 プリンセスキッチン 666-0225 川辺郡猪名川町木津字東山１４－４１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 廣島 淳子 神北(伊健)第1-31 令和1年5月9日 令和7年5月31日 令和1年5月9日
000028 2100172303 プリンセスキッチン 666-0225 川辺郡猪名川町木津字東山１４－４１ 菓子製造業 一般 廣島 淳子 神北(伊健)第3-17 令和1年5月9日 令和7年5月31日 令和1年5月9日
000028 2100172304 からあげや　Ｔ 664-0863 伊丹市柏木町２丁目７４－１ 7721241 飲食店営業(4)その他 一般 髙田 信之 神北(伊健)第1-32 令和1年5月10日 令和7年5月31日 令和1年5月10日
000028 2100172323 Ｂｕｄｓ　＆　Ｃｏ． 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 田中 英一 神北(伊健)第1-33 令和1年5月13日 令和6年5月31日 令和1年5月13日
000028 2100172338 こひゅーずカフェ 664-0002 伊丹市荻野３丁目１４３ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社タカケンホーム 代表取締役 磯部 高夫 665-0823 兵庫県宝塚市安倉南２丁目１９－１６ 797855766 神北(伊健)第1-34 令和1年5月14日 令和7年5月31日 令和1年5月14日
000028 2100172354 Ｎ，カンパニー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 稲澤 賢二 神北(伊健)第1-35 令和1年5月14日 令和6年5月31日 令和1年5月14日
000028 2100172371 三豊麺　伊丹店 664-0013 伊丹市瑞穂町５丁目３－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社レリゴー 代表取締役 張 杰 662-0911 兵庫県西宮市池田町７－４　スカイハイツ１０１ 798815580 神北(伊健)第1-36 令和1年5月15日 令和7年5月31日 令和1年5月15日
000028 2100172376 げんき食堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 藤本 元輝 神北(伊健)第1-37 令和1年5月15日 令和6年5月31日 令和1年5月15日
000028 2100172377 大山カラアゲ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 石井 秀俊 神北(伊健)第1-38 令和1年5月15日 令和6年5月31日 令和1年5月15日
000028 2100172380 上原商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 上原 智和 神北(伊健)第1-39 令和1年5月15日 令和6年5月31日 令和1年5月15日
000028 2100172407 辻坂商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 辻坂 豊弘 神北(伊健)第1-43 令和1年5月16日 令和6年5月31日 令和1年5月16日
000028 2100172408 食を楽しむお店　近𠮷 666-0035 川西市花屋敷２丁目４－１７ 7671961 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 近藤 清一 神北(伊健)第1-41 令和1年5月16日 令和7年5月31日 令和1年5月16日
000028 2100172410 鶴田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 鶴田 哲也 神北(伊健)第1-40 令和1年5月15日 令和6年5月31日 令和1年5月15日
000028 2100172422 ドミノ・ピザ川西店 666-0124 川西市多田桜木１丁目７－１７ 7923030 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｍｏｕｎｔａｉｎ　Ｂｅｅ 代表取締役 山辺 慶宜 563-0023 大阪府池田市井口堂１－１３－８ 727624311 神北(伊健)第1-44 令和1年5月17日 令和7年5月31日 令和1年5月17日
000028 2100172423 ドミノ・ピザ川西店 666-0124 川西市多田桜木１丁目７－１７ 7923030 菓子製造業 一般 株式会社Ｍｏｕｎｔａｉｎ　Ｂｅｅ 代表取締役 山辺 慶宜 563-0023 大阪府池田市井口堂１－１３－８ 727624311 神北(伊健)第3-20 令和1年5月17日 令和7年5月31日 令和1年5月17日
000028 2100172435 ランド 664-0858 伊丹市西台１丁目７－１２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松下 翔太 神北(伊健)第1-42 令和1年5月16日 令和7年5月31日 令和1年5月16日
000028 2100172441 ４ｒｅｓｔ　（なにわ１００せ５８２７） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 古谷 誠一郎 神北(伊健)第1-55 令和1年5月20日 令和6年5月31日 令和1年5月20日
000028 2100172447 たこ焼屋　きぬちゃん 664-0008 伊丹市荒牧南３丁目１５－１ 7469301 飲食店営業(4)その他 一般 米田 文男 神北(伊健)第1-45 令和1年5月20日 令和7年5月31日 令和1年5月20日
000028 2100172450 松岡食品（赤田正広） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 赤田 正広 神北(伊健)第1-46 令和1年5月20日 令和6年5月31日 令和1年5月20日
000028 2100172451 松岡食品（正垣真沙美） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 正垣 真沙美 神北(伊健)第1-52 令和1年5月20日 令和6年5月31日 令和1年5月20日
000028 2100172452 松岡食品（秋田貞子） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 秋田 貞子 神北(伊健)第1-47 令和1年5月20日 令和6年5月31日 令和1年5月20日
000028 2100172453 松岡食品（正垣貴之） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 正垣 貴之 神北(伊健)第1-53 令和1年5月20日 令和6年5月31日 令和1年5月20日
000028 2100172454 松岡食品（井上茂樹） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 井上 茂樹 神北(伊健)第1-48 令和1年5月20日 令和6年5月31日 令和1年5月20日
000028 2100172455 （松）田島立太 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 田島 立太 神北(伊健)第1-54 令和1年5月20日 令和6年5月31日 令和1年5月20日
000028 2100172456 松岡食品（栗田隆志） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 栗田 隆志 神北(伊健)第1-49 令和1年5月20日 令和6年5月31日 令和1年5月20日
000028 2100172457 （松）古野太志 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 古野 太志 神北(伊健)第1-50 令和1年5月20日 令和6年5月31日 令和1年5月20日
000028 2100172458 松岡食品（栄利貴） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 栄 利貴 神北(伊健)第1-51 令和1年5月20日 令和6年5月31日 令和1年5月20日
000028 2100172465 細田商店（床本陸斗） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 床本 陸斗 神北(伊健)第3-21 令和1年5月21日 令和6年5月31日 令和1年5月21日
000028 2100172466 細田商店（鈴木勝利） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 鈴木 勝利 神北(伊健)第1-56 令和1年5月21日 令和6年5月31日 令和1年5月21日
000028 2100172467 細田商店（鈴木梨） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 鈴木 梨 神北(伊健)第1-57 令和1年5月21日 令和6年5月31日 令和1年5月21日
000028 2100172477 河内まる藤（梁本） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 梁本 幸一 神北(伊健)第1-62 令和1年5月21日 令和6年5月31日 令和1年5月21日
000028 2100172481 河内まる藤（松永） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 松永 栄美子 神北(伊健)第1-63 令和1年5月21日 令和6年5月31日 令和1年5月21日
000028 2100172496 祭隊 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 渡邊 弘希 神北(伊健)第1-59 令和1年5月21日 令和6年5月31日 令和1年5月21日
000028 2100172498 祭隊 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山本 勝彦 神北(伊健)第1-58 令和1年5月21日 令和6年5月31日 令和1年5月21日
000028 2100172499 祭隊 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 渡邊 弘聖 神北(伊健)第3-22 令和1年5月21日 令和6年5月31日 令和1年5月21日
000028 2100172500 祭隊 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 渡邊 重弘 神北(伊健)第1-61 令和1年5月21日 令和6年5月31日 令和1年5月21日
000028 2100172505 グッドモーニングカフェ 666-0006 川西市萩原台西３丁目２８２－９ 7028380 飲食店営業(4)その他 一般 北 絵衣子 神北(伊健)第1-65 令和1年5月22日 令和7年5月31日 令和1年5月22日
000028 2100172521 Luana（ルアナ） 666-0015 川西市小花１丁目４－１５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 坪内 直美 神北(伊健)第1-66 令和1年5月23日 令和7年5月31日 令和1年5月23日
000028 2100172553 Ｆｕｗａ　Ｄｅｓｉｇｎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 九鬼 麻衣 神北(伊健)第1-72 令和1年5月24日 令和6年5月31日 令和1年5月24日
000028 2100172557 庄田食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 庄田 恵美 神北(伊健)第1-68 令和1年5月24日 令和6年5月31日 令和1年5月24日
000028 2100172558 西本食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 西本 源 神北(伊健)第1-69 令和1年5月24日 令和6年5月31日 令和1年5月24日
000028 2100172559 赤木食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 赤木 卓 神北(伊健)第1-70 令和1年5月24日 令和6年5月31日 令和1年5月24日
000028 2100172560 西本食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 西本 由奈 神北(伊健)第1-71 令和1年5月24日 令和6年5月31日 令和1年5月24日
000028 2100172594 松商 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 松井 雅樹 神北(伊健)第3-25 令和1年5月28日 令和6年5月31日 令和1年5月28日
000028 2100172625 スナック華 664-0007 伊丹市北野５丁目３６ 7852060 飲食店営業(4)その他 一般 酒井 砂織 神北(伊健)第1-67 令和1年5月23日 令和7年5月31日 令和1年5月23日
000028 2100172663 菓子３ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 髙田 淳 神北(伊健)第3-26 令和1年5月30日 令和6年5月31日 令和1年5月30日
000028 2100172664 菓子４ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 髙田 雅史 神北(伊健)第3-27 令和1年5月30日 令和6年5月31日 令和1年5月30日
000028 2100172665 廣八堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 萬歳 孝広 神北(伊健)第3-30 令和1年5月30日 令和6年5月31日 令和1年5月30日
000028 2100172666 藤本商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 藤本 智幸 神北(伊健)第1-80 令和1年5月30日 令和6年5月31日 令和1年5月30日
000028 2100172667 黒八商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 渡邉 良平 神北(伊健)第1-81 令和1年5月30日 令和6年5月31日 令和1年5月30日
000028 2100172668 井上　しょうてん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 井上 ロサリオ 神北(伊健)第1-82 令和1年5月30日 令和6年5月31日 令和1年5月30日
000028 2100172670 飲食　３ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 大森 誠 神北(伊健)第1-75 令和1年5月30日 令和6年5月31日 令和1年5月30日
000028 2100172675 安田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 安田 利雄 神北(伊健)第1-79 令和1年5月30日 令和6年5月31日 令和1年5月30日
000028 2100172677 安田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 都多 悦子 神北(伊健)第3-29 令和1年5月30日 令和6年5月31日 令和1年5月30日
000028 2100172678 安田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 松本 政司 神北(伊健)第3-28 令和1年5月30日 令和6年5月31日 令和1年5月30日
000028 2100172680 田中商事 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 田中 美保 神北(伊健)第1-76 令和1年5月30日 令和6年5月31日 令和1年5月30日
000028 2100172681 田中商事 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 田中 慎太郎 神北(伊健)第1-77 令和1年5月30日 令和6年5月31日 令和1年5月30日
000028 2100172682 よっちゃん工房 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 野田 義昭 神北(伊健)第3-31 令和1年5月30日 令和6年5月31日 令和1年5月30日
000028 2100172683 田中商事 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 田中 香織 神北(伊健)第1-78 令和1年5月30日 令和6年5月31日 令和1年5月30日
000028 2100172684 ともちゃん工房 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 野田 智之 神北(伊健)第1-87 令和1年5月30日 令和6年5月31日 令和1年5月30日
000028 2100172685 久徳商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 近藤 さち代 神北(伊健)第1-86 令和1年5月30日 令和6年5月31日 令和1年5月30日
000028 2100172686 久徳商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 久徳 真 神北(伊健)第1-85 令和1年5月30日 令和6年5月31日 令和1年5月30日
000028 2100172687 久徳商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 久徳 守 神北(伊健)第1-84 令和1年5月30日 令和6年5月31日 令和1年5月30日
000028 2100172688 橋本商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 橋本 隆祐樹 神北(伊健)第3-32 令和1年5月31日 令和6年5月31日 令和1年5月31日
000028 2100172689 橋本商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 橋本 由美 神北(伊健)第3-33 令和1年5月31日 令和6年5月31日 令和1年5月31日
000028 2100172695 ｉｆ工房 666-0024 川西市久代１丁目７－１９ そうざい製造業 一般 篠原 伊津子 神北(伊健)第7-2 令和1年6月3日 令和7年8月31日 令和1年6月3日
000028 2100172707 うまっ粉　(京都８８０あ１００１) 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 下伊豆 雅美 神北(伊健)第1-93 令和1年6月3日 令和6年8月31日 令和1年6月3日
000028 2100172712 ＳＨＩＯＣＵＢ　ｃｏｆｆｅｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 榊原 詩織 神北(伊健)第2-18 令和1年6月3日 令和6年8月31日 令和1年6月3日
000028 2100172715 河野商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 河野 文彦 神北(伊健)第1-83 令和1年5月30日 令和6年5月31日 令和1年5月30日
000028 2100172716 みっちゃん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 金光 秘義 神北(伊健)第1-88 令和1年5月31日 令和6年5月31日 令和1年5月31日
000028 2100172717 おっちー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 落合 佑介 神北(伊健)第1-89 令和1年5月31日 令和6年5月31日 令和1年5月31日
000028 2100172719 たづ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 田鶴原 龍司 神北(伊健)第1-90 令和1年5月31日 令和6年5月31日 令和1年5月31日
000028 2100172721 したじー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 下嶋 透 神北(伊健)第1-91 令和1年5月31日 令和6年5月31日 令和1年5月31日
000028 2100172722 のり 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中村 倫章 神北(伊健)第1-92 令和1年5月31日 令和6年5月31日 令和1年5月31日
000028 2100172737 Ｔａｐ　ｔａｐ　Ｂａｒ　Ｆｅｌｉｃｅ  たっぷ　たぷ　バール　フェリーチェ 664-0012 伊丹市緑ケ丘６丁目６４－２ 7689905 飲食店営業(4)その他 一般 西小路 真輝 神北(伊健)第1-95 令和1年6月5日 令和7年8月31日 令和1年6月5日
000028 2100172741 サンディ伊丹昆陽店 664-0886 伊丹市昆陽東３丁目３－３ 7754106 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社サンディ 代表取締役 伊藤 仙治 532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原２丁目７－５０ 663940090 神北(伊健)第1-94 令和1年6月5日 令和7年8月31日 令和1年6月5日
000028 2100172742 サンディ伊丹昆陽店 664-0886 伊丹市昆陽東３丁目３－３ 7754106 菓子製造業 一般 株式会社サンディ 代表取締役 伊藤 仙治 532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原２丁目７－５０ 663940090 神北(伊健)第3-34 令和1年6月5日 令和7年8月31日 令和1年6月5日
000028 2100172755 神戸堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 政次 幸太郎 神北(伊健)第1-96 令和1年5月31日 令和6年5月31日 令和1年5月31日



000028 2100172763 焼肉壱番　太平樂　伊丹山田店 664-0874 伊丹市山田５丁目８－６ 7771129 食肉販売業 一般 横川 伸介 神北(伊健)第20-11 令和1年6月6日 令和7年8月31日 令和1年6月6日
000028 2100172770 褒美玄米専門店　稲妻家 666-0101 川西市黒川谷垣内１４１－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社稲妻家 代表社員 藤原 拓也 666-0101 兵庫県川西市黒川谷垣内１４１－１ 神北(伊健)第1-97 令和1年6月6日 令和7年8月31日 令和1年6月6日
000028 2100172833 想月 666-0252 川辺郡猪名川町広根西ヲコタ１４ 7463179 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 辻口 豪 神北(伊健)第1-98 令和1年6月11日 令和7年8月31日 令和1年6月11日
000028 2100172834 想月 666-0252 川辺郡猪名川町広根西ヲコタ１４ 7463179 菓子製造業 一般 辻口 豪 神北(伊健)第3-35 令和1年6月11日 令和7年8月31日 令和1年6月11日
000028 2100172842 お好み焼き・鉄板焼　Ｋ２ 664-0026 伊丹市寺本１丁目１５２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 衣川 敦 神北(伊健)第1-99 令和1年6月12日 令和7年8月31日 令和1年6月12日
000028 2100172871 ふわとろキッチン  （神戸４８３く２８１０） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 山口 優美 神北(伊健)第3-36 令和1年6月14日 令和6年8月31日 令和1年6月14日
000028 2100172892 高橋塾 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 上原 莉基 神北(伊健)第1-103 令和1年6月17日 令和6年8月31日 令和1年6月17日
000028 2100172898 名神食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 志柿 由美 神北(伊健)第3-38 令和1年6月17日 令和6年8月31日 令和1年6月17日
000028 2100172912 バンカー 666-0142 川西市清和台東５丁目２－７７ 飲食店営業(4)その他 一般 井川 知香 神北(伊健)第1-102 令和1年6月17日 令和7年8月31日 令和1年6月17日
000028 2100172916 黒岡商事 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 黒岡 公彦 神北(伊健)第1-100 令和1年6月17日 令和6年8月31日 令和1年6月17日
000028 2100172917 黒岡商事 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 黒岡 公彦 神北(伊健)第3-37 令和1年6月17日 令和6年8月31日 令和1年6月17日
000028 2100172948 Ｔｅｒｕｓｉｅｓ 664-0851 伊丹市中央１丁目２－５グランドハイツコーワＢ－２－２ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｇａｌａｘｙ 代表取締役 河本 哲 664-0864 兵庫県伊丹市安堂寺町４丁目４９－２９ 7853977 神北(伊健)第1-106 令和1年6月19日 令和7年8月31日 令和1年6月19日
000028 2100172972 関西電力　猪名川寮 666-0202 川辺郡猪名川町鎌倉字有ヶ畑４番 7690522 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社関電アメニックス 代表取締役 奥田 直人 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場４丁目１１－１２ 662530081 神北(伊健)第1-107 令和1年6月19日 令和7年8月31日 令和1年6月19日
000028 2100173021 町田商店　伊丹中野店 664-0023 伊丹市中野西３丁目１０９－１ 7442133 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ギフト 代表取締役 田川 翔 194-0022 東京都町田市森野１丁目２３番１９号 428607182 神北(伊健)第1-108 令和1年6月21日 令和7年8月31日 令和1年6月21日
000028 2100173044 ほっかほっか亭　多田駅前店 666-0124 川西市多田桜木２丁目１１－５ 7939915 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社フリーラン 代表取締役 加太 俊也 666-0111 兵庫県川西市大和東３丁目９－５ 7677104 神北(伊健)第1-109 令和1年6月24日 令和8年8月31日 令和1年6月24日
000028 2100173059 金魚グループ  （なにわ８００す９４９４） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 食品デザイン株式会社 代表取締役 多和田 眞史 557-0063 大阪府大阪市西成区南津守６丁目１－２７ 神北(伊健)第1-111 令和1年6月25日 令和6年8月31日 令和1年6月25日
000028 2100173060 英（はなぶさ）スタジオ 664-0865 伊丹市南野２丁目９－１７ 7836527 飲食店営業(4)その他 一般 吉屋 英子 神北(伊健)第1-110 令和1年6月25日 令和7年8月31日 令和1年6月25日
000028 2100173075 ピザハット川西能勢口駅前店 666-0033 川西市栄町１６－６ 7580810 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＴＡＮＡＢＥ　グローバルキッチン 代表取締役 若林 洋司 690-2801 島根県雲南市吉田町吉田2407番地 825681312 神北(伊健)第1-112 令和1年6月26日 令和8年8月31日 令和1年6月26日
000028 2100173083 イズミフーズ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 中田 かをり 神北(伊健)第3-40 令和1年6月26日 令和6年8月31日 令和1年6月26日
000028 2100173084 ほっともっと　伊丹野間北店 664-0875 伊丹市野間北３丁目１－７ 7735607 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社エスカルゴ 代表取締役 大西 茂樹 669-1531 兵庫県三田市天神２丁目２－１－３０１ 795538223 神北(伊健)第1-113 令和1年6月27日 令和7年8月31日 令和1年6月27日
000028 2100173093 Ｙｕｍｍｙ　ｂａｋｅｒｙ 664-0027 伊丹市池尻１丁目１９ 7463688 飲食店営業(4)その他 一般 合同会社ｔｏａｓｔ 代表社員 仲 祐樹 664-0027 兵庫県伊丹市池尻１丁目２７番地５ 7470946 神北(伊健)第1-114 令和1年6月27日 令和7年8月31日 令和1年6月27日
000028 2100173094 Ｙｕｍｍｙ　ｂａｋｅｒｙ 664-0027 伊丹市池尻１丁目１９ 7463688 菓子製造業 一般 合同会社ｔｏａｓｔ 代表社員 仲 祐樹 664-0027 兵庫県伊丹市池尻１丁目２７番地５ 7470946 神北(伊健)第3-41 令和1年6月27日 令和7年8月31日 令和1年6月27日
000028 2100173095 カラオケ　ひまわり 664-0881 伊丹市昆陽３丁目２４０ 飲食店営業(4)その他 一般 森 尚子 神北(伊健)第1-115 令和1年6月27日 令和7年8月31日 令和1年6月27日
000028 2100173127 ｓｎａｃｋ　Ｈ　伊丹遊楽館 664-0851 伊丹市中央１丁目９－１３６Ｆ－Ａ 7645050 飲食店営業(4)その他 一般 岸田 英章 神北(伊健)第1-116 令和1年7月1日 令和7年8月31日 令和1年7月1日
000028 2100173213 イオンフードスタイル川西店（露店） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 7934811 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社ダイエー 代表取締役 西峠 泰男 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町４丁目１－１ 783025001 神北(伊健)第1-119 令和1年7月8日 令和6年8月31日 令和1年7月8日
000028 2100173214 Ｃａｆｅ　こはな 666-0015 川西市小花２丁目２－２ 7442530 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人のぞみ 理事長 下芝 初美 563-0015 大阪府池田市古江町１８－２ 727546541 神北(伊健)第1-120 令和1年7月8日 令和7年8月31日 令和1年7月8日
000028 2100173222 ＳＡＶＥＲＡ（サヴェーラ） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社Ｂ．Ｋ．Ｐ．ＵＮＩＶＥＲＳＡＬ 代表取締役 パワン チャンド 664-0871 兵庫県伊丹市堀池２丁目５番２８号 7671597 神北(伊健)第1-118 令和1年7月8日 令和6年8月31日 令和1年7月8日
000028 2100173223 ＳＡＶＥＲＡ（サヴェーラ）（神戸８１１み１） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社Ｂ．Ｋ．Ｐ．ＵＮＩＶＥＲＳＡＬ 代表取締役 パワン チャンド 664-0871 兵庫県伊丹市堀池２丁目５番２８号 7671597 神北(伊健)第1-117 令和1年7月8日 令和6年8月31日 令和1年7月8日
000028 2100173262 こんぴら亭  （三重　８３０　て　３９３９） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 圡井 康太 神北(伊健)第1-121 令和1年7月10日 令和6年8月31日 令和1年7月10日
000028 2100173308 キッチン　オハナ  （京都８０４ふ８） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社ＡＶＩＩ　ＩＭＡＧＥＷＯＲＫＳ 代表取締役 新井 陸王 650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町８－２－９新港貿易会館 788558220 神北(伊健)第1-123 令和1年7月16日 令和6年8月31日 令和1年7月16日
000028 2100173312 ＡＭＭＹ（あみー） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 渡邉 明美 神北(伊健)第1-124 令和1年7月16日 令和6年8月31日 令和1年7月16日
000028 2100173319 氷屋　川久 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 株式会社氷屋川久 代表取締役 川本 哲也 486-0849 愛知県春日井市八田町８丁目９－６ 568839786 神北(伊健)第2-29 令和1年7月16日 令和6年8月31日 令和1年7月16日
000028 2100173343 ＢＡＭＢＹ　ＣＡＦＥ  （奈良１００せ１１８０） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 大澤 公俊 神北(伊健)第1-127 令和1年7月18日 令和6年8月31日 令和1年7月18日
000028 2100173348 Ｈ２Ｏほいくえん川西 666-0017 川西市火打１丁目１６－６オアシスタウンキセラ川西 7440688 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ライクアカデミー株式会社 代表取締役 田中 浩一 150-0043 東京都渋谷区道玄坂１丁目１２番１号渋谷マークシティウェスト 364319796 神北(伊健)第1-125 令和1年7月18日 令和7年8月31日 令和1年7月18日
000028 2100173367 美健ＳＰＡ湯櫻 666-0017 川西市火打１丁目１６－６ 7440005 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社スパ・ガーデンオアシス 代表取締役 丸山 茂司 666-0017 兵庫県川西市火打１丁目１６番６号オアシスタウンキセラ川西２Ｆ 642567716 神北(伊健)第1-129 令和1年7月19日 令和7年8月31日 令和1年7月19日
000028 2100173368 ハバチャット　カフェ  （神戸　４８０　は　６０９） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 合同会社まちを楽舎 代表社員 東 茂泰 666-0152 兵庫県川西市丸山台２丁目３－６２ 神北(伊健)第1-131 令和1年7月22日 令和6年8月31日 令和1年7月22日
000028 2100173377 Ｂａｋｅｒｙ　Ａｉｎａ 666-0024 川西市久代６丁目１－９０ 飲食店営業(4)その他 一般 社会福祉法人友朋会 理事長 藤澤 徹 666-0024 兵庫県川西市久代６丁目１－９０ 7676203 神北(伊健)第1-126 令和1年7月18日 令和8年8月31日 令和1年7月18日
000028 2100173378 Ｂａｋｅｒｙ　Ａｉｎａ 666-0024 川西市久代６丁目１－９０ 菓子製造業 一般 社会福祉法人友朋会 理事長 藤澤 徹 666-0024 兵庫県川西市久代６丁目１－９０ 7676203 神北(伊健)第3-48 令和1年7月18日 令和8年8月31日 令和1年7月18日
000028 2100173379 株式会社ＵＳＤ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社ＵＳＤ 代表取締役 佐々木 蘭丸 544-0013 大阪府大阪市生野区巽中３－８－４ 神北(伊健)第1-128 令和1年7月19日 令和6年8月31日 令和1年7月19日
000028 2100173384 スナック　Ｍ２ 664-0851 伊丹市中央１丁目９－１３遊楽館ビル４Ｆ－Ｂ 飲食店営業(4)その他 一般 前渕 敏治 神北(伊健)第1-132 令和1年7月23日 令和7年8月31日 令和1年7月23日
000028 2100173385 検車庫（７２３１号車、７２８１号車) 666-0121 川西市平野１丁目３５－１ 7927716 飲食店営業(4)その他 露店 能勢電鉄株式会社 代表取締役 中野 雅文 666-0121 兵庫県川西市平野１丁目３５番２号 7927200 神北(伊健)第1-133 令和1年7月23日 令和6年8月31日 令和1年7月23日
000028 2100173417 ココフラン　イオンモール伊丹昆陽店 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオンモール伊丹昆陽１Ｆ 7721500 菓子製造業 一般 株式会社麦の穂 代表取締役 杉内 健吉 530-0047 大阪府大阪市北区西天満３丁目１３－２０ 663618001 神北(伊健)第3-51 令和1年7月25日 令和7年8月31日 令和1年7月25日
000028 2100173418 ビアードパパ　イオンモール伊丹店 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹１Ｆ 7831171 菓子製造業 一般 株式会社麦の穂 代表取締役 杉内 健吉 530-0047 大阪府大阪市北区西天満３丁目１３－２０ 663618001 神北(伊健)第3-52 令和1年7月25日 令和8年8月31日 令和1年7月25日
000028 2100173459 Ｌａｄｙ’ｓ　Ｂａｒ　ＳＡＩＮＴ－ＡＭＯＵＲ  （サンタムール） 666-0021 川西市栄根２丁目１－１０パークプラザビル３Ｆ・Ｅ号室 7566068 飲食店営業(4)その他 一般 岩田 哲也 神北(伊健)第1-135 令和1年7月24日 令和7年8月31日 令和1年7月24日
000028 2100173496 Ｓｍｉｌｅ　Ｃａｆｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 東 茂泰 神北(伊健)第1-137 令和1年7月30日 令和6年8月31日 令和1年7月30日
000028 2100173497 Ｓｍｉｌｅ　Ｃａｆｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 東 茂泰 神北(伊健)第3-53 令和1年7月30日 令和6年8月31日 令和1年7月30日
000028 2100173499 ボイラールーム 664-0858 伊丹市西台２丁目１－１０山村ビル１階西 飲食店営業(4)その他 一般 池内 啓一 神北(伊健)第1-143 令和1年7月30日 令和7年8月31日 令和1年7月30日
000028 2100173504 阪急オアシス　キセラ川西店　畜産 666-0017 川西市火打１丁目１６－６ 7567050 食肉販売業 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457558 神北(伊健)第20-17 令和1年7月30日 令和8年8月31日 令和1年7月30日
000028 2100173505 阪急オアシス　キセラ川西店　畜産 666-0017 川西市火打１丁目１６－６ 7567050 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457558 神北(伊健)第1-140 令和1年7月30日 令和8年8月31日 令和1年7月30日
000028 2100173506 阪急オアシス　キセラ川西店　水産 666-0017 川西市火打１丁目１６－６ 7567050 魚介類販売業 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457558 神北(伊健)第22-6 令和1年7月30日 令和8年8月31日 令和1年7月30日
000028 2100173507 阪急オアシス　キセラ川西店　水産 666-0017 川西市火打１丁目１６－６ 7567050 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457558 神北(伊健)第1-141 令和1年7月30日 令和8年8月31日 令和1年7月30日
000028 2100173509 業務用食品館　つつじが丘店 666-0245 川辺郡猪名川町つつじが丘３丁目１５ 7674006 食肉販売業 一般 株式会社ＧＳＳ 代表取締役 高尾 泰徳 532-0005 大阪府大阪市淀川区三国本町１丁目１６番５６号 663920090 神北(伊健)第20-18 令和1年7月30日 令和7年8月31日 令和1年7月30日
000028 2100173532 kokoano-hanaya 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 山下 美保 神北(伊健)第2-34 令和1年8月1日 令和6年8月31日 令和1年8月1日
000028 2100173540 いちゃりばちょうでー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 池田 とし子 神北(伊健)第1-144 令和1年8月1日 令和6年8月31日 令和1年8月1日
000028 2100173555 炭焼ステーキ　肉ごころ 666-0104 川西市笹部１丁目３－１４ 7952955 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡﨑 大輔 神北(伊健)第1-146 令和1年8月2日 令和7年8月31日 令和1年8月2日
000028 2100173565 阪急オアシス　キセラ川西店　デリカ 666-0017 川西市火打１丁目１６－６ 7567050 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457558 神北(伊健)第1-138 令和1年7月30日 令和7年8月31日 令和1年7月30日
000028 2100173566 阪急オアシス　キセラ川西店　カフェ 666-0017 川西市火打１丁目１６－６ 7567050 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457558 神北(伊健)第1-139 令和1年7月30日 令和8年8月31日 令和1年7月30日
000028 2100173567 阪急オアシス　キセラ川西店　ベーカリー 666-0017 川西市火打１丁目１６－６ 7567050 菓子製造業 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457558 神北(伊健)第3-57 令和1年7月30日 令和8年8月31日 令和1年7月30日
000028 2100173582 Ｌｕａｎａ 664-0886 伊丹市昆陽東５丁目１－５パテオ昆陽２Ｆ７号 飲食店営業(4)その他 一般 藤田 敬子 神北(伊健)第1-147 令和1年8月5日 令和7年8月31日 令和1年8月5日
000028 2100173583 焼肉ダイニング　カルビ庵　伊丹店 664-0013 伊丹市瑞穂町３丁目７ 7671529 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社庵フーズ 代表取締役 西橋 祐馬 632-0072 奈良県天理市富堂町１８８－１ 743632324 神北(伊健)第1-148 令和1年8月5日 令和7年8月31日 令和1年8月5日
000028 2100173584 畑中珈琲店 664-0851 伊丹市中央４丁目３－２３ 7843710 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 畑中 純子 神北(伊健)第1-149 令和1年8月5日 令和7年8月31日 令和1年8月5日
000028 2100173601 神の子　佐千枝 664-0851 伊丹市中央１丁目９－１３遊楽館山本不動産第七ビル９ＦＢ 飲食店営業(4)その他 一般 松本 佐千枝 神北(伊健)第1-150 令和1年8月7日 令和7年8月31日 令和1年8月7日
000028 2100173605 オリエンタルケミカル株式会社 664-0837 伊丹市北河原３丁目４－２ 7825041 添加物製造業 一般 オリエンタルケミカル株式会社 代表取締役 佐々木 良逸 664-0837 兵庫県伊丹市北河原３丁目４番２号 7825041 神北(伊健)第8-2 令和1年8月6日 令和8年8月31日 令和1年8月6日
000028 2100173611 阪急オアシス　日生中央店　水産催事 666-0261 川辺郡猪名川町松尾台１丁目２－１ 7661931 魚介類販売業 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457558 神北(伊健)第22-9 令和1年8月7日 令和7年8月31日 令和1年8月7日
000028 2100173644 カフェ　テクテク 664-0864 伊丹市安堂寺町１丁目１ 7792771 飲食店営業(4)その他 一般 前廣 広二 神北(伊健)第1-151 令和1年8月13日 令和7年8月31日 令和1年8月13日
000028 2100173650 ＨＯＲＭＯＳＨ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 𠮷家 誠 神北(伊健)第1-152 令和1年8月13日 令和6年8月31日 令和1年8月13日
000028 2100173707 あじあのおうさま 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 大一商事株式会社 代表取締役 石上 陽一 559-0024 大阪府大阪市住之江区新北島３丁目８－１９－６０７ 神北(伊健)第3-54 令和1年8月19日 令和6年8月31日 令和1年8月19日
000028 2100173718 今西農園 666-0101 川西市黒川字大上１９７番地 7380268 飲食店営業(4)その他 一般 今西 多恵 神北(伊健)第1-155 令和1年8月19日 令和7年8月31日 令和1年8月19日
000028 2100173719 今西農園 666-0101 川西市黒川字大上１９７番地 7380268 そうざい製造業 一般 今西 多恵 神北(伊健)第7-4 令和1年8月19日 令和7年8月31日 令和1年8月19日
000028 2100173720 今西農園 666-0101 川西市黒川字大上１９７番地 7380268 菓子製造業 一般 今西 多恵 神北(伊健)第3-55 令和1年8月19日 令和7年8月31日 令和1年8月19日
000028 2100173721 今西農園 666-0101 川西市黒川字大上１９７番地 7380268 ソース類製造業 一般 今西 多恵 神北(伊健)第9-1 令和1年8月19日 令和7年8月31日 令和1年8月19日
000028 2100173749 ブレッドスタイルソプラノ 664-0872 伊丹市車塚３丁目１ 飲食店営業(4)その他 一般 宮田 顕 神北(伊健)第1-156 令和1年8月21日 令和7年8月31日 令和1年8月21日
000028 2100173750 ブレッドスタイルソプラノ 664-0872 伊丹市車塚３丁目１ 菓子製造業 一般 宮田 顕 神北(伊健)第3-60 令和1年8月21日 令和7年8月31日 令和1年8月21日
000028 2100173753 株式会社カフェ・ド・トーヨー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社カフェ・ド・トーヨー 代表取締役 大橋 力武 664-0832 兵庫県伊丹市下河原１丁目3-16 7824745 神北(伊健)第1-157 令和1年8月21日 令和6年8月31日 令和1年8月21日
000028 2100173782 Ｚｅｎ 666-0227 川辺郡猪名川町笹尾字尼岡の下１０－６ 飲食店営業(4)その他 一般 島田 毅子 神北(伊健)第1-158 令和1年8月23日 令和7年8月31日 令和1年8月23日
000028 2100173784 Ｅｉｎ　Ｂｉｅｒ，Ｂｉｔｔｅ． 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 渡邉 夏生 神北(伊健)第1-159 令和1年8月23日 令和6年8月31日 令和1年8月23日
000028 2100173842 褒美玄米専門店　稲妻家 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 合同会社稲妻家 代表社員 藤原 拓也 666-0101 兵庫県川西市黒川谷垣内１４１－１ 神北(伊健)第1-160 令和1年8月28日 令和6年8月31日 令和1年8月28日
000028 2100173850 カラオケ酒場　ＥＢＩＳＵ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 小平 麻姫 神北(伊健)第1-164 令和1年8月30日 令和6年8月31日 令和1年8月30日
000028 2100173852 ｓｈｏｔ　ｂａｒ　ＢＡＲＲＥＬ 664-0858 伊丹市西台３丁目８－４　１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 髙橋 将太 神北(伊健)第1-163 令和1年8月29日 令和7年8月31日 令和1年8月29日
000028 2100173855 ＦＡＴ　ＤＯＧ　ＳＴＡＮＤ  （ＤＯＣＯ　ＲＩＣＥ） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 佐竹 拓哉 神北(伊健)第1-165 令和1年8月30日 令和6年8月31日 令和1年8月30日
000028 2100173858 伊たこ焼（大阪１３０ぬ４４４） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社山福 代表取締役 山口 滋巳 572-0837 大阪府寝屋川市早子町３－７ 728210577 神北(伊健)第1-166 令和1年8月30日 令和6年8月31日 令和1年8月30日
000028 2100173859 伊たこ焼 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社山福 代表取締役 山口 滋巳 572-0837 大阪府寝屋川市早子町３－７ 728210577 神北(伊健)第1-167 令和1年8月30日 令和6年8月31日 令和1年8月30日
000028 2100173864 まごころ　居酒屋　ＫＯＫＯＲＯ 664-0897 伊丹市桜ケ丘２丁目１－１５ 7820718 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井本 好幸 神北(伊健)第1-161 令和1年8月29日 令和7年8月31日 令和1年8月29日
000028 2100173870 にゃんぼー 666-0105 川西市見野２丁目３５－６米田駅前ビル１０２ 飲食店営業(4)その他 一般 橋山 弥生 神北(伊健)第1-168 令和1年9月2日 令和7年11月30日 令和1年9月2日
000028 2100173888 ホーリーランド　サロン 664-0862 伊丹市若菱町６丁目１ 7845036 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宗教法人ホーリーランド 代表役員 東村 眞理子 664-0861 兵庫県伊丹市稲野町２丁目７３番地 7845036 神北(伊健)第1-169 令和1年9月4日 令和7年11月30日 令和1年9月4日
000028 2100173902 オフィチーナ第二川西工場 666-0011 川西市出在家町３－１４ 7689220 食肉製品製造業 一般 株式会社オフィチーナ 代表取締役 宮西 憲洋 666-0011 兵庫県川西市出在家町３－１４ 7689220 神北(伊健)第21-1 令和1年9月3日 令和7年11月30日 令和1年9月3日
000028 2100173916 テキサスキングステーキ  イオン伊丹昆陽ＳＣ店 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオン伊丹昆陽ＳＣ　３Ｆ 7878837 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ジロープランニングサービス 代表取締役 天野 隆雄 151-0073 東京都渋谷区笹塚２丁目１番６号 363816050 神北(伊健)第1-170 令和1年9月5日 令和7年11月30日 令和1年9月5日
000028 2100173926 （株）大山畜産 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社大山畜産 代表取締役 朴 敏弘 538-0032 大阪府大阪市鶴見区安田１丁目１１番２６号 669110304 神北(伊健)第1-171 令和1年9月6日 令和6年11月30日 令和1年9月6日
000028 2100173945 the craft by ＳＪＰ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 647086829 飲食店営業(4)その他 露店 ＳＪＰ株式会社 代表取締役 鮫島 雅之 541-0059 大阪府大阪市中央区博労町４－６－１７ 647086829 神北(伊健)第1-172 令和1年9月9日 令和6年11月30日 令和1年9月9日
000028 2100173946 シュシュメロン  （大阪１００そ９９２１） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 きらきらひかる株式会社 代表取締役 本田 祐一 562-0041 大阪府箕面市桜１丁目１３番２９－３０２号 7053429473 神北(伊健)第3-62 令和1年9月9日 令和6年11月30日 令和1年9月9日
000028 2100173978 キッチン　ぶーたん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 浅木 盛必 神北(伊健)第1-174 令和1年9月10日 令和6年11月30日 令和1年9月10日
000028 2100173979 キッチン　ぶーたん（大阪８００そ４３１３） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 浅木 盛必 神北(伊健)第1-175 令和1年9月10日 令和6年11月30日 令和1年9月10日
000028 2100173986 キセラ川西　リバーカフェ 666-0017 川西市火打１丁目１６－６オアシスタウンキセラ川西１階 7572333 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社オペレーションファクトリー 代表取締役 笠島 明裕 550-0014 大阪府大阪市西区北堀江１丁目１２ー１０ 665359006 神北(伊健)第1-173 令和1年9月10日 令和7年11月30日 令和1年9月10日
000028 2100173987 キセラ川西　リバーカフェ 666-0017 川西市火打１丁目１６－６オアシスタウンキセラ川西１階 7572333 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社オペレーションファクトリー 代表取締役 笠島 明裕 550-0014 大阪府大阪市西区北堀江１丁目１２ー１０ 665359006 神北(伊健)第16-2 令和1年9月10日 令和6年11月30日 令和1年9月10日
000028 2100174015 小樽飯櫃  （足立８８０あ１９４３） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社小樽飯櫃 代表取締役 須永 寿紀 047-0016 北海道小樽市信香町１番４号 5030995512 神北(伊健)第1-177 令和1年9月12日 令和6年11月30日 令和1年9月12日
000028 2100174021 イオンスタイル　伊丹店　水産寿司 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１ 727870500 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５－１ 432126000 神北(伊健)第1-176 令和1年9月12日 令和7年11月30日 令和1年9月12日
000028 2100174028 ｃａｆｅ　ＴＡＭＡ  （京都４８０ね２０６９） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 河村 陽子 神北(伊健)第3-63 令和1年9月13日 令和6年11月30日 令和1年9月13日
000028 2100174043 スムージーなにわ  （和泉８３０た７２０） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 不二精機株式会社 代表取締役 伊井 剛 544-0014 大阪府大阪市生野区巽東４丁目４番３７号 671666821 神北(伊健)第1-179 令和1年9月18日 令和6年11月30日 令和1年9月18日
000028 2100174050 Ｍ・　（エムどっと） 664-0851 伊丹市中央１丁目８－１７大楽ビル２０１号室 飲食店営業(4)その他 一般 里 槙子 神北(伊健)第1-180 令和1年9月18日 令和7年11月30日 令和1年9月18日
000028 2100174052 た藁や伊丹 664-0851 伊丹市中央１丁目６－６　１Ｆ 7671300 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社コズミックホールディングス 代表取締役 定松 慎 530-0055 大阪府大阪市北区野崎町９－１３ 663127479 神北(伊健)第1-178 令和1年9月17日 令和7年11月30日 令和1年9月17日
000028 2100174066 えび料理　えび庵 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 神谷 龍二 神北(伊健)第1-181 令和1年9月19日 令和6年11月30日 令和1年9月19日
000028 2100174072 共振異空間住居阿波座ハウス 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 森本 恵介 神北(伊健)第1-182 令和1年9月19日 令和6年11月30日 令和1年9月19日
000028 2100174097 ふぁみぐりあ 666-0261 川辺郡猪名川町松尾台１丁目２－１ 7666350 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 尾崎 清隆 神北(伊健)第1-183 令和1年9月20日 令和7年11月30日 令和1年9月20日
000028 2100174124 たこ真 664-0001 伊丹市荒牧６丁目１－１５ 7701174 飲食店営業(4)その他 露店 神農 真一 神北(伊健)第1-185 令和1年9月24日 令和6年11月30日 令和1年9月24日
000028 2100174155 ｒ　（アール） 664-0851 伊丹市中央１丁目９－１３　遊楽館５Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 山里 梨香 神北(伊健)第1-187 令和1年9月26日 令和7年11月30日 令和1年9月26日
000028 2100174166 ＣＨＡＰＰＩ　（京都１００そ２０１７） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 徳永 英誡 神北(伊健)第1-189 令和1年9月26日 令和6年11月30日 令和1年9月26日
000028 2100174168 イオンスタイル伊丹店　ファクトリーシン 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１ 7870500 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５－１ 432126000 神北(伊健)第1-188 令和1年9月26日 令和7年11月30日 令和1年9月26日
000028 2100174169 森本精肉店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 森本 美佐子 神北(伊健)第1-186 令和1年9月25日 令和6年11月30日 令和1年9月25日
000028 2100174214 伊丹老松酒造株式会社 664-0851 伊丹市中央３丁目１－８ 7822470 酒類製造業 一般 伊丹老松酒造株式会社 代表取締役 武内 はるみ 664-0851 兵庫県伊丹市中央３丁目１－８ 7822470 神北(伊健)第10-1 令和1年9月30日 令和7年11月30日 令和1年9月30日
000028 2100174215 あおぞら　ｃｏｆｆｅｅ　ｄｉｎｉｎｇ 666-0033 川西市栄町１１－２パルティＫ２南棟１１４号 7671580 菓子製造業 一般 小谷 勝利 神北(伊健)第3-64 令和1年9月30日 令和7年11月30日 令和1年9月30日
000028 2100174240 勝 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 藏本 けい子 神北(伊健)第1-191 令和1年10月1日 令和6年11月30日 令和1年10月1日
000028 2100174244 ひだりうま 664-0858 伊丹市西台１丁目７－１大川ビル２F 7645515 飲食店営業(4)その他 一般 木村 大作 神北(伊健)第1-193 令和1年10月2日 令和7年11月30日 令和1年10月2日



000028 2100174245 肉拾八 664-0858 伊丹市西台３丁目９－１５－１０２ 7782918 飲食店営業(4)その他 一般 宮田 菜緒 神北(伊健)第1-194 令和1年10月2日 令和7年11月30日 令和1年10月2日
000028 2100174267 Ｃａｎｄｙ　えんとつ町店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 三浦 秀明 神北(伊健)第1-196 令和1年10月4日 令和6年11月30日 令和1年10月4日
000028 2100174350 スナック麗香 664-0023 伊丹市中野西４丁目７４ 飲食店営業(4)その他 一般 山花 優一 神北(伊健)第1-199 令和1年10月11日 令和7年11月30日 令和1年10月11日
000028 2100174361 茶房はこべ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 特定非営利活動法人手をつなぐ 代表理事 辻田 増雄 664-0022 兵庫県伊丹市中野東２丁目２７１番地 727447511 神北(伊健)第1-200 令和1年10月11日 令和6年11月30日 令和1年10月11日
000028 2100174381 阪急オアシス清和台店 666-0142 川西市清和台東３丁目１－８ 7981561 菓子製造業 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457547 神北(伊健)第3-72 令和1年10月15日 令和7年11月30日 令和1年10月15日
000028 2100174383 ジョイフィット阪急伊丹 664-0851 伊丹市中央１丁目１－１伊丹ショッピングデパート６Ｆ 7705100 喫茶店営業 自動販売機 株式会社ヤマウチ 代表取締役 岡本 将 761-8057 香川県高松市田村町３９７番地 878676868 神北(伊健)第2-49 令和1年10月16日 令和6年11月30日 令和1年10月16日
000028 2100174384 ときわ亭　伊丹 664-0851 伊丹市中央１丁目６－６　２Ｆ 7646665 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社コズミックホールディングス 代表取締役 定松 慎 530-0055 大阪府大阪市北区野崎町９－１３ 663127000 神北(伊健)第1-203 令和1年10月16日 令和7年11月30日 令和1年10月16日
000028 2100174398 ＤＯＧ　ＣＡＦＥ　ＷＡＮＷＡＮ 666-0013 川西市美園町２－１０ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一般社団法人愛犬養護支援協会 代表理事 森 克己 653-0042 兵庫県神戸市長田区二葉町５丁目１番１号 神北(伊健)第1-201 令和1年10月11日 令和7年11月30日 令和1年10月11日
000028 2100174412 スーパー王子　伊丹店　（焼魚） 664-0888 伊丹市昆陽南５丁目４－１３ 7446180 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　スーパー王子 代表取締役 宮本 寛文 661-0022 兵庫県尼崎市尾浜町２丁目１４－１０ 664211232 神北(伊健)第1-204 令和1年10月17日 令和7年11月30日 令和1年10月17日
000028 2100174417 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋  阪急川西能勢口駅店 666-0033 川西市栄町１６－６アクロスキューブ川西能勢口１Ｆ 7645511 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福井 保樹 神北(伊健)第1-206 令和1年10月18日 令和8年11月30日 令和1年10月18日
000028 2100174422 粉もん＆ｃａｆｅ　ｒｏｃｏ　ｒｏｃｏ  （ロコ　ロコ） 664-0885 伊丹市昆陽泉町１丁目５番地６ 7848398 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡田 蕗子 神北(伊健)第1-205 令和1年10月17日 令和7年11月30日 令和1年10月17日
000028 2100174425 ＷＩＮＤＷＡＲＤ　ＧＲＩＬＬ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 頼国 正樹 神北(伊健)第1-207 令和1年10月18日 令和6年11月30日 令和1年10月18日
000028 2100174442 ヨナナ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 堀部 美香 神北(伊健)第1-208 令和1年10月21日 令和6年11月30日 令和1年10月21日
000028 2100174463 ジャージー食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 安永 孝志 神北(伊健)第1-209 令和1年10月23日 令和6年11月30日 令和1年10月23日
000028 2100174472 かめっこはうす 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 亀田 和之 神北(伊健)第1-211 令和1年10月24日 令和6年11月30日 令和1年10月24日
000028 2100174482 プレール　（なにわ４００ひ２４１７） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 株式会社パン・ネットワーク 代表取締役 勝本 富夫 662-0077 兵庫県西宮市久出ケ谷町６－３１ 798744417 神北(伊健)第3-79 令和1年10月24日 令和6年11月30日 令和1年10月24日
000028 2100174485 つつじが丘小学校区まちづくり協議会  コミュニティ喫茶まちきょう 666-0245 川辺郡猪名川町つつじが丘３丁目１３－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 仲間 享三 神北(伊健)第1-212 令和1年10月24日 令和7年11月30日 令和1年10月24日
000028 2100174501 ３びきのこぶた 666-0024 川西市久代３丁目３０－２０ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 多田 樹里 神北(伊健)第1-213 令和1年10月25日 令和7年11月30日 令和1年10月25日
000028 2100174509 ドスボデガ 664-0846 伊丹市伊丹２丁目３－２０和音１０７ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社伊丹千秋屋 代表取締役 永峰 達也 661-0002 兵庫県尼崎市塚口町６丁目４１－１５ 664235402 神北(伊健)第1-214 令和1年10月25日 令和7年11月30日 令和1年10月25日
000028 2100174527 ちゃれんじ　ぴっころ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 多田 千景 神北(伊健)第1-215 令和1年10月28日 令和6年11月30日 令和1年10月28日
000028 2100174558 おりーぶ野間北 664-0875 伊丹市野間北１丁目２－１６ 664318882 飲食店営業(4)その他 一般 アビリティ株式会社 代表取締役 森 茂樹 664-0026 兵庫県伊丹市寺本１丁目４７ 7443770 神北(伊健)第1-216 令和1年10月29日 令和7年11月30日 令和1年10月29日
000028 2100174575 ＩＣＨＩ 666-0121 川西市平野３丁目２－１１平野駅前ビル２階 飲食店営業(4)その他 一般 田中 樹 神北(伊健)第1-218 令和1年10月30日 令和7年11月30日 令和1年10月30日
000028 2100174589 希望の家すばる 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 社会福祉法人猪名川町社会福祉協議会 理事長 鍋谷 將 666-0236 兵庫県川辺郡猪名川町北田原字南山１４－２（猪名川町総合福祉センター内） 7662525 神北(伊健)第2-53 令和1年10月31日 令和6年11月30日 令和1年10月31日
000028 2100174659 ＢＡＲ　ＯＲＤＥＲ 666-0033 川西市栄町５－２８　畠中ビル２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 松村 和馬 神北(伊健)第1-220 令和1年11月6日 令和7年11月30日 令和1年11月6日
000028 2100174663 たんぽぽ食堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 藤林 勝美 神北(伊健)第1-222 令和1年11月7日 令和6年11月30日 令和1年11月7日
000028 2100174714 ポノポノ食堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 猿渡 孝彦 神北(伊健)第1-223 令和1年11月11日 令和6年11月30日 令和1年11月11日
000028 2100174752 ｄｅｓｉｇｎまるさんかくしかく 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 渡邉 敦子 神北(伊健)第1-225 令和1年11月13日 令和6年11月30日 令和1年11月13日
000028 2100174762 猫東風（ねここち） 666-0015 川西市小花１丁目５－８ 飲食店営業(4)その他 一般 井上 満美 神北(伊健)第1-226 令和1年11月14日 令和7年11月30日 令和1年11月14日
000028 2100174779 ファーマーズマーケット　スマイル阪神 664-0836 伊丹市北本町３丁目５０ 7836977 飲食店営業(4)その他 露店 兵庫六甲農業協同組合 代表理事 平尾 勝春 651-1313 兵庫県神戸市北区有野中町２丁目１２番１３号 789816550 神北(伊健)第1-227 令和1年11月15日 令和6年11月30日 令和1年11月15日
000028 2100174785 Ｃａｆｅ Ｌｕｃｉｏｌｅ（カフェ　リュシオル） 666-0153 川西市一庫２丁目５－２６ 7671667 菓子製造業 一般 大西 一恵 神北(伊健)第3-84 令和1年11月18日 令和7年11月30日 令和1年11月18日
000028 2100174788 カラオケ喫茶　ジャイブ 666-0134 川西市萩原台西３丁目１－２萩原壱番館２階１０８号室 飲食店営業(4)その他 一般 西村 健二 神北(伊健)第1-228 令和1年11月15日 令和7年11月30日 令和1年11月15日
000028 2100174791 カラオケ　ゆかり　パートⅡ 664-0007 伊丹市北野５丁目１１－１ 飲食店営業(4)その他 一般 江浦 ゆかり 神北(伊健)第1-229 令和1年11月18日 令和7年11月30日 令和1年11月18日
000028 2100174814 マエダ 664-0003 伊丹市大野１丁目８０ そうざい製造業 一般 前田 美奈子 神北(伊健)第7-5 令和1年11月19日 令和7年11月30日 令和1年11月19日
000028 2100174921 山陰鮮魚　炭火焼　居酒屋　地力 664-0846 伊丹市伊丹３丁目１－１２ 飲食店営業(4)その他 一般 藤井 健太 神北(伊健)第1-237 令和1年11月26日 令和7年11月30日 令和1年11月26日
000028 2100174923 パティシエ・ル・パン 664-0013 伊丹市瑞穂町２丁目１６－１みずほマンション１Ｆ 7815885 菓子製造業 一般 有限会社スーリール 代表取締役 伊藤 展行 664-0004 兵庫県伊丹市東野６丁目６番地エル・パラシオ１F 7725218 神北(伊健)第3-85 令和1年11月26日 令和7年11月30日 令和1年11月26日
000028 2100174949 １０８　ichi maru hachi 664-0846 伊丹市伊丹２丁目３－２０－１０８ 飲食店営業(4)その他 一般 本泉寺 代表役員代務者 内藤 経雄 664-0846 兵庫県伊丹市伊丹２丁目３－３７ 7821780 神北(伊健)第1-234 令和1年11月25日 令和7年11月30日 令和1年11月25日
000028 2100174950 ローソン伊丹寺本三丁目店 664-0026 伊丹市寺本３丁目１６５－１ 7734633 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社脩実 代表取締役 佐藤 実路 664-0853 兵庫県伊丹市平松５丁目１番１７－３０３号 7855090 神北(伊健)第1-235 令和1年11月25日 令和8年11月30日 令和1年11月25日
000028 2100174954 セブン－イレブン伊丹瑞ケ丘店 664-0017 伊丹市瑞ケ丘１丁目２５番 7821252 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社アウルバックス 代表取締役 小澤 俊也 664-0017 兵庫県伊丹市瑞ケ丘１丁目２５番 7821252 神北(伊健)第1-236 令和1年11月26日 令和8年11月30日 令和1年11月26日
000028 2100174969 パティシエ・ル・パン 664-0013 伊丹市瑞穂町２丁目１６－１みずほマンション１Ｆ 7815885 乳製品製造業 一般 有限会社スーリール 代表取締役 伊藤 展行 664-0004 兵庫県伊丹市東野６丁目６番地エル・パラシオ１F 7725218 神北(伊健)第17-1 令和1年11月28日 令和7年11月30日 令和1年11月28日
000028 2100174975 Miyu　Miyu 664-0851 伊丹市中央１丁目９－１３遊楽館８Ａ 飲食店営業(4)その他 一般 山口 幸 神北(伊健)第1-238 令和1年11月28日 令和7年11月30日 令和1年11月28日
000028 2100174976 ファミリーマート伊丹荒牧四丁目店 664-0001 伊丹市荒牧４丁目２－１０ 7813151 飲食店営業(4)その他 一般 上江洲 多栄子 神北(伊健)第1-239 令和1年11月28日 令和7年11月30日 令和1年11月28日
000028 2100174982 たなごころ　川西能勢口 666-0016 川西市中央町７－１８ラ・ラ・グランデ７Ｆ 7568870 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社コズミックホールディングス 代表取締役 定松 慎 530-0055 大阪府大阪市北区野崎町９－１３ 663127479 神北(伊健)第1-241 令和1年11月28日 令和7年11月30日 令和1年11月28日
000028 2100174983 炭火ｋａｐｐｏ　四季彩 666-0124 川西市多田桜木２丁目１－２７堀田ビル１Ｆ 7478565 飲食店営業(4)その他 一般 西口 優太 神北(伊健)第1-240 令和1年11月28日 令和7年11月30日 令和1年11月28日
000028 2100175039 スナック　Ｏｈａｎａ 666-0117 川西市東畦野２丁目４－１５ 7940181 飲食店営業(4)その他 一般 西村 智子 神北(伊健)第1-243 令和1年12月3日 令和8年2月28日 令和1年12月3日
000028 2100175075 公益社　川西多田会館 666-0121 川西市平野２丁目５－３ 7925544 飲食店営業(4)その他 一般 エクセル・サポート・サービス株式会社 代表取締役 山本 浩 541-0041 大阪府大阪市中央区北浜２丁目６番１１号 668813596 神北(伊健)第1-244 令和1年12月5日 令和8年2月28日 令和1年12月5日
000028 2100175076 浪花イベントフードサービス 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 下城 満明 神北(伊健)第1-245 令和1年12月5日 令和7年2月28日 令和1年12月5日
000028 2100175095 阪急オアシス清和台店（カウンターコーヒー） 666-0142 川西市清和台東３丁目１－８ 7981561 喫茶店営業 一般 株式会社阪急オアシス 代表取締役 永田 靖人 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 668457547 神北(伊健)第2-65 令和1年12月6日 令和8年2月28日 令和1年12月6日
000028 2100175096 やたい劇場 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社三優 代表取締役 赤羽 伸一 601-8146 京都府京都市南区上鳥羽奈須野町３番地 756938558 神北(伊健)第1-246 令和1年12月6日 令和7年2月28日 令和1年12月6日
000028 2100175116 炭火焼肉処そらしど 666-0124 川西市多田桜木２丁目１１－１０ 7932929 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社オルソダイニング 代表取締役 筒井 達也 541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋２丁目２－５ 662090155 神北(伊健)第1-247 令和1年12月9日 令和8年2月28日 令和1年12月9日
000028 2100175118 医療法人社団星晶会　星優クリニック 664-0897 伊丹市桜ケ丘１丁目３－２３ 7753006 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 医療法人社団星晶会 理事長 松本 昭英 664-0897 兵庫県伊丹市桜ケ丘１丁目３番２３号 7753006 神北(伊健)第1-249 令和1年12月10日 令和8年2月28日 令和1年12月10日
000028 2100175154 よりみち 666-0115 川西市向陽台２丁目３－７ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社むっしゅナカイ 代表取締役 中井 成郷 666-0152 兵庫県川西市丸山台２丁目２番地の３３ 7949540 神北(伊健)第1-250 令和1年12月13日 令和8年2月28日 令和1年12月13日
000028 2100175178 津の田 666-0033 川西市栄町２５－１　アステ川西３Ｆ 7676551 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 プルバンフードサービス株式会社 代表取締役 山本 正一 661-0001 兵庫県尼崎市塚口本町４丁目８－１ 664214649 神北(伊健)第1-251 令和1年12月16日 令和8年2月28日 令和1年12月16日
000028 2100175179 ＳＮＦ総合食品株式会社 666-0112 川西市大和西１丁目５－１４ 菓子製造業 一般 ＳＮＦ総合食品株式会社 代表取締役 髙倉 秀男 666-0112 兵庫県川西市大和西１丁目５－１４ 7940506 神北(伊健)第3-86 令和1年12月16日 令和8年2月28日 令和1年12月16日
000028 2100175356 トナリエ清和台荷受け 666-0142 川西市清和台東３丁目１－８ 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第2-67 令和1年12月19日 令和7年2月28日 令和1年12月19日
000028 2100175511 Ｍ's　cafe（大阪130さ902） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 松本 修 神北(伊健)第1-253 令和1年12月24日 令和7年2月28日 令和1年12月24日
000028 2100175512 Ｍ's　cafe（大阪130さ902） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 松本 修 神北(伊健)第3-88 令和1年12月24日 令和7年2月28日 令和1年12月24日
000028 2100175513 露依楼囲－ＲｏｙＲｏｙ－ 666-0016 川西市中央町３－３川西中央ビル２ＥＦ 7581732 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｆｉｒｓｔ　Ｂｒｉｄｇｅ 代表取締役 橋本 菜津美 666-0117 兵庫県川西市東畦野２丁目２番７－４０３号 神北(伊健)第1-254 令和1年12月25日 令和8年2月28日 令和1年12月25日
000028 2100175546 應本商事 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 應本 任紀 神北(伊健)第3-89 令和2年1月6日 令和7年2月28日 令和2年1月6日
000028 2100175547 Ｂ　cafe 666-0137 川西市湯山台２丁目１－１２１　２階 飲食店営業(4)その他 一般 尾藤 恵里奈 神北(伊健)第1-256 令和2年1月6日 令和8年2月28日 令和2年1月6日
000028 2100175549 小春日和 664-0028 伊丹市西野３丁目９４－１ 7772001 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社バイタルハウス 代表取締役 豊永 恵子 665-0842 兵庫県宝塚市川面４丁目１番３８－２号 797617801 神北(伊健)第1-255 令和2年1月6日 令和8年2月28日 令和2年1月6日
000028 2100175569 ＫＡＮＴＩＮ　ＫＡＮＴＩＮ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 勝 美咲 神北(伊健)第1-257 令和2年1月8日 令和7年2月28日 令和2年1月8日
000028 2100175589 ＤＯＮＢＡＲＡ（大阪５８１め１５１２） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 渡 俊樹 神北(伊健)第1-258 令和2年1月14日 令和7年2月28日 令和2年1月14日
000028 2100175631 ナッセケア・ビレッジ事業所 664-0874 伊丹市山田５丁目３－３　スギ薬局２Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ヤマト食品株式会社 代表取締役 藤枝 雅幸 242-0014 神奈川県大和市上和田１０２番１ 462673131 神北(伊健)第1-260 令和2年1月17日 令和8年2月28日 令和2年1月17日
000028 2100175640 cafe de hanahana (カフェ ド ハナハナ) 664-0842 伊丹市森本７丁目１－１伊丹スカイパーク　スカイテラス２Ｆ アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 有限会社花華 取締役 増田 明美 664-0013 兵庫県伊丹市瑞穂町６丁目７－１ 7854449 神北(伊健)第16-4 令和2年1月20日 令和7年2月28日 令和2年1月20日
000028 2100175668 Home cafe YUAC.（ 神戸４８４や１５） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 磯田 安弥子 神北(伊健)第3-93 令和2年1月23日 令和7年2月28日 令和2年1月23日
000028 2100175698 Ｂ　cafe 666-0137 川西市湯山台２丁目１－１２１　２階 菓子製造業 一般 尾藤 恵里奈 神北(伊健)第3-94 令和2年1月27日 令和8年2月28日 令和2年1月27日
000028 2100175702 Ｍａｒｉｐｏｓａ　（大阪800そ3778) 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 島内 勝昭 神北(伊健)第1-262 令和2年1月27日 令和7年2月28日 令和2年1月27日
000028 2100175732 百選 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社百選 代表取締役 川良 喜治 577-0045 大阪府東大阪市西堤本通東一丁目１番１号東大阪大発ビル７２７号 667827100 神北(伊健)第1-264 令和2年1月29日 令和7年2月28日 令和2年1月29日
000028 2100175733 百選 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 株式会社百選 代表取締役 川良 喜治 577-0045 大阪府東大阪市西堤本通東一丁目１番１号東大阪大発ビル７２７号 667827100 神北(伊健)第3-97 令和2年1月29日 令和7年2月28日 令和2年1月29日
000028 2100175773 酒菜お食事処　しまや 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 平尾 敏哉 神北(伊健)第1-263 令和2年1月28日 令和7年2月28日 令和2年1月28日
000028 2100175774 北窪商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 北窪 良多 神北(伊健)第1-265 令和2年1月30日 令和7年2月28日 令和2年1月30日
000028 2100175775 居酒屋　霧島 664-0852 伊丹市南本町６丁目４－２０　メゾンプチ１３ 飲食店営業(4)その他 一般 岡元 典子 神北(伊健)第1-266 令和2年1月30日 令和8年2月28日 令和2年1月30日
000028 2100175776 エアポート 664-0843 伊丹市岩屋１丁目７－５ 7842414 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 早川 明雄 神北(伊健)第1-267 令和2年1月30日 令和8年2月28日 令和2年1月30日
000028 2100175777 富士栄食（株）　伊丹店 664-0854 伊丹市南町４丁目７－１関西キユーポート内 664221454 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 富士栄食株式会社 代表取締役 宮内 健 182-0024 東京都調布市布田１丁目２６番地１２ダイアパレス調布６０２号 424431941 神北(伊健)第1-268 令和2年1月31日 令和9年2月28日 令和2年1月31日
000028 2100175778 カナリア　カリー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 清水 新也 神北(伊健)第1-269 令和2年1月31日 令和7年2月28日 令和2年1月31日
000028 2100175794 焼きたてパン工房　いたみベーカリー 664-0898 伊丹市千僧６丁目９　タカラビル１０３ 7440558 飲食店営業(4)その他 一般 山中 政弘 神北(伊健)第1-270 令和2年2月3日 令和8年2月28日 令和2年2月3日
000028 2100175795 焼きたてパン工房　いたみベーカリー 664-0898 伊丹市千僧６丁目９　タカラビル１０３ 7440558 菓子製造業 一般 山中 政弘 神北(伊健)第3-100 令和2年2月3日 令和8年2月28日 令和2年2月3日
000028 2100175836 おはしダイニングｓｈｅｌｌ（シェル） 666-0014 川西市小戸１丁目３－９エンリッチパール１０１ 7677607 菓子製造業 一般 甲斐 孝宏 神北(伊健)第3-101 令和2年2月4日 令和8年2月28日 令和2年2月4日
000028 2100175838 Ｐｕｒｅｔｙ×２ 664-0858 伊丹市西台１丁目７－２　小西ビル２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 荒井 和教 神北(伊健)第1-271 令和2年2月5日 令和8年2月28日 令和2年2月5日
000028 2100175864 写楽 664-0851 伊丹市中央１丁目９－１３　遊楽館４Ｆ－Ｄ 飲食店営業(4)その他 一般 樫 美智代 神北(伊健)第1-273 令和2年2月7日 令和8年2月28日 令和2年2月7日
000028 2100175900 Ｈａｐｐｙ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｗｉｌｌ  （堺８３０せ８０１） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 今坂 裕子 神北(伊健)第1-274 令和2年2月12日 令和7年2月28日 令和2年2月12日
000028 2100175902 桜ヶ丘　更　科 664-0897 伊丹市桜ケ丘３丁目５－４ 7832297 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 甚田 恵子 神北(伊健)第1-275 令和2年2月12日 令和8年2月28日 令和2年2月12日
000028 2100175903 桜ヶ丘　更　科 664-0897 伊丹市桜ケ丘３丁目５－４ 7832297 めん類製造業 一般 甚田 恵子 神北(伊健)第13-3 令和2年2月12日 令和8年2月28日 令和2年2月12日
000028 2100175919 Ａｌｌａ　ｍｏｄａ 666-0015 川西市小花２丁目７－３シャンテ川西３－１０８ 7615701 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社ルーツインターナショナル 代表取締役 関口 敏明 666-0015 兵庫県川西市小花２丁目７－３シャンテ川西３号棟１０８号 7615701 神北(伊健)第1-276 令和2年2月13日 令和7年2月28日 令和2年2月13日
000028 2100175920 Ａｌｌａ　ｍｏｄａ 666-0015 川西市小花２丁目７－３シャンテ川西３－１０８ 7615701 菓子製造業 露店 株式会社ルーツインターナショナル 代表取締役 関口 敏明 666-0015 兵庫県川西市小花２丁目７－３シャンテ川西３号棟１０８号 7615701 神北(伊健)第3-104 令和2年2月13日 令和7年2月28日 令和2年2月13日
000028 2100175923 あさひや 666-0014 川西市小戸２丁目５－１３カジオビル２Ｆ 7579223 飲食店営業(4)その他 一般 秀和株式会社 代表取締役 梶緒 慶秀 666-0014 兵庫県川西市小戸２丁目５－１３ 7557032 神北(伊健)第1-277 令和2年2月13日 令和8年2月28日 令和2年2月13日
000028 2100175924 ＡＪｉＴＯ 664-0007 伊丹市北野５丁目３６　２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 重成 千智 神北(伊健)第1-278 令和2年2月13日 令和8年2月28日 令和2年2月13日
000028 2100175925 朝日屋 666-0014 川西市小戸２丁目５－１３カジオビル１Ｆ 7576069 食肉販売業 一般 秀和株式会社 代表取締役 梶緒 慶秀 666-0014 兵庫県川西市小戸２丁目５－１３ 7557032 神北(伊健)第20-52 令和2年2月13日 令和8年2月28日 令和2年2月13日
000028 2100175946 権左衛門 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山野 多喜子 神北(伊健)第1-280 令和2年2月17日 令和7年2月28日 令和2年2月17日
000028 2100175989 関西スーパー　川西店  （ハンバーガー） 666-0017 川西市火打１丁目２３－１２ 7566275 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３－３８ 727720341 神北(伊健)第1-283 令和2年2月18日 令和9年2月28日 令和2年2月18日
000028 2100175991 関西スーパー　荒牧店  （ハンバーガー） 664-0001 伊丹市荒牧７丁目１２－１５ 7777222 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３－３８ 7720341 神北(伊健)第1-284 令和2年2月18日 令和9年2月28日 令和2年2月18日
000028 2100175992 関西スーパー　中央店  （ハンバーガー） 664-0851 伊丹市中央５丁目３－３８ 7720345 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第1-285 令和2年2月18日 令和9年2月28日 令和2年2月18日
000028 2100175995 大平商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 大平 道明 神北(伊健)第1-286 令和2年2月18日 令和7年2月28日 令和2年2月18日
000028 2100175996 心商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 白井 勇冴 神北(伊健)第3-105 令和2年2月18日 令和7年2月28日 令和2年2月18日
000028 2100176019 森田亮也 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 森田 亮也 神北(伊健)第1-287 令和2年2月19日 令和7年2月28日 令和2年2月19日
000028 2100176020 森田亮也 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 森田 亮也 神北(伊健)第3-106 令和2年2月19日 令和7年2月28日 令和2年2月19日
000028 2100176021 若本一貴 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 若本 一貴 神北(伊健)第1-288 令和2年2月19日 令和7年2月28日 令和2年2月19日
000028 2100176022 若本一貴 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 若本 一貴 神北(伊健)第3-107 令和2年2月19日 令和7年2月28日 令和2年2月19日
000028 2100176033 旬和食六花 666-0014 川西市小戸１丁目４－１２ 7595060 飲食店営業(4)その他 一般 八木 大地 神北(伊健)第1-281 令和2年2月17日 令和8年2月28日 令和2年2月17日
000028 2100176035 (有)ドリーム　第二協立病院店 666-0033 川西市栄町５－２８ 7581123 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ドリーム 代表取締役 多田 愼次 666-0016 兵庫県川西市中央町１１－３セントラルコンフォート１０２ 7676923 神北(伊健)第1-282 令和2年2月17日 令和8年2月28日 令和2年2月17日
000028 2100176040 伊丹天神川病院 664-0007 伊丹市北野６丁目３８ 7703399 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＬＥＯＣ 代表取締役 田島 利行 100-0004 東京都千代田区大手町１丁目１番３号 352208550 神北(伊健)第1-290 令和2年2月19日 令和8年2月28日 令和2年2月19日
000028 2100176082 マルアキ製菓  （なにわ４８０て４６８８） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 芳川 伸啓 神北(伊健)第3-108 令和2年2月21日 令和7年2月28日 令和2年2月21日
000028 2100176142 セブン－イレブン　伊丹昆陽南店 664-0888 伊丹市昆陽南１丁目９－１ 7728813 飲食店営業(4)その他 一般 田中 直樹 神北(伊健)第1-291 令和2年2月25日 令和9年2月28日 令和2年2月25日
000028 2100176143 セブン－イレブン　伊丹昆陽南店 664-0888 伊丹市昆陽南１丁目９－１ 7728813 菓子製造業 一般 田中 直樹 神北(伊健)第3-109 令和2年2月25日 令和9年2月28日 令和2年2月25日
000028 2100176156 キユーピータマゴ株式会社　伊丹工場（２階） 664-0854 伊丹市南町４丁目７－１ 664222613 そうざい製造業 一般 キユーピータマゴ株式会社 代表取締役 扇田 博昭 182-0002 東京都調布市仙川町２丁目５番地７ 353835111 神北(伊健)第7-7 令和2年2月27日 令和8年2月28日 令和2年2月27日
000028 2100176176 癒し処おおしまＣＡＦＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 大嶋 順子 神北(伊健)第2-84 令和2年2月28日 令和7年2月28日 令和2年2月28日
000028 2100176189 でり・ばりキッチン阿波ふうど号  （徳島８００さ９２９９） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 徳島県 徳島県知事 飯泉 嘉門 770-0941 徳島県徳島市万代町１丁目１番地 886212375 神北(伊健)第1-293 令和2年2月28日 令和7年2月28日 令和2年2月28日
000028 2100176219 スナック　ブラックキャッツ 664-0851 伊丹市中央１丁目５－１９ピュア伊丹２１　６０２号 7647736 飲食店営業(4)その他 一般 久保 光子 神北(伊健)第1-296 令和2年3月4日 令和8年5月31日 令和2年3月4日
000028 2100176248 Ｓｏｍａ　Ｃｏｆｆｅｅ　Ｋｙｏｔｏ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 藤田 益宏 神北(伊健)第2-87 令和2年3月6日 令和7年5月31日 令和2年3月6日
000028 2100176300 ｍｅｍｂｅｒｓ　ｓａｌｏｎ　楓 664-0851 伊丹市中央１丁目９－１１池信第２ビル３Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 黒﨑 真帆 神北(伊健)第1-298 令和2年3月10日 令和8年5月31日 令和2年3月10日
000028 2100176301 おかず倶楽部 664-0839 伊丹市桑津２丁目１－１０ 7728733 そうざい製造業 一般 福田 秀彦 神北(伊健)第7-8 令和2年3月10日 令和8年5月31日 令和2年3月10日
000028 2100176339 カフェレストラン  ルミエールキセラ川西店 666-0017 川西市火打１丁目１９－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 サンフェニックスウェスト株式会社 代表取締役 伊東 令恵 577-0061 大阪府東大阪市森河内西２丁目２９番２０号 667873550 神北(伊健)第1-299 令和2年3月13日 令和8年5月31日 令和2年3月13日



000028 2100176340 一冨士４７５７５号 666-0014 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田３丁目３－２０ 664587331 神北(伊健)第1-300 令和2年3月13日 令和8年5月31日 令和2年3月13日
000028 2100176356 ファミリーマート千僧駐屯地店 664-0014 伊丹市広畑１丁目１ 7736556 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社フロンティア 代表取締役 前田 耕作 674-0083 兵庫県明石市魚住町住吉１丁目１２番６号 789483335 神北(伊健)第1-301 令和2年3月16日 令和8年5月31日 令和2年3月16日
000028 2100176370 やわらぎの里清和台セントラルキッチン 666-0142 川西市清和台東４丁目５－２６ 7980007 そうざい製造業 一般 プラスワンケアサポート株式会社 代表取締役 古賀 正靖 666-0033 兵庫県川西市栄町２５番１号アステ川西５階 7581500 神北(伊健)第7-10 令和2年3月16日 令和9年5月31日 令和2年3月16日
000028 2100176371 やわらぎの里清和台セントラルキッチン 666-0142 川西市清和台東４丁目５－２６ 7980007 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 プラスワンケアサポート株式会社 代表取締役 古賀 正靖 666-0033 兵庫県川西市栄町２５番１号アステ川西５階 7581500 神北(伊健)第15-5 令和2年3月16日 令和9年5月31日 令和2年3月16日
000028 2100176372 アイユー食品株式会社 664-0831 伊丹市北伊丹１丁目１２－１ 7812935 そうざい製造業 一般 アイユー食品株式会社 代表取締役 野網 淳史 664-0831 兵庫県伊丹市北伊丹１丁目１２－１ 7812935 神北(伊健)第7-11 令和2年3月16日 令和8年5月31日 令和2年3月16日
000028 2100176373 アイユー食品株式会社 664-0831 伊丹市北伊丹１丁目１２－１ 7812935 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 アイユー食品株式会社 代表取締役 野網 淳史 664-0831 兵庫県伊丹市北伊丹１丁目１２－１ 7812935 神北(伊健)第15-6 令和2年3月16日 令和8年5月31日 令和2年3月16日
000028 2100176384 焼鳥わいわい 664-0007 伊丹市北野２丁目１－２１ 7647072 飲食店営業(4)その他 一般 山木 保夫 神北(伊健)第1-302 令和2年3月17日 令和8年5月31日 令和2年3月17日
000028 2100176400 居酒屋ひがし 664-0851 伊丹市中央４丁目３－１４セリバテール伊丹１Ｆ 7473775 飲食店営業(4)その他 一般 東山 卓司 神北(伊健)第1-303 令和2年3月17日 令和8年5月31日 令和2年3月17日
000028 2100176402 Cafe stage絆 666-0203 川辺郡猪名川町西畑字深田１－１ 7691100 飲食店営業(4)その他 一般 坊 美津江 神北(伊健)第1-305 令和2年3月18日 令和8年5月31日 令和2年3月18日
000028 2100176406 吉江胃腸科外科 664-0861 伊丹市稲野町１丁目１１１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ケアフードサービス 代表取締役 藤﨑 美奈子 651-2276 兵庫県神戸市西区春日台１丁目１８番地の２ 783250771 神北(伊健)第1-306 令和2年3月18日 令和8年5月31日 令和2年3月18日
000028 2100176415 居酒屋　満天 666-0002 川西市滝山町６－１　１Ｆ 7864594 飲食店営業(4)その他 一般 阪上 昇吾 神北(伊健)第1-307 令和2年3月19日 令和8年5月31日 令和2年3月19日
000028 2100176416 ＳＮＡＣＫ　Ｒｅｉ 666-0014 川西市小戸２丁目４－５ 飲食店営業(4)その他 一般 谷 美恵 神北(伊健)第1-308 令和2年3月19日 令和8年5月31日 令和2年3月19日
000028 2100176417 お菓子屋　ｔｏｒｏｉ 666-0011 川西市出在家町１３－１３　岡田ビル３Ｆ 菓子製造業 一般 岡田 有希子 神北(伊健)第3-112 令和2年3月19日 令和8年5月31日 令和2年3月19日
000028 2100176429 築地銀だこ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社ホットランド大阪 代表取締役 荻野 哲 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島５丁目１３番１７号 668856711 神北(伊健)第1-309 令和2年3月23日 令和7年5月31日 令和2年3月23日
000028 2100176443 キユーピータマゴ株式会社　伊丹工場　（４階） 664-0854 伊丹市南町４丁目７－１ 664222613 そうざい製造業 一般 キユーピータマゴ株式会社 代表取締役 扇田 博昭 182-0002 東京都調布市仙川町２丁目５番地７ 353835111 神北(伊健)第7-9 令和2年3月13日 令和8年5月31日 令和2年3月13日
000028 2100176458 ｇｅｎｊｉ 666-0156 川西市石道字下ノ町１２５番地 7689370 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社片桐 代表取締役 片桐 公秀 666-0156 兵庫県川西市石道字下ノ町１２５番地 7689370 神北(伊健)第1-312 令和2年3月25日 令和8年5月31日 令和2年3月25日
000028 2100176474 カレン川西 666-0021 川西市栄根２丁目３－１エストビル２０１ 7442020 飲食店営業(4)その他 一般 井脇 宏行 神北(伊健)第1-313 令和2年3月26日 令和8年5月31日 令和2年3月26日
000028 2100176478 Ｂａｒ　ＢＡＱＸＳ 666-0122 川西市東多田１丁目１－１０みのりやビル１０１号 飲食店営業(4)その他 一般 井手 庸介 神北(伊健)第1-314 令和2年3月26日 令和8年5月31日 令和2年3月26日
000028 2100176480 ｋｕｍａｍｏｔｏ ミルクティー 川西店 666-0124 川西市多田桜木１丁目４－１イオンタウン川西１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 エフスリー合同会社 代表社員 藤井 美紗 666-0035 兵庫県川西市花屋敷１丁目１２－１１ 神北(伊健)第1-315 令和2年3月26日 令和8年5月31日 令和2年3月26日
000028 2100176495 食酒　こころ 666-0033 川西市栄町２５－１　アステ川西３Ｆ 7552032 そうざい製造業 一般 中塚 昌利 神北(伊健)第7-12 令和2年3月25日 令和8年5月31日 令和2年3月25日
000028 2100176496 食酒　こころ 666-0033 川西市栄町２５－１　アステ川西３Ｆ 7552032 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 中塚 昌利 神北(伊健)第15-7 令和2年3月25日 令和8年5月31日 令和2年3月25日
000028 2100176500 梅ノ木くじら保育園 664-0856 伊丹市梅ノ木４丁目６－８ 7700314 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社りぼん 代表取締役 包行 美紀 525-0034 滋賀県草津市草津１丁目１３－１２ 957524444 神北(伊健)第1-311 令和2年3月25日 令和8年5月31日 令和2年3月25日
000028 2100176588 匡 666-0024 川西市久代４丁目６－４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 政木 由香 神北(伊健)第1-1 令和2年4月2日 令和8年5月31日 令和2年4月2日
000028 2100176607 バインミーやん 666-0121 川西市平野２丁目１１－１４サカグチビルＢ１ 飲食店営業(4)その他 一般 先山 恵子 神北(伊健)第1-2 令和2年4月2日 令和8年5月31日 令和2年4月2日
000028 2100176613 とんかつ　池田屋 666-0033 川西市栄町１１－１モザイクボックスＢ１Ｆ 7402515 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社スマートアセットマネジメント 代表取締役 大城 萬植 542-0082 大阪府大阪市中央区島之内２丁目１２番１５号 662137001 神北(伊健)第1-3 令和2年4月2日 令和8年5月31日 令和2年4月2日
000028 2100176627 あじかん 664-0895 伊丹市宮ノ前２丁目１－２３伊丹みやのまち４号館１０８ 7816500 飲食店営業(4)その他 一般 髙木 佑輔 神北(伊健)第1-5 令和2年4月6日 令和8年5月31日 令和2年4月6日
000028 2100176634 カナリア 664-0028 伊丹市西野７丁目３２ 7753444 飲食店営業(4)その他 一般 清水 惠子 神北(伊健)第1-6 令和2年4月7日 令和8年5月31日 令和2年4月7日
000028 2100176635 Pasta&Pizzeria Ｃｒｅｏ（クレオ） 664-0851 伊丹市中央２丁目９－２９パセオ三軒寺通り２０１ 7858201 菓子製造業 一般 山口 詩居 神北(伊健)第3-1 令和2年4月7日 令和8年5月31日 令和2年4月7日
000028 2100176640 鉄板居酒屋　こしん 664-0851 伊丹市中央４丁目３－２０ 7774966 飲食店営業(4)その他 一般 立山 真也 神北(伊健)第1-7 令和2年4月7日 令和8年5月31日 令和2年4月7日
000028 2100176723 ＫＯＴＯＢＵＫＩ（大阪８００そ５０８０） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 伊藤 健一 神北(伊健)第1-8 令和2年4月14日 令和7年5月31日 令和2年4月14日
000028 2100176753 就労継続支援Ｂ型事業所ふぉーふーむ 666-0122 川西市東多田２丁目５－１９ 7937770 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人百生一輝 理事長 廣瀬 祥行 666-0116 兵庫県川西市水明台４丁目２－１７ 7931232 神北(伊健)第1-9 令和2年4月15日 令和8年5月31日 令和2年4月15日
000028 2100176754 就労継続支援Ｂ型事業所ふぉーふーむ 666-0122 川西市東多田２丁目５－１９ 7937700 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人百生一輝 理事長 廣瀬 祥行 666-0116 兵庫県川西市水明台４丁目２－１７ 7931232 神北(伊健)第3-4 令和2年4月15日 令和8年5月31日 令和2年4月15日
000028 2100176756 Ｂａｒ　＆　Ｄｉｎｅｒ  Ｗｈｉｐｐｅｒｓｎａｐｐｅｒｓ 666-0015 川西市小花１丁目２－３　２Ｆ 7443555 飲食店営業(4)その他 一般 向井 浩和 神北(伊健)第1-12 令和2年4月20日 令和8年5月31日 令和2年4月20日
000028 2100176757 スパイスカレー　ミルズ　川西店 666-0033 川西市栄町２５－１　アステ川西Ｂ１Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 久木田 郁哉 神北(伊健)第1-13 令和2年4月20日 令和8年5月31日 令和2年4月20日
000028 2100176771 我風製麺ＬＡＢＯ 664-0898 伊丹市千僧６丁目２１８ めん類製造業 一般 株式会社我楓エンタープライズ 代表取締役 早川 佳史 664-0858 兵庫県伊丹市西台２丁目１－１１ 727792272 神北(伊健)第13-1 令和2年4月17日 令和8年5月31日 令和2年4月17日
000028 2100176802 ほこ 664-0851 伊丹市中央２丁目４－１２ 7752918 魚介類販売業 一般 江本 和慶 神北(伊健)第22-7 令和2年4月22日 令和8年5月31日 令和2年4月22日
000028 2100176817 株式会社ＰＩＺＺＥＲＩＡ　ＨＩＲＯ 664-0897 伊丹市桜ケ丘１丁目１－４ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＰＩＺＺＥＲＩＡ　ＨＩＲＯ 代表取締役 西本 裕樹 664-0858 兵庫県伊丹市西台５丁目７番２２号 7689615 神北(伊健)第1-15 令和2年4月21日 令和8年5月31日 令和2年4月21日
000028 2100176818 株式会社ＰＩＺＺＥＲＩＡ　ＨＩＲＯ 664-0897 伊丹市桜ケ丘１丁目１－４ 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社ＰＩＺＺＥＲＩＡ　ＨＩＲＯ 代表取締役 西本 裕樹 664-0858 兵庫県伊丹市西台５丁目７番２２号 7689615 神北(伊健)第15-1 令和2年4月21日 令和8年5月31日 令和2年4月21日
000028 2100176819 株式会社ＰＩＺＺＥＲＩＡ　ＨＩＲＯ 664-0897 伊丹市桜ケ丘１丁目１－４ 菓子製造業 一般 株式会社ＰＩＺＺＥＲＩＡ　ＨＩＲＯ 代表取締役 西本 裕樹 664-0858 兵庫県伊丹市西台５丁目７番２２号 7689615 神北(伊健)第3-13 令和2年4月21日 令和8年5月31日 令和2年4月21日
000028 2100176823 ポムの樹　Ｊｒ． 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹３階３１８－６区画 7754310 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川上 純弥 神北(伊健)第1-16 令和2年4月22日 令和8年5月31日 令和2年4月22日
000028 2100176826 魚問屋まる吉 664-0851 伊丹市中央２丁目１－１ 魚介類販売業 一般 宮部 浩二 神北(伊健)第22-5 令和2年4月17日 令和8年5月31日 令和2年4月17日
000028 2100176828 ＳＡＫＥ市場グランマルシェ　川西店 666-0135 川西市錦松台１７－２３ 7929502 菓子製造業 一般 グランマルシェ株式会社 代表取締役 清水 浩夫 556-0027 大阪府大阪市浪速区木津川２丁目２番３７号 662652777 神北(伊健)第3-14 令和2年4月21日 令和8年5月31日 令和2年4月21日
000028 2100176831 サイゼリヤ　阪急伊丹駅ビル店 664-0858 伊丹市西台１丁目１－１　伊丹リータ４Ｆ 7735410 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社サイゼリヤ 代表取締役 正垣 泰彦 342-0008 埼玉県吉川市旭２－５ 489919611 神北(伊健)第1-14 令和2年4月20日 令和9年5月31日 令和2年4月20日
000028 2100176834 きんのぶた川西久代店 666-0024 川西市久代１丁目８－２９ 7594129 食肉販売業 一般 株式会社ワン・ダイニング 代表取締役 髙橋 淳 550-0013 大阪府大阪市西区新町１丁目２７－９ 665781290 神北(伊健)第20-6 令和2年4月24日 令和8年5月31日 令和2年4月24日
000028 2100176846 やきとり　鳥源 664-0858 伊丹市西台３丁目１－２０ 7689877 飲食店営業(4)その他 一般 松本 雄宗 神北(伊健)第1-19 令和2年4月24日 令和8年5月31日 令和2年4月24日
000028 2100176858 キユーピータマゴ株式会社　伊丹工場（３階） 664-0854 伊丹市南町４丁目７－１ 664222613 そうざい製造業 一般 キユーピータマゴ株式会社 代表取締役 扇田 博昭 182-0002 東京都調布市仙川町２丁目５番地７ 353835111 神北(伊健)第7-2 令和2年4月27日 令和8年5月31日 令和2年4月27日
000028 2100176859 キユーピータマゴ株式会社　伊丹工場（３階） 664-0854 伊丹市南町４丁目７－１ 664222613 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 キユーピータマゴ株式会社 代表取締役 扇田 博昭 182-0002 東京都調布市仙川町２丁目５番地７ 353835111 神北(伊健)第15-2 令和2年4月27日 令和8年5月31日 令和2年4月27日
000028 2100176866 玄品　伊丹 664-0851 伊丹市中央１丁目８－１７ 7723229 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 八木 貴司 神北(伊健)第1-17 令和2年4月23日 令和8年5月31日 令和2年4月23日
000028 2100176867 玄品　伊丹 664-0851 伊丹市中央１丁目８－１７ 7723229 魚介類販売業 一般 八木 貴司 神北(伊健)第22-9 令和2年4月23日 令和8年5月31日 令和2年4月23日
000028 2100176877 お食事処・居酒屋　笑幸笑幸（にこにこ） 664-0898 伊丹市千僧４丁目２４５　２Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松本 江利子 神北(伊健)第1-18 令和2年4月24日 令和8年5月31日 令和2年4月24日
000028 2100176879 おきなわん　ｃａｆｅ　ちゅらかーぎ 666-0121 川西市平野２丁目１１－１４　サカグチビル１Ｆ 7276208 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 波照間 永興 神北(伊健)第1-20 令和2年4月28日 令和8年5月31日 令和2年4月28日
000028 2100176883 ワンカルビ　伊丹寺本店 664-0026 伊丹市寺本６丁目７１－１ 7718929 食肉販売業 一般 株式会社　ワン・ダイニング 代表取締役 髙橋 淳 550-0013 大阪府大阪市西区新町１丁目２７番９号 665781290 神北(伊健)第20-8 令和2年4月27日 令和8年5月31日 令和2年4月27日
000028 2100176907 キユーピータマゴ株式会社　伊丹工場（４階） 664-0854 伊丹市南町４丁目７－１ 664222613 液卵製造業 一般 キユーピータマゴ株式会社 代表取締役 扇田 博昭 182-0002 東京都調布市仙川町２丁目５番地７ 353835111 神北(伊健)第13-1 令和3年10月28日 令和9年11月30日 令和3年10月28日
000028 2100176918 きた松 664-0881 伊丹市昆陽４丁目４－２ダイヤ伊丹昆陽１７１ビル１０３ 7712983 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社KITTAN 代表取締役 北村 良之 665-0823 兵庫県宝塚市安倉南３丁目８－１１ 797268198 神北(伊健)第1-22 令和2年4月30日 令和8年5月31日 令和2年4月30日
000028 2100176919 ワンカルビ　川西店 666-0013 川西市美園町４－１ 7562989 食肉販売業 一般 株式会社　ワン・ダイニング 代表取締役 髙橋 淳 550-0013 大阪府大阪市西区新町１丁目２７番９号 665781290 神北(伊健)第20-12 令和2年5月1日 令和8年5月31日 令和2年5月1日
000028 2100176924 まゆげの 664-0006 伊丹市鴻池５丁目５－１３ 7415550 飲食店営業(4)その他 一般 松山 誠二 神北(伊健)第1-23 令和2年5月7日 令和8年5月31日 令和2年5月7日
000028 2100176962 まいど 666-0123 川西市鼓が滝１丁目３－１５多田ビル１Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北川 節子 神北(伊健)第1-24 令和2年5月11日 令和8年5月31日 令和2年5月11日
000028 2100176970 らいじん 664-0851 伊丹市中央１丁目５－５BontonビルＢ１Ｆ 7671690 飲食店営業(4)その他 一般 安原 克美 神北(伊健)第1-25 令和2年5月13日 令和8年5月31日 令和2年5月13日
000028 2100176993 ツバメ食堂 666-0124 川西市多田桜木２丁目６－１８新和コーポ１０１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 瀬川 明美 神北(伊健)第1-27 令和2年5月14日 令和8年5月31日 令和2年5月14日
000028 2100176998 炭火焼肉　七輪 664-0012 伊丹市緑ケ丘６丁目６－１ 7783002 食肉販売業 一般 株式会社七輪 代表取締役 石井 髙治 567-0025 大阪府茨木市田中町１８－２３ 726455570 神北(伊健)第20-13 令和2年5月14日 令和8年5月31日 令和2年5月14日
000028 2100177041 黒毛和牛焼肉　犇屋 664-0017 伊丹市瑞ケ丘１丁目４１番地 7780129 食肉販売業 一般 株式会社　ＳｋｙＷａｌｋｅｒ 代表取締役 福崎 宏希 664-0017 兵庫県伊丹市瑞ケ丘１丁目４１番地 7671220 神北(伊健)第20-14 令和2年5月15日 令和8年5月31日 令和2年5月15日
000028 2100177069 ルビアン工場 664-0011 伊丹市鋳物師５丁目７３ 7754128 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社エーデルワイス 代表取締役 比屋根 祥行 650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町２丁目５番１号 664262561 神北(伊健)第1-29 令和2年5月20日 令和9年5月31日 令和2年5月20日
000028 2100177070 Ｇａｉｎｅｒｚ　（神戸８００ち７６５） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社Ｇａｉｎｅｒｚ 代表取締役 植野 博徳 550-0014 大阪府大阪市西区北堀江１丁目１６－２３ベルフレージュ１階 5010255854 神北(伊健)第1-30 令和2年5月20日 令和7年5月31日 令和2年5月20日
000028 2100177130 炭火焼肉処そらしど 666-0124 川西市多田桜木２丁目１１－１０ 7932929 食肉販売業 一般 株式会社オルソダイニング 代表取締役 筒井 達也 541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋２丁目２－５ 662090155 神北(伊健)第20-17 令和2年5月25日 令和8年5月31日 令和2年5月25日
000028 2100177135 ＭＩＸ　ＣＡＦＥ 666-0017 川西市火打２丁目８－１８センターヒルズビル１０１号 7439088 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社Ｃｏｆｆｅｅ Ａｎｄ Ｔａｌｋ 代表社員 松本 有子 666-0155 兵庫県川西市西畦野２丁目２４番１４号 7954535 神北(伊健)第1-32 令和2年5月25日 令和8年5月31日 令和2年5月25日
000028 2100177164 テーブルオーダーバイキング  焼肉　王道　川西店 666-0128 川西市多田院西２丁目５－２０ 7998929 食肉販売業 一般 株式会社Ｃ．Ｐ　Ｄｉｎｉｎｇ 代表取締役 小倉 智大 536-0014 大阪府大阪市城東区鴫野西２丁目１８番６号 669683939 神北(伊健)第20-18 令和2年5月27日 令和8年5月31日 令和2年5月27日
000028 2100177168 マクドナルドイオンモール猪名川店 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１ 7672201 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ノジュール 代表取締役 吉水 亨 666-0117 兵庫県川西市東畦野６丁目１５番１号 7950151 神北(伊健)第1-34 令和2年5月27日 令和8年5月31日 令和2年5月27日
000028 2100177169 マクドナルドイオンモール猪名川店 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１ 7672201 菓子製造業 一般 株式会社ノジュール 代表取締役 吉水 亨 666-0117 兵庫県川西市東畦野６丁目１５番１号 7950151 神北(伊健)第3-23 令和2年5月27日 令和8年5月31日 令和2年5月27日
000028 2100177170 マクドナルドイオンモール猪名川店 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１ 7672201 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社ノジュール 代表取締役 吉水 亨 666-0117 兵庫県川西市東畦野６丁目１５番１号 7950151 神北(伊健)第16-4 令和2年5月27日 令和7年5月31日 令和2年5月27日
000028 2100177177 ハナ 664-0839 伊丹市桑津４丁目２－１９ 7710029 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 遠山 光子 神北(伊健)第1-33 令和2年5月27日 令和8年5月31日 令和2年5月27日
000028 2100177186 かくれ家酒場 万屋Ｓｔａｎｄ 664-0029 伊丹市中野北３丁目３－３２－１０１ 飲食店営業(4)その他 一般 合同会社ｈａｋ 代表社員 稲森 博 664-0875 兵庫県伊丹市野間北２丁目１０－２１ 7861436 神北(伊健)第1-35 令和2年5月29日 令和8年5月31日 令和2年5月29日
000028 2100177196 オフィチーナ　川西工場 666-0011 川西市出在家町３－１４ 7689220 そうざい製造業 一般 株式会社オフィチーナ 代表取締役 宮西 憲洋 666-0011 兵庫県川西市出在家町３番１４号 7689220 神北(伊健)第7-4 令和2年6月1日 令和8年8月31日 令和2年6月1日
000028 2100177244 HTT台湾（神戸８３０ろ８００） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 沼田 知純 神北(伊健)第1-37 令和2年6月4日 令和7年8月31日 令和2年6月4日
000028 2100177258 Ｂｌｕｅ　ｍｏｏｎ　ブルームーン 666-0121 川西市平野２丁目９－１８ 飲食店営業(4)その他 一般 池田 裕彦 神北(伊健)第1-36 令和2年6月4日 令和8年8月31日 令和2年6月4日
000028 2100177317 シロッコ　ジェラート 666-0024 川西市久代３丁目３０－２０ 喫茶店営業 一般 前田 連也 神北(伊健)第2-14 令和2年6月9日 令和8年8月31日 令和2年6月9日
000028 2100177318 シロッコ　ジェラート 666-0024 川西市久代３丁目３０－２０ アイスクリーム類製造業 一般 前田 連也 神北(伊健)第16-5 令和2年6月9日 令和8年8月31日 令和2年6月9日
000028 2100177319 利休抹茶本舗（和泉１００せ２７５５） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 自動車 株式会社ＶＥＮＵＥ 代表取締役 森 博之 594-1112 大阪府和泉市三林町１５２－１ 725243765 神北(伊健)第2-15 令和2年6月9日 令和7年8月31日 令和2年6月9日
000028 2100177320 利休抹茶本舗（和泉１００せ２７５５） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 株式会社ＶＥＮＵＥ 代表取締役 森 博之 594-1112 大阪府和泉市三林町１５２－１ 725243765 神北(伊健)第3-24 令和2年6月9日 令和7年8月31日 令和2年6月9日
000028 2100177339 けむりんちょ 664-0858 伊丹市西台５丁目７－２２　田原ビル１０１ 7701022 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 重田 省吾 神北(伊健)第15-3 令和2年6月11日 令和8年8月31日 令和2年6月11日
000028 2100177340 けむりんちょ 664-0858 伊丹市西台５丁目７－２２　田原ビル１０１ 7701022 食肉販売業 一般 重田 省吾 神北(伊健)第20-19 令和2年6月11日 令和8年8月31日 令和2年6月11日
000028 2100177341 けむりんちょ 664-0858 伊丹市西台５丁目７－２２　田原ビル１０１ 7701022 食肉処理業 一般 重田 省吾 神北(伊健)第19-1 令和2年6月11日 令和8年8月31日 令和2年6月11日
000028 2100177349 Café　Sourire　Vie（カフェ　スリール　ヴィ） 666-0117 川西市東畦野２丁目３－１３ 7951741 飲食店営業(4)その他 一般 坂本 亘弘 神北(伊健)第1-39 令和2年6月12日 令和8年8月31日 令和2年6月12日
000028 2100177350 Café　Sourire　Vie（カフェ　スリール　ヴィ） 666-0117 川西市東畦野２丁目３－１３ 7951741 菓子製造業 一般 坂本 亘弘 神北(伊健)第3-25 令和2年6月12日 令和8年8月31日 令和2年6月12日
000028 2100177363 水谷農園  （姫路８８３あ１５） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 水谷 翔一 神北(伊健)第3-27 令和2年6月15日 令和7年8月31日 令和2年6月15日
000028 2100177364 カラオケ喫茶８８ 664-0007 伊丹市北野５丁目３３ 飲食店営業(4)その他 一般 平尾 道子 神北(伊健)第1-40 令和2年6月15日 令和8年8月31日 令和2年6月15日
000028 2100177368 Ｃａｎｄｙえんとつ町店 666-0002 川西市滝山町５－１１ 7864280 菓子製造業 一般 三浦 秀明 神北(伊健)第3-26 令和2年6月12日 令和8年8月31日 令和2年6月12日
000028 2100177370 Ｐｅｔｉｔ（京都４８０の１０８３） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 ベストバリューエネルギー株式会社 代表取締役 青木 信明 601-8432 京都府京都市南区西九条東島町６３番地の１ 753525730 神北(伊健)第1-41 令和2年6月16日 令和7年8月31日 令和2年6月16日
000028 2100177371 Ｐｅｔｉｔ（京都４８０の１０８３） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 ベストバリューエネルギー株式会社 代表取締役 青木 信明 601-8432 京都府京都市南区西九条東島町６３番地の１ 753525730 神北(伊健)第3-28 令和2年6月16日 令和7年8月31日 令和2年6月16日
000028 2100177374 萌 664-0851 伊丹市中央１丁目９－１３　５Ｆ－Ａ 7815121 飲食店営業(4)その他 一般 小林 裕子 神北(伊健)第1-42 令和2年6月16日 令和8年8月31日 令和2年6月16日
000028 2100177390 かき小屋よもだ 666-0015 川西市小花１丁目９－１１ 7144592 飲食店営業(4)その他 一般 岸田 英章 神北(伊健)第1-43 令和2年6月16日 令和8年8月31日 令和2年6月16日
000028 2100177406 観光農園　ＢＥＲＲＹ　ＨＯＵＳＥ 666-0236 川辺郡猪名川町北田原字東山田２８番地 7036455 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社グリーンファーム 代表取締役 清田 昌弘 666-0236 兵庫県川辺郡猪名川町北田原字東山田２８番地 7036455 神北(伊健)第15-4 令和2年6月18日 令和8年8月31日 令和2年6月18日
000028 2100177421 フラフラ 664-0851 伊丹市中央１丁目９－１３遊楽館山本不動産３－Ｂ 7442159 飲食店営業(4)その他 一般 毛利 芽依 神北(伊健)第1-46 令和2年6月22日 令和8年8月31日 令和2年6月22日
000028 2100177422 るふゅーじゅ　もか 664-0028 伊丹市西野８丁目３－１桜台ハイツ１－１０２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 波越 美砂 神北(伊健)第1-47 令和2年6月22日 令和8年8月31日 令和2年6月22日
000028 2100177426 ＴＯＲＵＴＯＲＵ  （大阪８００そ５１１２） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 髙島 透 神北(伊健)第1-44 令和2年6月22日 令和7年8月31日 令和2年6月22日
000028 2100177427 大阪たこ焼き本舗八っち  （なにわ８００せ２７３４） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 三井 寛希 神北(伊健)第1-45 令和2年6月22日 令和7年8月31日 令和2年6月22日
000028 2100177431 合同会社スマイルアゲイン 664-0028 伊丹市西野２丁目４ 飲食店営業(4)その他 一般 合同会社スマイルアゲイン 代表社員 甲斐 公治朗 664-0028 兵庫県伊丹市西野２丁目４番地 神北(伊健)第1-48 令和2年6月23日 令和8年8月31日 令和2年6月23日
000028 2100177457 グランブッフェ　伊丹店 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹３階 7735032 菓子製造業 一般 ニラックス株式会社 代表取締役 崎田 晴義 180-0013 東京都武蔵野市西久保一丁目２５番８号 422376108 神北(伊健)第3-29 令和2年6月24日 令和9年8月31日 令和2年6月24日
000028 2100177466 ミニストップ川西見野２丁目店 666-0105 川西市見野２丁目１９－１７ 7942622 飲食店営業(4)その他 一般 合同会社加藤 代表社員 加藤 潤也 666-0105 兵庫県川西市見野２丁目１９－１７ 7942622 神北(伊健)第1-50 令和2年6月25日 令和8年8月31日 令和2年6月25日
000028 2100177470 ミニストップ川西見野２丁目店 666-0105 川西市見野２丁目１９－１７ 7942622 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 合同会社加藤 代表社員 加藤 潤也 666-0105 兵庫県川西市見野２丁目１９－１７ 7942622 神北(伊健)第16-6 令和2年6月25日 令和7年8月31日 令和2年6月25日
000028 2100177502 パピーナやきやきダイニング 666-0015 川西市小花１丁目５－１５山之内ビル１Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一般社団法人和の輪会 代表理事 中西 美代子 666-0157 兵庫県川西市緑が丘２丁目８番２３号 7671481 神北(伊健)第1-53 令和2年6月29日 令和8年8月31日 令和2年6月29日
000028 2100177504 大星シェアオフィス 664-0846 伊丹市伊丹５丁目２－２７ 7030410 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 箟 耕治 神北(伊健)第1-54 令和2年6月30日 令和8年8月31日 令和2年6月30日
000028 2100177554 たこ焼キッチンたこりん 664-0858 伊丹市西台１丁目６－１２ 飲食店営業(4)その他 一般 高木 浩子 神北(伊健)第1-55 令和2年7月3日 令和8年8月31日 令和2年7月3日
000028 2100177555 日本料理まつ井３５８ 664-0858 伊丹市西台３丁目１－１ 7646585 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ばっかやん 代表取締役 神谷 龍二 664-0898 兵庫県伊丹市千僧６丁目２１８番地 神北(伊健)第1-56 令和2年7月3日 令和8年8月31日 令和2年7月3日
000028 2100177558 立川商店（大阪480ふ5707） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 立川 正則 神北(伊健)第1-57 令和2年7月3日 令和7年8月31日 令和2年7月3日
000028 2100177559 立川商店（大阪480ふ5707） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 立川 正則 神北(伊健)第3-30 令和2年7月3日 令和7年8月31日 令和2年7月3日
000028 2100177570 ヨナナ 666-0101 川西市黒川字谷垣内１１６－１ 菓子製造業 一般 堀部 美香 神北(伊健)第3-31 令和2年7月6日 令和8年8月31日 令和2年7月6日
000028 2100177571 ヨナナ 666-0101 川西市黒川字谷垣内１１６－１ そうざい製造業 一般 堀部 美香 神北(伊健)第7-5 令和2年7月6日 令和8年8月31日 令和2年7月6日
000028 2100177572 ヨナナ 666-0101 川西市黒川字谷垣内１１６－１ 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 堀部 美香 神北(伊健)第15-5 令和2年7月6日 令和8年8月31日 令和2年7月6日
000028 2100177576 きまぐれキッチン　Ｈａｎａｋｏ 664-0852 伊丹市南本町７丁目１－１１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 野中 葉子 神北(伊健)第1-58 令和2年7月7日 令和8年8月31日 令和2年7月7日
000028 2100177577 きまぐれキッチン　Ｈａｎａｋｏ 664-0852 伊丹市南本町７丁目１－１１ 菓子製造業 一般 野中 葉子 神北(伊健)第3-32 令和2年7月7日 令和8年8月31日 令和2年7月7日
000028 2100177589 ｆｌａｐ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 大重 佑樹 神北(伊健)第3-33 令和2年7月8日 令和7年8月31日 令和2年7月8日
000028 2100177590 かごの屋　川西多田店 666-0124 川西市多田桜木２丁目３－３３ 7900522 食肉販売業 一般 株式会社ＫＲフードサービス 代表取締役 望月 進 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋３丁目６番２６号 68092143 神北(伊健)第20-23 令和2年7月7日 令和9年8月31日 令和2年7月7日



000028 2100177591 かごの屋　川西多田店 666-0124 川西市多田桜木２丁目３－３３ 7900522 魚介類販売業 一般 株式会社ＫＲフードサービス 代表取締役 望月 進 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋３丁目６番２６号 68092143 神北(伊健)第22-17 令和2年7月7日 令和9年8月31日 令和2年7月7日
000028 2100177609 金のとりから（大阪８００そ５２７６） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 Full　Belly株式会社 代表取締役 嶋中 隆治 572-0856 大阪府寝屋川市宇谷町９番１号 8221113 神北(伊健)第1-59 令和2年7月7日 令和7年8月31日 令和2年7月7日
000028 2100177642 鳥心 664-0895 伊丹市宮ノ前２丁目１－６みやのまち４号館１０４号 7731612 飲食店営業(4)その他 一般 井上 莉歩 神北(伊健)第1-60 令和2年7月13日 令和8年8月31日 令和2年7月13日
000028 2100177651 じゅうじゅうカルビ伊丹堀池店 664-0871 伊丹市堀池３丁目９－３０ 7731129 食肉販売業 一般 株式会社　トマトアンドアソシエイツ 代表取締役 小林 大二 651-1431 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター１丁目２番地 789072555 神北(伊健)第20-25 令和2年7月13日 令和8年8月31日 令和2年7月13日
000028 2100177652 森本精肉店 664-0836 伊丹市北本町３丁目４９伊丹公設地方卸売市場内 7781129 食肉処理業 一般 森本 美佐子 神北(伊健)第19-2 令和2年7月13日 令和8年8月31日 令和2年7月13日
000028 2100177654 森本精肉店２号店 664-0836 伊丹市北本町３丁目５０伊丹市公設地方卸売市場内 7781129 食肉販売業 一般 森本 美佐子 神北(伊健)第20-24 令和2年7月13日 令和8年8月31日 令和2年7月13日
000028 2100177657 利美善 666-0125 川西市新田１丁目３－２１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前田 建拓 神北(伊健)第1-61 令和2年7月14日 令和8年8月31日 令和2年7月14日
000028 2100177698 炭火焼肉　北勢 666-0025 川西市加茂３丁目２－６ 7442077 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＴＲＹＭｅ 代表取締役 島田 賢太 660-0076 兵庫県尼崎市大島２丁目１２－２１ 神北(伊健)第1-62 令和2年7月16日 令和8年8月31日 令和2年7月16日
000028 2100177699 伊丹スカイパーク 664-0842 伊丹市森本７丁目１－１ 7723447 飲食店営業(4)その他 露店 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 代表取締役 山田 智治 182-0021 東京都調布市調布ケ丘３丁目６番地３ 366325026 神北(伊健)第1-63 令和2年7月16日 令和7年8月31日 令和2年7月16日
000028 2100177718 水道局組合喫茶 664-0881 伊丹市昆陽１丁目１－２－Ｂ１ 7831604 飲食店営業(4)その他 一般 中西 博之 神北(伊健)第1-64 令和2年7月20日 令和8年8月31日 令和2年7月20日
000028 2100177734 たまちゃん 666-0013 川西市美園町１－２６ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 今井 珠代 神北(伊健)第1-65 令和2年7月21日 令和8年8月31日 令和2年7月21日
000028 2100177739 おとめスタンド 664-0851 伊丹市中央６丁目１－３０　魚里ビル 7646570 飲食店営業(4)その他 一般 バルズキッチン株式会社 代表取締役 紫尾 隆則 664-0888 兵庫県伊丹市昆陽南１丁目１０番１－８０２号 神北(伊健)第1-66 令和2年7月21日 令和8年8月31日 令和2年7月21日
000028 2100177751 ミツワ 664-0851 伊丹市中央１丁目１伊丹ショッピングデパート２Ｆ 7723266 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福森 由里 神北(伊健)第1-67 令和2年7月22日 令和8年8月31日 令和2年7月22日
000028 2100177752 クロスロード　カフェ 664-0851 伊丹市中央３丁目２－４パラッシオ中小路１Ｆ 7771369 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 荒木 宏之 神北(伊健)第1-68 令和2年7月22日 令和8年8月31日 令和2年7月22日
000028 2100177761 居酒屋　夢ペンギン村（大阪４００む５２８９） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 中島 洋一 神北(伊健)第1-69 令和2年7月22日 令和7年8月31日 令和2年7月22日
000028 2100177765 ぴっころ 666-0261 川辺郡猪名川町松尾台３丁目３－２２ 7666778 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 多田 千景 神北(伊健)第1-71 令和2年7月27日 令和8年8月31日 令和2年7月27日
000028 2100177856 関西スーパー　駅前店 664-0851 伊丹市中央１丁目１－１伊丹ショッピングデパート１Ｆ 7733011 菓子製造業 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３－３８ 7720341 神北(伊健)第3-39 令和2年7月30日 令和9年8月31日 令和2年7月30日
000028 2100177859 伊丹創作和食　まつもと食道 664-0851 伊丹市中央４丁目３－２０池信３ビル２０２号 7815835 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松本 成司 神北(伊健)第1-74 令和2年8月4日 令和8年8月31日 令和2年8月4日
000028 2100177874 おやじ食堂 664-0026 伊丹市寺本３丁目２　昆陽里コーポラス２F２０２号室 7756350 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 筒井 永祐 神北(伊健)第1-73 令和2年7月31日 令和8年8月31日 令和2年7月31日
000028 2100177883 コミュニティスタジオ奏音 664-0006 伊丹市鴻池５丁目９－３７ 7813410 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社メディキッチン 代表取締役 西村 裕來子 547-0006 大阪府大阪市平野区加美正覚寺１－５－６ 669264895 神北(伊健)第1-75 令和2年8月5日 令和8年8月31日 令和2年8月5日
000028 2100177952 Ｌｕａｎａ（ルアナ） 664-0028 伊丹市西野５丁目２２５－１ 飲食店営業(4)その他 一般 吉冨 裕理 神北(伊健)第1-76 令和2年8月14日 令和8年8月31日 令和2年8月14日
000028 2100177959 Ｍｙ　Ｃｏｏｋｃａｒ（大阪４８０ふ８２０１） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社サンパーク 代表取締役 髙木 健 564-0001 大阪府吹田市岸部北５丁目１１番１号 663880389 神北(伊健)第1-77 令和2年8月17日 令和7年8月31日 令和2年8月17日
000028 2100177960 Ｍｙ　Ｃｏｏｋｃａｒ（大阪４８０ふ８２０１） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 株式会社サンパーク 代表取締役 髙木 健 564-0001 大阪府吹田市岸部北５丁目１１番１号 663880389 神北(伊健)第3-45 令和2年8月17日 令和7年8月31日 令和2年8月17日
000028 2100177967 中華料理　味園 666-0025 川西市加茂２丁目５－２０ 7438110 飲食店営業(4)その他 一般 中西 修 神北(伊健)第1-78 令和2年8月18日 令和8年8月31日 令和2年8月18日
000028 2100177992 博多もつ鍋　極 664-0858 伊丹市西台３丁目８－１ 7855058 飲食店営業(4)その他 一般 岩本 将士 神北(伊健)第1-80 令和2年8月18日 令和8年8月31日 令和2年8月18日
000028 2100178003 あっちゃん 664-0886 伊丹市昆陽東６丁目８－４７西伊丹マンション１０３号 7142395 飲食店営業(4)その他 一般 中西 厚彦 神北(伊健)第1-81 令和2年8月19日 令和8年8月31日 令和2年8月19日
000028 2100178026 キユーピータマゴ株式会社　伊丹工場　（４階） 664-0854 伊丹市南町４丁目７－１ 664222613 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 キユーピータマゴ株式会社 代表取締役 扇田 博昭 182-0002 東京都調布市仙川町２丁目５番地７ 353835111 神北(伊健)第15-6 令和2年8月17日 令和8年8月31日 令和2年8月17日
000028 2100178042 レフティ 664-0851 伊丹市中央１丁目９－１３遊楽館ビル８F 7851557 飲食店営業(4)その他 一般 原田 淳一 神北(伊健)第1-82 令和2年8月24日 令和8年8月31日 令和2年8月24日
000028 2100178078 ほっかほっか亭　荒牧バラ公園店 664-0001 伊丹市荒牧７丁目１４－１ 7735058 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 宮路 峰加 神北(伊健)第1-84 令和2年8月26日 令和8年8月31日 令和2年8月26日
000028 2100178082 ＨＯＬＯ　ＨＯＬＯ　ＫＩＴＣＨＥＮ 666-0142 川西市清和台東３丁目１－８トナリエ清和台１Ｆ　Ｂ－２－１ 7980055 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 尾﨑 麻矢 神北(伊健)第1-83 令和2年8月26日 令和8年8月31日 令和2年8月26日
000028 2100178083 黒毛和牛七輪炭火焼肉　たじま 664-0873 伊丹市野間８丁目１－２２ 7849895 飲食店営業(4)その他 一般 合同会社たじま 代表社員 星山 勇 664-0873 兵庫県伊丹市野間８丁目１番２２号 神北(伊健)第1-85 令和2年8月26日 令和8年8月31日 令和2年8月26日
000028 2100178116 Ｍｙ　Ｒａｂｂｉｔ（和泉８００す８１１５） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 日達 将智 神北(伊健)第3-46 令和2年8月28日 令和7年8月31日 令和2年8月28日
000028 2100178118 肉の小川屋 664-0851 伊丹市中央４丁目１－４中村ビル１，２Ｆ 7722955 飲食店営業(4)その他 一般 Ｏｎｉｋｕ株式会社 代表取締役 小川 昇志 664-0851 兵庫県伊丹市中央４丁目１番４号 7722955 神北(伊健)第1-86 令和2年8月27日 令和8年8月31日 令和2年8月27日
000028 2100178119 肉の小川屋 664-0851 伊丹市中央４丁目１－４中村ビル１，２Ｆ 7722955 食肉販売業 一般 Ｏｎｉｋｕ株式会社 代表取締役 小川 昇志 664-0851 兵庫県伊丹市中央４丁目１番４号 7722955 神北(伊健)第20-32 令和2年8月27日 令和8年8月31日 令和2年8月27日
000028 2100178120 インド料理ビスヌ　イオンモール伊丹昆陽店 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオンモール伊丹昆陽４階 7677337 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ビスヌ 代表取締役 サールマ・ シャーム・スンダル 839-0864 福岡県久留米市百年公園１番１号 942375727 神北(伊健)第1-87 令和2年8月27日 令和8年8月31日 令和2年8月27日
000028 2100178144 Ｔ・ｒｏｐｐｕｓ（ティーロップス）  （和泉４８０と６６２７） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 梶井 勇也 神北(伊健)第1-88 令和2年8月31日 令和7年8月31日 令和2年8月31日
000028 2100178149 早蕨　美健ＳＰＡ湯櫻店 666-0017 川西市火打１丁目１６－６ 7442026 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社セドナ 代表取締役 丸山 茂司 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地２丁目５番３号 661472151 神北(伊健)第1-89 令和2年9月1日 令和8年11月30日 令和2年9月1日
000028 2100178177 モナリザ 664-0015 伊丹市昆陽池２丁目１ スワンホール１Ｆ中央公民館 7848000 喫茶店営業 一般 井手 紀子 神北(伊健)第2-33 令和2年9月2日 令和9年11月30日 令和2年9月2日
000028 2100178180 創作和洋　凛 666-0033 川西市栄町１１－３パルティＫ２北ハイツ１階１１５ 7582110 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中平 匡則 神北(伊健)第1-90 令和2年9月3日 令和8年11月30日 令和2年9月3日
000028 2100178192 ｃｌｕｂ　ｂａｒ　ＬＡＮＣＥ 664-0858 伊丹市西台５丁目７－２４ＩＮＧビル５階 飲食店営業(4)その他 一般 吉澤 麻希 神北(伊健)第1-91 令和2年9月7日 令和8年11月30日 令和2年9月7日
000028 2100178194 DOCORICE & FAT DOG STAND  （なにわ８００せ２６０５） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 佐竹 拓哉 神北(伊健)第1-92 令和2年9月7日 令和7年11月30日 令和2年9月7日
000028 2100178198 yum yum journey （大阪８００そ３５５０） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 重延 新 神北(伊健)第1-93 令和2年9月7日 令和7年11月30日 令和2年9月7日
000028 2100178203 スマイルキッチン　グッドサン  （大阪１００た１３２１） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社ストリートフードメイカーズ 代表取締役 水田 健一 570-0074 大阪府守口市文園町７番１１号 667804457 神北(伊健)第1-94 令和2年9月8日 令和7年11月30日 令和2年9月8日
000028 2100178207 Ｓｗｅｅｔｓ　ＨＥＲＯ（堺４８３い９０２０） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 722426755 菓子製造業 自動車 株式会社ＴＡＲＯＣ 代表取締役 浦島 茂人 590-0982 大阪府堺市堺区海山町４丁１６７番地３１ 722426755 神北(伊健)第3-47 令和2年9月8日 令和7年11月30日 令和2年9月8日
000028 2100178239 グロアール（神戸４８０ぬ３９１７） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 野村 清美 神北(伊健)第1-95 令和2年9月11日 令和7年11月30日 令和2年9月11日
000028 2100178255 鶏からの家　伊丹鴻池店 664-0006 伊丹市鴻池２丁目２－２ 7645711 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社トータルテクノサービス 代表取締役 渡邊 康博 664-0026 兵庫県伊丹市寺本１丁目１５０ 7687017 神北(伊健)第1-98 令和2年9月15日 令和8年11月30日 令和2年9月15日
000028 2100178259 （株）心月 666-0152 川西市丸山台１丁目７　ユアホール日生中央内 7954194 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社心月 代表取締役 西嶋 猛 664-0888 兵庫県伊丹市昆陽南５丁目３番３シャトレー２０７号 7829045 神北(伊健)第1-99 令和2年9月15日 令和9年11月30日 令和2年9月15日
000028 2100178280 ミニストップ伊丹瑞穂町店 664-0013 伊丹市瑞穂町３丁目５７ 7843188 飲食店営業(4)その他 一般 李 威 神北(伊健)第1-100 令和2年9月17日 令和8年11月30日 令和2年9月17日
000028 2100178284 ミニストップ伊丹瑞穂町店 664-0013 伊丹市瑞穂町３丁目５７ 7843188 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 李 威 神北(伊健)第16-9 令和2年9月17日 令和7年11月30日 令和2年9月17日
000028 2100178326 ラーメンさくらまる 664-0006 伊丹市鴻池１丁目８－２０ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石井 康裕 神北(伊健)第1-102 令和2年9月24日 令和8年11月30日 令和2年9月24日
000028 2100178337 カラオケ喫茶　友 666-0227 川辺郡猪名川町笹尾字尼岡の下１０－６１０３号 7681188 飲食店営業(4)その他 一般 川人 菊美 神北(伊健)第1-103 令和2年9月24日 令和8年11月30日 令和2年9月24日
000028 2100178384 たこ焼きバル徳次郎  （なにわ４８０さ９５４７） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 黒山 知之 神北(伊健)第1-101 令和2年9月23日 令和7年11月30日 令和2年9月23日
000028 2100178407 Sunny's　Cafe 664-0853 伊丹市平松４丁目１－１４ 飲食店営業(4)その他 一般 川﨑 あゆみ 神北(伊健)第1-104 令和2年9月29日 令和8年11月30日 令和2年9月29日
000028 2100178408 pancoto 666-0262 川辺郡猪名川町伏見台２丁目２－３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小笹 真弓 神北(伊健)第1-105 令和2年9月29日 令和8年11月30日 令和2年9月29日
000028 2100178409 pancoto 666-0262 川辺郡猪名川町伏見台２丁目２－３ 菓子製造業 一般 小笹 真弓 神北(伊健)第3-50 令和2年9月29日 令和8年11月30日 令和2年9月29日
000028 2100178410 ロハスカフェ（大阪８００そ４７８０） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社シティライフＮＥＷ 代表取締役 池谷 綱記 566-0001 大阪府摂津市千里丘１丁目１３番２３号 663380641 神北(伊健)第1-106 令和2年9月30日 令和7年11月30日 令和2年9月30日
000028 2100178416 suu 664-0851 伊丹市中央２丁目１－１伊丹中央ビル２０１ 7143661 飲食店営業(4)その他 一般 須貝 隆文 神北(伊健)第1-108 令和2年9月30日 令和8年11月30日 令和2年9月30日
000028 2100178418 カラオケ＆ＢＡＲ　俺ん家 664-0873 伊丹市野間４丁目４－９ 飲食店営業(4)その他 一般 田中 葵 神北(伊健)第1-107 令和2年9月30日 令和8年11月30日 令和2年9月30日
000028 2100178423 ベトナム料理　フエ 666-0017 川西市火打１丁目１－１２ラフォートキセラⅡ１階 7566309 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ベース商事 代表取締役 木曽 賢造 666-0016 兵庫県川西市中央町１１番３号セントラルコンフォート１０２ 7566309 神北(伊健)第1-109 令和2年10月1日 令和8年11月30日 令和2年10月1日
000028 2100178434 ｉｆ工房 666-0024 川西市久代１丁目７－１９ 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 篠原 伊津子 神北(伊健)第1-110 令和2年10月1日 令和8年11月30日 令和2年10月1日
000028 2100178457 しゃぶ葉伊丹大鹿店 664-0899 伊丹市大鹿７丁目４５ 7791501 食肉販売業 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保１丁目２５－８ 422375218 神北(伊健)第20-34 令和2年10月6日 令和9年11月30日 令和2年10月6日
000028 2100178474 １階ザ・シーズン「秋の北海道うまいもの大会」 666-0033 川西市栄町２６－１(株)阪急阪神百貨店　川西阪急 7571231 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663611381 神北(伊健)第16-10 令和2年10月7日 令和7年11月30日 令和2年10月7日
000028 2100178504 クロスロードカフェ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 7771369 飲食店営業(4)その他 露店 荒木 宏之 神北(伊健)第1-112 令和2年10月9日 令和7年11月30日 令和2年10月9日
000028 2100178507 一二三 664-0851 伊丹市中央１丁目５－１９ピュア伊丹２１ビル４階 飲食店営業(4)その他 一般 中本 周吾 神北(伊健)第1-113 令和2年10月12日 令和8年11月30日 令和2年10月12日
000028 2100178521 カレー屋　スパイス工房 664-0898 伊丹市千僧６丁目９　タカラビル１階１０１号 7726332 そうざい製造業 一般 陳東 由美 神北(伊健)第7-7 令和2年10月12日 令和8年11月30日 令和2年10月12日
000028 2100178525 ＭＩＸ　ＣＡＦＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 合同会社Ｃｏｆｆｅｅ Ａｎｄ　Ｔａｌｋ 代表社員 松本 有子 666-0155 兵庫県川西市西畦野２丁目２４番１４号 7954535 神北(伊健)第1-114 令和2年10月14日 令和7年11月30日 令和2年10月14日
000028 2100178556 鉄板ＴＥＮＭＥＩ 000-0000 伊丹市内一円 飲食店営業(4)その他 露店 竹内 光 神北(伊健)第1-116 令和2年10月16日 令和7年11月30日 令和2年10月16日
000028 2100178557 海鮮居酒屋　王者 000-0000 伊丹市内一円 飲食店営業(4)その他 露店 北村 拓也 神北(伊健)第1-117 令和2年10月16日 令和7年11月30日 令和2年10月16日
000028 2100178570 太平樂　川西加茂店 666-0022 川西市下加茂１丁目５－２０ 7584129 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 横川 伸介 神北(伊健)第1-115 令和2年10月16日 令和8年11月30日 令和2年10月16日
000028 2100178571 太平樂　川西加茂店 666-0022 川西市下加茂１丁目５－２０ 7584129 食肉販売業 一般 横川 伸介 神北(伊健)第20-39 令和2年10月16日 令和8年11月30日 令和2年10月16日
000028 2100178572 ＢＥＲＲＹ　ＨＯＵＳＥ（ベリーハウス） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社グリーンファーム 代表取締役 清田 昌弘 666-0236 兵庫県川辺郡猪名川町北田原字東山田２８番地 7036455 神北(伊健)第1-118 令和2年10月19日 令和7年11月30日 令和2年10月19日
000028 2100178619 浜焼処　一 664-0851 伊丹市中央５丁目１－３ 7702063 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社だんらん処一 髙木 一郎 664-0851 兵庫県伊丹市中央３丁目１番２８号 神北(伊健)第1-119 令和2年10月20日 令和8年11月30日 令和2年10月20日
000028 2100178628 Ｈａｇｕ　＆　ｈｕｇ 664-0875 伊丹市野間北６丁目４－４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 伊賀松 美和 神北(伊健)第1-121 令和2年10月23日 令和8年11月30日 令和2年10月23日
000028 2100178640 鉄板焼き　心 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 若林 未来 神北(伊健)第1-122 令和2年10月26日 令和7年11月30日 令和2年10月26日
000028 2100178641 Ｔａｃｈｉｎｏｍｉ　ちょべりぐ 664-0851 伊丹市中央５丁目２－７赤元邸１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 樫 紗織 神北(伊健)第1-123 令和2年10月26日 令和8年11月30日 令和2年10月26日
000028 2100178643 宇都宮ようちゃん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社ライズ 代表取締役 高山 由香 453-0067 愛知県名古屋市中村区宿跡町１丁目６４番地の２ 529779665 神北(伊健)第1-124 令和2年10月26日 令和7年11月30日 令和2年10月26日
000028 2100178653 ＢＥＲＲＹ　ＨＯＵＳＥ（ベリーハウス） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 株式会社グリーンファーム 代表取締役 清田 昌弘 666-0236 兵庫県川辺郡猪名川町北田原字東山田２８番地 7036455 神北(伊健)第3-66 令和2年10月26日 令和7年11月30日 令和2年10月26日
000028 2100178655 セブン－イレブン伊丹御願塚３丁目 664-0855 伊丹市御願塚３丁目１１－２１ 7842511 飲食店営業(4)その他 一般 小澤 俊也 神北(伊健)第1-125 令和2年10月26日 令和9年11月30日 令和2年10月26日
000028 2100178692 日本のわんぱく小僧（大阪４８０は９９４８） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 永井 佑季直 神北(伊健)第1-126 令和2年10月28日 令和7年11月30日 令和2年10月28日
000028 2100178712 石釜ごはんとスンドゥブOKKII  兵庫つつじが丘店 666-0245 川辺郡猪名川町つつじが丘１丁目４８－４ 7676499 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社イデア 代表取締役 淀井 三智 560-0003 大阪府豊中市東豊中町３丁目１１番６２号 663969601 神北(伊健)第1-127 令和2年10月29日 令和8年11月30日 令和2年10月29日
000028 2100178728 ｓｐｏｒｔｓ　ｂａｒ　ｐａｓ　ａ　ｐａｓ  スポーツ　バー　（パザパ） 664-0851 伊丹市中央１丁目９－１３遊楽館１Ｆ 7687866 飲食店営業(4)その他 一般 大島 卓也 神北(伊健)第1-128 令和2年10月29日 令和8年11月30日 令和2年10月29日
000028 2100178729 日本のわんぱく小僧２号  （大阪１００た５５９） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 永井 佑季直 神北(伊健)第1-129 令和2年10月29日 令和7年11月30日 令和2年10月29日
000028 2100178743 ＣＡＦＥ　Ｂａｒ　ＳＡＬＬＹ 664-0858 伊丹市西台４丁目１－１－１０３ 7646030 飲食店営業(4)その他 一般 吉崎 早和 神北(伊健)第1-130 令和2年11月2日 令和8年11月30日 令和2年11月2日
000028 2100178744 カフェ　クオーレ 664-0887 伊丹市南野北５丁目３－２４ル・シャトー１０１、１０２ 7775050 菓子製造業 一般 株式会社ブルトン 代表取締役 薬師 暁彦 664-0012 兵庫県伊丹市緑ケ丘２丁目１０９番地 7775050 神北(伊健)第3-68 令和2年11月2日 令和8年11月30日 令和2年11月2日
000028 2100178751 Ｖａｎｃａ 664-0858 伊丹市西台３丁目９－１４ 飲食店営業(4)その他 一般 宮田 菜緒 神北(伊健)第1-131 令和2年11月2日 令和8年11月30日 令和2年11月2日
000028 2100178829 ドミノ・ピザ　伊丹昆陽南店 664-0888 伊丹市昆陽南５丁目１－７ 7798822 飲食店営業(4)その他 一般 香山 優太 神北(伊健)第1-134 令和2年11月10日 令和8年11月30日 令和2年11月10日
000028 2100178830 ドミノ・ピザ　伊丹昆陽南店 664-0888 伊丹市昆陽南５丁目１－７ 7798822 菓子製造業 一般 香山 優太 神北(伊健)第3-72 令和2年11月10日 令和8年11月30日 令和2年11月10日
000028 2100178840 ｃｒａｖａｔｅｓ　Ｒｏｕｇｅ  （クライヴェート　ルージュ） 666-0123 川西市鼓が滝１丁目２８－４ 飲食店営業(4)その他 一般 佐武 千賀子 神北(伊健)第1-135 令和2年11月11日 令和8年11月30日 令和2年11月11日
000028 2100178865 特殊発條興業株式会社  左奥現場 664-0837 伊丹市北河原１丁目１－１ 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 神北(伊健)第2-40 令和2年11月12日 令和7年11月30日 令和2年11月12日
000028 2100178866 三和電気(株)本社１Ｆ 664-0847 伊丹市藤ノ木３丁目６－１ 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 神北(伊健)第2-41 令和2年11月12日 令和7年11月30日 令和2年11月12日
000028 2100178881 あんず食堂  ｂｙ　ｍｙ ｃａｆｅ ２０１５ 664-0851 伊丹市中央６丁目１－６伊丹ビル１Ｆ北西 7702014 飲食店営業(4)その他 一般 黒﨑 真帆 神北(伊健)第1－136 令和2年11月13日 令和8年11月30日 令和2年11月13日
000028 2100178882 あんず食堂  ｂｙ　ｍｙ ｃａｆｅ ２０１５ 664-0851 伊丹市中央６丁目１－６伊丹ビル１Ｆ北西 7702014 菓子製造業 一般 黒﨑 真帆 神北(伊健)第3-73 令和2年11月13日 令和8年11月30日 令和2年11月13日
000028 2100178883 コブカフェ（大阪８００そ４５０２） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社ＫＯＶ 代表取締役 小藪 貴士 534-0022 大阪府大阪市都島区都島中通２丁目２４番１３号ルネッサンスベルシティ１－Ｂ 661805014 神北(伊健)第1-138 令和2年11月16日 令和7年11月30日 令和2年11月16日
000028 2100178884 石修堂（大阪８００そ５６７５） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 廣石 元 神北(伊健)第1-137 令和2年11月16日 令和7年11月30日 令和2年11月16日
000028 2100178885 石修堂（大阪８００そ５６７５） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 廣石 元 神北(伊健)第3-74 令和2年11月16日 令和7年11月30日 令和2年11月16日
000028 2100178904 金沢のカフェラテ屋（金沢４８０え６９４４） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 浦辻 吉弘 神北(伊健)第1-139 令和2年11月17日 令和7年11月30日 令和2年11月17日
000028 2100178928 Ｍｙ　Ｃｏｏｋｃａｒ  （大阪４８０ほ１２５４） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社サンパーク 代表取締役 髙木 健 564-0001 大阪府吹田市岸部北５丁目１１－１ 663880389 神北(伊健)第1-140 令和2年11月18日 令和7年11月30日 令和2年11月18日
000028 2100178935 一般社団法人鳴尾ゴルフ倶楽部 666-0155 川西市西畦野字金ケ谷１－４ 7941011 菓子製造業 一般 一般社団法人鳴尾ゴルフ倶楽部 代表理事 筏 純一 666-0155 兵庫県川西市西畦野字金ケ谷１－４ 7941011 神北(伊健)第3-75 令和2年11月18日 令和8年11月30日 令和2年11月18日
000028 2100178936 ＬＡＷＳＯＮ　ＳＴＯＲＥ　１００  伊丹松ケ丘店 664-0024 伊丹市松ケ丘１丁目５８エル昆陽池１Ｆ 7877399 飲食店営業(4)その他 一般 廣森 竜志 神北(伊健)第1-141 令和2年11月18日 令和8年11月30日 令和2年11月18日
000028 2100178944 アイユー食品株式会社 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 7812935 飲食店営業(4)その他 露店 アイユー食品株式会社 代表取締役 野網 淳史 664-0831 兵庫県伊丹市北伊丹１丁目１２－１ 7812935 神北(伊健)第1-143 令和2年11月19日 令和7年11月30日 令和2年11月19日
000028 2100178946 水谷農園  （姫路８８３あ１５） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 水谷 翔一 神北(伊健)第1-142 令和2年11月19日 令和7年11月30日 令和2年11月19日
000028 2100178954 杉本（和泉４８０な４５３８） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 杉本 奈津 神北(伊健)第1-144 令和2年11月20日 令和7年11月30日 令和2年11月20日
000028 2100178968 Ｒ・Ｊ　ＣＯＦＦＥＥ　ＲＯＡＳＴＥＲＳ  （なにわ８３０ち３１０） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 テンセンス株式会社 代表取締役 林 真智子 530-0043 大阪府大阪市北区天満３丁目２番１号 668097502 神北(伊健)第1-145 令和2年11月24日 令和7年11月30日 令和2年11月24日
000028 2100178981 お食事処和／揚もの専門店和  （京都８３０ち７５３） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 田村 公亮 神北(伊健)第1-146 令和2年11月25日 令和7年11月30日 令和2年11月25日
000028 2100179002 ミニストップ川西西多田店 666-0138 川西市西多田２丁目２－８　三栄ビル１Ｆ 7921708 飲食店営業(4)その他 一般 合同会社加藤 代表社員 加藤 潤也 666-0105 兵庫県川西市見野２丁目１９－１７ 7942622 神北(伊健)第1-147 令和2年11月26日 令和8年11月30日 令和2年11月26日
000028 2100179006 ミニストップ川西西多田店 666-0138 川西市西多田２丁目２－８　三栄ビル１Ｆ 7921708 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 合同会社加藤 代表社員 加藤 潤也 666-0105 兵庫県川西市見野２丁目１９－１７ 7942622 神北(伊健)第16-11 令和2年11月26日 令和7年11月30日 令和2年11月26日
000028 2100179016 焼肉　ホルモン髙木 664-0851 伊丹市中央４丁目１－１７ 7142466 飲食店営業(4)その他 一般 髙木 崇司 神北(伊健)第1-151 令和2年11月27日 令和8年11月30日 令和2年11月27日
000028 2100179021 味処　八代 664-0846 伊丹市伊丹２丁目５－１７アリオ２　１Ｆ 7827215 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 和田 雅也 神北(伊健)第1-148 令和2年11月26日 令和8年11月30日 令和2年11月26日
000028 2100179022 いっ時あん 664-0001 伊丹市荒牧５丁目８－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鯛島 浩正 神北(伊健)第1-150 令和2年11月27日 令和8年11月30日 令和2年11月27日
000028 2100179023 いっ時あん 664-0001 伊丹市荒牧５丁目８－２ 菓子製造業 一般 鯛島 浩正 神北(伊健)第3-76 令和2年11月27日 令和8年11月30日 令和2年11月27日
000028 2100179026 からのすけ 664-0008 伊丹市荒牧南２丁目１－２山本不動産　第８ビル　１０５号 7834636 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マーブル 代表取締役 寺尾 輝明 577-0017 大阪府東大阪市藤戸新田１丁目１番１７号 667874724 神北(伊健)第1-149 令和2年11月27日 令和8年11月30日 令和2年11月27日
000028 2100179052 咲たこ（京都８００せ６８９３） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 咲田 隆延 神北(伊健)第1-152 令和2年11月27日 令和7年11月30日 令和2年11月27日



000028 2100179057 居酒屋　北道 666-0142 川西市清和台東５丁目２－５９ 7995049 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 徳寿海 健人 神北(伊健)第1-153 令和2年11月30日 令和8年11月30日 令和2年11月30日
000028 2100179082 缶詰ＢＡＲ　Ａｐｐｅｒｔ 666-0016 川西市中央町３－３中央ビル２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 髙井 祥加 神北(伊健)第1-155 令和2年12月2日 令和9年2月28日 令和2年12月2日
000028 2100179084 ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　ｍｏｚｉｔａ  （パティスリー　モシータ） 664-0006 伊丹市鴻池５丁目１０－２０ 菓子製造業 一般 有限会社しぇあーど 取締役 国本 修慈 664-0006 兵庫県伊丹市鴻池５丁目１１番２７号 7857873 神北(伊健)第3-77 令和2年12月2日 令和9年2月28日 令和2年12月2日
000028 2100179085 呑み処　一 664-0851 伊丹市中央６丁目１－２ 7647696 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社だんらん処一 代表取締役 髙木 一郎 664-0851 兵庫県伊丹市中央３丁目１番２８号 神北(伊健)第1-156 令和2年12月2日 令和9年2月28日 令和2年12月2日
000028 2100179098 天ぷら　たまき 664-0858 伊丹市西台４丁目６－３０ニュー伊丹ビル１Ｆ　１０５ 7645577 飲食店営業(4)その他 一般 田島 伸一 神北(伊健)第1-157 令和2年12月3日 令和9年2月28日 令和2年12月3日
000028 2100179102 かえでシニアアルヴァンタウン 666-0015 川西市小花２丁目２７番１８号 7576854 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 かえで住宅販売株式会社 代表取締役 古林 由貴 666-0015 兵庫県川西市小花２丁目２７番１８号 7576852 神北(伊健)第1-159 令和2年12月3日 令和9年2月28日 令和2年12月3日
000028 2100179103 かえでシニアアルヴァンタウン 666-0015 川西市小花２丁目２７番１８号 7576854 菓子製造業 一般 かえで住宅販売株式会社 代表取締役 古林 由貴 666-0015 兵庫県川西市小花２丁目２７番１８号 7576852 神北(伊健)第3-78 令和2年12月3日 令和9年2月28日 令和2年12月3日
000028 2100179119 Ｂａｒ　ＲＥＩＪＵ 664-0851 伊丹市中央１丁目５－１８伊丹中央プラザ３Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 山口 奨太 神北(伊健)第1-158 令和2年12月3日 令和9年2月28日 令和2年12月3日
000028 2100179125 んっちゃん餃子 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 合同会社Ｎ　Ｆｏｏｄｓ 代表社員 西村 友也 564-0051 大阪府吹田市豊津町５３番１９Ａ 661709330 神北(伊健)第1-160 令和2年12月8日 令和8年2月28日 令和2年12月8日
000028 2100179144 村田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 村田 年人 神北(伊健)第1-161 令和2年12月9日 令和8年2月28日 令和2年12月9日
000028 2100179154 サンバ　ブラジル 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 798711635 飲食店営業(4)その他 露店 フェルナンデス 綾子 神北(伊健)第1-162 令和2年12月10日 令和8年2月28日 令和2年12月10日
000028 2100179162 ＤＥＭＩ　ＤＥＬＩ　ＦＡＲＭ  （デミデリファーム） 666-0142 川西市清和台東３丁目１－８トナリエ清和台Ａ－１－１ 7442306 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社デミック関西 代表取締役 梶谷 正樹 652-0815 兵庫県神戸市兵庫区三川口町１丁目１番２５号 786529688 神北(伊健)第1-163 令和2年12月11日 令和9年2月28日 令和2年12月11日
000028 2100179180 おひつとお膳　錦屋 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１（イオン猪名川店　３階） 727651111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｊｉｎ 代表取締役 山越 悠登 600-8023 京都府京都市下京区河原町通松原上ル２丁目富永町３３８番地京阪四条河原町ビル９階 753430088 神北(伊健)第1-164 令和2年12月14日 令和10年2月29日 令和2年12月14日
000028 2100179186 おばるさんの鶏ばる 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 小畑 幸弘 神北(伊健)第1-165 令和2年12月15日 令和8年2月28日 令和2年12月15日
000028 2100179189 焼肉の和民　川西能勢口駅前店 666-0016 川西市中央町７－１８ラ・ラ・グランデ７階 7566080 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ワタミ株式会社 代表取締役 清水 邦晃 144-0043 東京都大田区羽田１丁目１番３号 357372714 神北(伊健)第1-166 令和2年12月15日 令和9年2月28日 令和2年12月15日
000028 2100179212 伊勢家 666-0131 川西市矢問３丁目２１－２ダイハツ工業㈱多田工場内 7931809 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福井 弥和 神北(伊健)第1-168 令和2年12月17日 令和9年2月28日 令和2年12月17日
000028 2100179229 スナックＳｅｉｋｏ 664-0851 伊丹市中央１丁目９－２２パールハイツ２Ｆ 7811237 飲食店営業(4)その他 一般 竹川 聖子 神北(伊健)第1-170 令和2年12月21日 令和9年2月28日 令和2年12月21日
000028 2100179241 ｃｈｉｅｎ  （シアン） 664-0851 伊丹市中央２丁目１－５ジャルダン伊丹３０１ 727647525 飲食店営業(4)その他 一般 仙水 佑希 神北(伊健)第1-169 令和2年12月21日 令和9年2月28日 令和2年12月21日
000028 2100179248 イオンリテール株式会社イオン猪名川店 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１ 7651111 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５番地１ 432126000 神北(伊健)第1-172 令和2年12月22日 令和10年2月29日 令和2年12月22日
000028 2100179253 茶寮　百灯瀬 666-0262 川辺郡猪名川町伏見台１丁目１－９２ 7653010 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社座右 代表取締役 松本 将志 670-0063 兵庫県姫路市下手野４丁目１３番５５号 792995050 神北(伊健)第15-9 令和2年12月22日 令和9年2月28日 令和2年12月22日
000028 2100179256 錦フーズ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 青沼 錦也 神北(伊健)第3-80 令和2年12月23日 令和8年2月28日 令和2年12月23日
000028 2100179300 ゆうちょ銀行　貯金事務センター　食堂 664-0837 伊丹市北河原１丁目２－１　２Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川端 慎太郎 神北(伊健)第1-175 令和2年12月25日 令和10年2月29日 令和2年12月25日
000028 2100179315 スギモト  （和泉４８０な４１３１） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 杉本 奈津 神北(伊健)第1-176 令和3年1月4日 令和8年2月28日 令和3年1月4日
000028 2100179367 セレーナ　伊丹稲野 664-0861 伊丹市稲野町２丁目７３ 7796541 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社カインド・ケア 取締役 平山 稔 553-0003 大阪府大阪市福島区福島４丁目３番２３－６１１号 666361100 神北(伊健)第1-177 令和3年1月8日 令和9年2月28日 令和3年1月8日
000028 2100179380 ぱんぴん堂　Ｌｉ－Ｆｕａ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 立花 明彦 神北(伊健)第3-81 令和3年1月13日 令和8年2月28日 令和3年1月13日
000028 2100179382 プレール１号車（なにわ１００せ４８） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 株式会社パン・ネットワーク 代表取締役 勝本 富夫 662-0077 兵庫県西宮市久出ケ谷町６－３１ 798744417 神北(伊健)第3-82 令和3年1月13日 令和8年2月28日 令和3年1月13日
000028 2100179397 幸珈琲　ＳＡＣＨＩｃｏｆｆｅｅ 664-0895 伊丹市宮ノ前１丁目３－７ 7735887 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石田 千紗 神北(伊健)第1-178 令和3年1月14日 令和9年2月28日 令和3年1月14日
000028 2100179402 ぎょうざの満洲　川西能勢口駅店 666-0033 川西市栄町２０－１ベルフローラかわにし内 7440405 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ぎょうざの満洲 代表取締役 池野谷 ひろみ 350-1101 埼玉県川越市的場新町２１番地１ 492739333 神北(伊健)第1-180 令和3年1月14日 令和9年2月28日 令和3年1月14日
000028 2100179409 炭焼　雄星 664-0851 伊丹市中央１丁目４－７ワタナベビル１０２号 7840787 飲食店営業(4)その他 一般 𠮷澤 雄亮 神北(伊健)第1-179 令和3年1月14日 令和9年2月28日 令和3年1月14日
000028 2100179410 炭焼　雄星 664-0851 伊丹市中央１丁目４－７ワタナベビル１０２号 7840787 食肉販売業 一般 𠮷澤 雄亮 神北(伊健)第20-49 令和3年1月14日 令和9年2月28日 令和3年1月14日
000028 2100179418 エース軒 664-0008 伊丹市荒牧南３丁目３－３ 7750141 飲食店営業(4)その他 一般 平田 敬二郎 神北(伊健)第1-181 令和3年1月15日 令和9年2月28日 令和3年1月15日
000028 2100179433 川西立呑 666-0033 川西市栄町２５－１アステ川西２Ｆ２０３ 飲食店営業(4)その他 一般 西出 良蔵 神北(伊健)第1-184 令和3年1月18日 令和9年2月28日 令和3年1月18日
000028 2100179435 夢見屋台　ゆめみや 666-0142 川西市清和台東１丁目３－８８ 飲食店営業(4)その他 一般 町井 栄美 神北(伊健)第1-183 令和3年1月18日 令和9年2月28日 令和3年1月18日
000028 2100179464 ＨＩＫＡＲＩ（ヒカリ） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 松下 光 神北(伊健)第3-83 令和3年1月20日 令和8年2月28日 令和3年1月20日
000028 2100179477 Ａｓｈ 664-0007 伊丹市北野４丁目２８－３ハイツルーエ１０１号 7786767 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 品山 信一 神北(伊健)第1-186 令和3年1月20日 令和9年2月28日 令和3年1月20日
000028 2100179489 ゴールド 666-0112 川西市大和西１丁目４－３ 7941714 飲食店営業(4)その他 一般 三浦 加代子 神北(伊健)第1-187 令和3年1月21日 令和9年2月28日 令和3年1月21日
000028 2100179490 炭火焼肉　炭小屋 666-0104 川西市笹部１丁目３－１４ 7950770 食肉販売業 一般 岡﨑 大輔 神北(伊健)第20-51 令和3年1月21日 令和9年2月28日 令和3年1月21日
000028 2100179500 鳴門鯛焼本舗　阪急伊丹駅前店 664-0851 伊丹市中央１丁目５－１９ピュア伊丹１階 7788888 飲食店営業(4)その他 一般 ドリームアドバンス株式会社 代表取締役 門田 幸誠 577-0825 大阪府東大阪市大蓮南４丁目２３番２３号 667302600 神北(伊健)第1-185 令和3年1月19日 令和9年2月28日 令和3年1月19日
000028 2100179501 炭焼ステーキ　肉ごころ 666-0104 川西市笹部１丁目３－１４ 7952955 食肉販売業 一般 岡﨑 大輔 神北(伊健)第20-52 令和3年1月21日 令和9年2月28日 令和3年1月21日
000028 2100179506 咲たこ　２号車（京都４８０は４３７７） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 咲田 隆延 神北(伊健)第1-188 令和3年1月21日 令和8年2月28日 令和3年1月21日
000028 2100179514 奈月鼓 664-0875 伊丹市野間北６丁目７－７ 飲食店営業(4)その他 一般 宮内 ナツ子 神北(伊健)第1-190 令和3年1月25日 令和9年2月28日 令和3年1月25日
000028 2100179525 力亭 664-0858 伊丹市西台２丁目４－１３ 白馬ＢＬＤ１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 山根 力 神北(伊健)第1-189 令和3年1月25日 令和9年2月28日 令和3年1月25日
000028 2100179553 オアシス千歳　特別養護老人ホーム 664-0851 伊丹市中央４丁目５－６ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社テスティパル 代表取締役 藤井 俊成 541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町４丁目３番５号 665356161 神北(伊健)第1-193 令和3年1月27日 令和9年2月28日 令和3年1月27日
000028 2100179554 肉料理屋　虎次郎 664-0898 伊丹市千僧３丁目１４０ヴィラメープル１０２号 7822540 食肉販売業 一般 森田 国博 神北(伊健)第20-55 令和3年1月27日 令和9年2月28日 令和3年1月27日
000028 2100179556 Ｒｉｉ 664-0007 伊丹市北野５丁目３３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 酒井 砂織 神北(伊健)第1-194 令和3年1月27日 令和9年2月28日 令和3年1月27日
000028 2100179558 たこ焼まる福 664-0842 伊丹市森本６丁目１６１ 飲食店営業(4)その他 一般 武藤 さだ子 神北(伊健)第1-192 令和3年1月27日 令和9年2月28日 令和3年1月27日
000028 2100179578 ｃｏｏｐｙ  （堺８００さ４３１９） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社ｃｏｏｐｙ 代表取締役 太田 直樹 591-8046 大阪府堺市北区東三国ケ丘町１丁１番１－９１２号 神北(伊健)第1-195 令和3年1月29日 令和8年2月28日 令和3年1月29日
000028 2100179588 加久恋慕 664-0851 伊丹市中央１丁目９－１３遊楽館４Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 武田 美加 神北(伊健)第1-196 令和3年2月1日 令和9年2月28日 令和3年2月1日
000028 2100179589 ラウンジ　カルネ 666-0021 川西市栄根２丁目１－１０パークプラザ２Ｆ 7595033 飲食店営業(4)その他 一般 𠮷田 晃子 神北(伊健)第1-197 令和3年2月1日 令和9年2月28日 令和3年2月1日
000028 2100179603 牛とん 664-0873 伊丹市野間８丁目２－６０－１０２ 食肉販売業 一般 株式会社ダイテン 代表取締役 中内 幹和 664-0028 兵庫県伊丹市西野５丁目２８９番地３ 7142219 神北(伊健)第20-57 令和3年2月1日 令和9年2月28日 令和3年2月1日
000028 2100179611 キッチンカーコーポレーション　パンダ  （なにわ４８０と１０５７） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 株式会社キッチンカーコーポレーション 代表取締役 寳川 康 536-0001 大阪府大阪市城東区古市２丁目８番１７号 669499113 神北(伊健)第3-88 令和3年2月1日 令和8年2月28日 令和3年2月1日
000028 2100179612 キッチンカーコーポレーション　パンダ  （なにわ４８０と１０５７） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社キッチンカーコーポレーション 代表取締役 寳川 康 536-0001 大阪府大阪市城東区古市２丁目８番１７号 669499113 神北(伊健)第1-198 令和3年2月1日 令和8年2月28日 令和3年2月1日
000028 2100179616 お食事処　樹 664-0881 伊丹市昆陽３丁目２４８ 7841357 飲食店営業(4)その他 一般 高橋 伸吾 神北(伊健)第1-199 令和3年2月2日 令和9年2月28日 令和3年2月2日
000028 2100179620 松谷化学工業株式会社 664-0831 伊丹市北伊丹５丁目３番地 7712001 添加物製造業 一般 松谷化学工業株式会社 代表取締役 阪本 紗代 664-0831 兵庫県伊丹市北伊丹５丁目３番地 7712001 神北(伊健)第8-4 令和3年1月25日 令和9年2月28日 令和3年1月25日
000028 2100179628 焼肉ビーフ飯店 664-0002 伊丹市荻野８丁目４８ 7827768 飲食店営業(4)その他 一般 徳井 福未 神北(伊健)第1-200 令和3年2月3日 令和9年2月28日 令和3年2月3日
000028 2100179629 イオン伊丹昆陽店  不二家 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１ 7736900 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５－１ 432116110 神北(伊健)第16-13 令和3年2月3日 令和8年2月28日 令和3年2月3日
000028 2100179634 たんでん 664-0858 伊丹市西台２丁目５－１３ 7795668 飲食店営業(4)その他 一般 片岡 太朗 神北(伊健)第1-202 令和3年2月4日 令和9年2月28日 令和3年2月4日
000028 2100179635 たんでん 664-0858 伊丹市西台２丁目５－１３ 7795668 食肉販売業 一般 片岡 太朗 神北(伊健)第20-59 令和3年2月4日 令和9年2月28日 令和3年2月4日
000028 2100179637 伊丹西台ＡＯＩ 664-0858 伊丹市西台３丁目５－１３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 医療法人社団星晶会 理事長 松本 昭英 664-0897 兵庫県伊丹市桜ケ丘１丁目３番２３号 7753006 神北(伊健)第1-201 令和3年2月3日 令和9年2月28日 令和3年2月3日
000028 2100179640 フードネットマート山下店 666-0105 川西市見野２丁目２４－１１ 7951552 飲食店営業(4)その他 一般 フードネットリテール株式会社 代表取締役 酒井 修司 564-0082 大阪府吹田市片山町３丁目３２番３号 661701740 神北(伊健)第1-203 令和3年2月4日 令和9年2月28日 令和3年2月4日
000028 2100179658 ＵＬＴＩＭＡＴＥ　ＣＲＥＰＥＳ  （奈良８３０そ９０２） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 阪本 洋子 神北(伊健)第3-91 令和3年2月5日 令和8年2月28日 令和3年2月5日
000028 2100179668 petit cafe bar Triangle  (プチカフェバー　トライアングル) 664-0027 伊丹市池尻２丁目５０－２ 飲食店営業(4)その他 一般 神北(伊健)第1-204 令和3年2月8日 令和9年2月28日 令和3年2月8日
000028 2100179669 肉のスター 664-0012 伊丹市緑ケ丘５丁目６７－１ 7646558 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＹＡＭＡＴＯ 代表取締役 大和 隆史 664-0014 兵庫県伊丹市広畑２丁目２９番地１ 7793932 神北(伊健)第1-205 令和3年2月8日 令和9年2月28日 令和3年2月8日
000028 2100179678 サカタレッスンルーム　カラオケ喫茶サカタ 664-0858 伊丹市西台３丁目３－１ 7700019 飲食店営業(4)その他 一般 阪田 弘子 神北(伊健)第1-206 令和3年2月9日 令和9年2月28日 令和3年2月9日
000028 2100179703 エイジフリーハウス伊丹春日丘 664-0893 伊丹市春日丘３丁目５９番地 7835552 飲食店営業(4)その他 一般 パナソニックエイジフリー株式会社 代表取締役 坂口 哲也 571-0050 大阪府門真市大字門真１０４８ 669062224 神北(伊健)第1-207 令和3年2月10日 令和9年2月28日 令和3年2月10日
000028 2100179709 葵 666-0121 川西市平野２丁目１２－１０ 飲食店営業(4)その他 一般 小花 孝子 神北(伊健)第1-208 令和3年2月10日 令和9年2月28日 令和3年2月10日
000028 2100179710 ｋｙｏｔｏケバブ屋ＭＯＴＯ－３  （京都１３０さ４６７３） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 中村 元彦 神北(伊健)第1-209 令和3年2月12日 令和8年2月28日 令和3年2月12日
000028 2100179737 Ｒｅ：Ｆｒｅｓｈ 664-0851 伊丹市中央１丁目１５－１８伊丹中央プラザビル２Ｂ 飲食店営業(4)その他 一般 青口 貴美 神北(伊健)第1-210 令和3年2月16日 令和9年2月28日 令和3年2月16日
000028 2100179739 カラオケＢＡＲ～ＴＥＮＳＥＩ～ 664-0851 伊丹市中央１丁目９－１３ 727689990 飲食店営業(4)その他 一般 竹内 光 神北(伊健)第1-211 令和3年2月16日 令和9年2月28日 令和3年2月16日
000028 2100179752 魚べい　伊丹昆陽店 664-0886 伊丹市昆陽東５丁目２－７７ 7441631 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 元気寿司株式会社 代表取締役 藤尾 益雄 320-0811 栃木県宇都宮市大通り２丁目１番５号 286325711 神北(伊健)第1-212 令和3年2月16日 令和9年2月28日 令和3年2月16日
000028 2100179753 居酒屋　満天 666-0002 川西市滝山町６－１　１Ｆ 7864594 菓子製造業 一般 阪上 昇吾 神北(伊健)第3-95 令和3年2月17日 令和9年2月28日 令和3年2月17日
000028 2100179785 インド料理専門店クシュクシュ  （和歌山１００す４４２８） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 加佐 直子 神北(伊健)第1-214 令和3年2月18日 令和8年2月28日 令和3年2月18日
000028 2100179786 ふぁみぐりあ 666-0261 川辺郡猪名川町松尾台１丁目２－１ 7666350 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 尾﨑 清隆 神北(伊健)第15-11 令和3年2月19日 令和9年2月28日 令和3年2月19日
000028 2100179794 ＮｅｎａＮｅｎａ  （大阪４８０の９４６８） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 小川 康明 神北(伊健)第1-216 令和3年2月19日 令和8年2月28日 令和3年2月19日
000028 2100179795 カラオケホール　ワルツ 666-0006 川西市萩原台西３丁目１－２ 7582820 飲食店営業(4)その他 一般 石山 博康 神北(伊健)第1-218 令和3年2月19日 令和9年2月28日 令和3年2月19日
000028 2100179796 ライオンキッチン  （和泉８００す８５４８） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 石本 要 神北(伊健)第1-217 令和3年2月19日 令和8年2月28日 令和3年2月19日
000028 2100179803 カラオケステージひろ 664-0851 伊丹市中央４丁目４－１ 7778845 飲食店営業(4)その他 一般 番 惠子 神北(伊健)第1-219 令和3年2月22日 令和9年2月28日 令和3年2月22日
000028 2100179821 焼肉あきすえ（滋賀１００せ８６５） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 秋末 俊美 神北(伊健)第1-221 令和3年2月22日 令和8年2月28日 令和3年2月22日
000028 2100179822 蛸ぼーず（京都８３０つ７０７） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 松野 茂久 神北(伊健)第1-222 令和3年2月22日 令和8年2月28日 令和3年2月22日
000028 2100179836 西野７丁目のたこやき 664-0028 伊丹市西野７丁目５６ 飲食店営業(4)その他 一般 鰐渕 祐子 神北(伊健)第1-224 令和3年2月24日 令和9年2月28日 令和3年2月24日
000028 2100179847 ほりい商店（京都１００そ８５３） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 堀井 英貴 神北(伊健)第1-225 令和3年2月24日 令和8年2月28日 令和3年2月24日
000028 2100179859 株式会社Saveurs de linstant 666-0236 川辺郡猪名川町北田原字カイジリ２４１－１ 7028812 菓子製造業 一般 株式会社Saveurs de l'instant 代表取締役 徳永 崇 666-0236 兵庫県川辺郡猪名川町北田原字カイジリ２４１－１ 7028812 神北(伊健)第3-96 令和3年2月24日 令和9年2月28日 令和3年2月24日
000028 2100179860 株式会社Saveurs de linstant 666-0236 川辺郡猪名川町北田原字カイジリ２４１－１ 7028812 そうざい製造業 一般 株式会社Saveurs de l'instant 代表取締役 徳永 崇 666-0236 兵庫県川辺郡猪名川町北田原字カイジリ２４１－１ 7028812 神北(伊健)第7-11 令和3年2月24日 令和9年2月28日 令和3年2月24日
000028 2100179875 一般社団法人鳴尾ゴルフ倶楽部 666-0155 川西市西畦野字金ケ谷１－４ 7941011 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 一般社団法人鳴尾ゴルフ倶楽部 代表理事 筏 純一 666-0155 兵庫県川西市西畦野字金ケ谷１番地の４ 7941011 神北(伊健)第16-14 令和3年2月25日 令和8年2月28日 令和3年2月25日
000028 2100179877 ＮｅｎａＮｅｎａ（ネーナネーナ） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 小川 康明 神北(伊健)第1-226 令和3年2月26日 令和8年2月28日 令和3年2月26日
000028 2100179932 スパイスカレー　ミルズ　川西店 666-0033 川西市栄町２５－１　アステ川西Ｂ１Ｆ 7671180 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 久木田 郁哉 神北(伊健)第15-12 令和3年3月2日 令和9年5月31日 令和3年3月2日
000028 2100179933 ソウル食品 666-0012 川西市絹延町３－２６スカイハイツ河谷１０３ 7578788 飲食店営業(4)その他 一般 神北(伊健)第1-228 令和3年3月2日 令和9年5月31日 令和3年3月2日
000028 2100179947 Ｙｕｍｍｙチキン  （神戸１００た９２５８） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 フクユ管理サービス株式会社 代表取締役 松下 研止 664-0027 兵庫県伊丹市池尻７丁目１８４番地 7755145 神北(伊健)第1-231 令和3年3月3日 令和8年5月31日 令和3年3月3日
000028 2100179949 ライフデリ川西・伊丹店 666-0114 川西市東畦野山手１丁目２３－３３ 7950090 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社Ｌａｍｂｏ 代表取締役 星川 順子 666-0121 兵庫県川西市平野２丁目８番２４号 727950090 神北(伊健)第1-230 令和3年3月2日 令和9年5月31日 令和3年3月2日
000028 2100179953 セブンシーズ 664-0861 伊丹市稲野町６丁目７２－１ 飲食店営業(4)その他 一般 山西 剛 神北(伊健)第1-232 令和3年3月4日 令和9年5月31日 令和3年3月4日
000028 2100179968 ファミリーマート川西でざいけ店 666-0011 川西市出在家町１番２号 7578881 飲食店営業(4)その他 一般 伊達 秀行 神北(伊健)第1-233 令和3年3月4日 令和9年5月31日 令和3年3月4日
000028 2100179979 来来亭　伊丹南店 664-0864 伊丹市安堂寺町３丁目１－２ 7851323 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社創樹 代表取締役 福岡 覚 564-0002 大阪府吹田市岸部中４丁目６番９号 663388007 神北(伊健)第1-229 令和3年3月2日 令和9年5月31日 令和3年3月2日
000028 2100180027 Ｓｎａｃｋ　Ｉｎｆｉｎｉｔｙ  （スナック　インフィニティ） 664-0851 伊丹市中央１丁目９番１３号７Ｆ－Ｄ号室 7645890 飲食店営業(4)その他 一般 仙賀 裕一 神北(伊健)第1-235 令和3年3月9日 令和9年5月31日 令和3年3月9日
000028 2100180042 陸上自衛隊伊丹駐屯地 664-0012 伊丹市緑ケ丘７丁目１－１ 7820001 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ビートレーディング 代表取締役 佐々木 英世 105-0012 東京都港区芝大門１丁目２番１８号 364501604 神北(伊健)第1-236 令和3年3月10日 令和10年5月31日 令和3年3月10日
000028 2100180072 鉱物＆カフェ　Ｍｉｎｅｒａｌ　Ｍｕｒｕ 664-0861 伊丹市稲野町１丁目８５－１ＴＭプラザ１０１ 飲食店営業(4)その他 一般 村田 陽子 神北(伊健)第1-237 令和3年3月12日 令和9年5月31日 令和3年3月12日
000028 2100180078 Ａｔｅｌｉｅｒ　ｑｕａｔｒｅ　ｔｏｎｏｅ 664-0846 伊丹市伊丹１丁目３－１９ 菓子製造業 一般 石 在原 神北(伊健)第3-99 令和3年3月12日 令和9年5月31日 令和3年3月12日
000028 2100180091 ＤＥＥＺ　Ｃａｆｅ（神戸８００ち２０１０） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 大文字 賢浩 神北(伊健)第1-238 令和3年3月16日 令和8年5月31日 令和3年3月16日
000028 2100180100 土倉商店（大阪４８０ほ１９４８） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 土倉 大 神北(伊健)第1-239 令和3年3月16日 令和8年5月31日 令和3年3月16日
000028 2100180109 真味  （宮崎８３０せ２９０１） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 福井 弘美 神北(伊健)第1-240 令和3年3月17日 令和8年5月31日 令和3年3月17日
000028 2100180128 株式会社牛真桜 666-0138 川西市西多田２丁目１９－２５スーパーもりお内 食肉処理業 一般 株式会社牛真桜 代表取締役 屋原 正広 574-0015 大阪府大東市野崎１丁目１５番３１２号 神北(伊健)第19-6 令和3年3月18日 令和9年5月31日 令和3年3月18日
000028 2100180129 株式会社牛真桜 666-0138 川西市西多田２丁目１９－２５スーパーもりお内 食肉販売業 一般 株式会社牛真桜 代表取締役 屋原 正広 574-0015 大阪府大東市野崎１丁目１５番３１２号 神北(伊健)第20-63 令和3年3月18日 令和9年5月31日 令和3年3月18日
000028 2100180143 サガミ川西加茂店 666-0025 川西市加茂３丁目１５－４ 7647381 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 サガミレストランツ株式会社 代表取締役 鷲津 年春 463-0022 愛知県名古屋市守山区八剣２丁目１１８番地 527376000 神北(伊健)第1-241 令和3年3月18日 令和9年5月31日 令和3年3月18日
000028 2100180169 せいふう若葉 666-0243 川辺郡猪名川町柏梨田字イハノ谷２５０番地 7667410 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内２丁目７番３号 332873611 神北(伊健)第1-242 令和3年3月19日 令和10年5月31日 令和3年3月19日
000028 2100180186 ４２８ＫＩＴＣＨＥＮ（和泉４００と４８８７） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 道本 ゆかり 神北(伊健)第1-243 令和3年3月23日 令和8年5月31日 令和3年3月23日
000028 2100180202 松谷化学工業株式会社東側工場 664-0831 伊丹市北伊丹５丁目３番地 7712001 添加物製造業 一般 松谷化学工業株式会社 代表取締役 阪本 紗代 664-0831 兵庫県伊丹市北伊丹５丁目３番地 7712001 神北(伊健)第8-5 令和3年3月24日 令和9年5月31日 令和3年3月24日
000028 2100180207 ｃａｆｅ　ｍｕｋｕ 666-0142 川西市清和台東３丁目１－８　トナリエ２Ｆ 7990100 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社クーバルＣ３ 代表取締役 井上 善博 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島７丁目１番２６号オリエンタル新大阪ビル１４０２号 663070400 神北(伊健)第1-245 令和3年3月24日 令和9年5月31日 令和3年3月24日
000028 2100180208 ｃａｆｅ　ｍｕｋｕ 666-0142 川西市清和台東３丁目１－８　トナリエ２Ｆ 7990100 菓子製造業 一般 株式会社クーバルＣ３ 代表取締役 井上 善博 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島７丁目１番２６号オリエンタル新大阪ビル１４０２号 663070400 神北(伊健)第3-100 令和3年3月24日 令和9年5月31日 令和3年3月24日
000028 2100180212 魚べい　キセラ川西店 666-0011 川西市出在家町１３－３６ 7676331 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 元気寿司株式会社 代表取締役 藤尾 益雄 320-0811 栃木県宇都宮市大通り２丁目１番５号 286325711 神北(伊健)第1-246 令和3年3月24日 令和9年5月31日 令和3年3月24日
000028 2100180243 カリカリ博士 666-0124 川西市多田桜木１丁目４－１イオンタウン川西１Ｆ 7677731 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社イートバンク 代表取締役 武田 浩成 520-2153 滋賀県大津市一里山５丁目３５番９号 775433941 神北(伊健)第1-248 令和3年3月25日 令和9年5月31日 令和3年3月25日
000028 2100180244 カリカリ博士 666-0124 川西市多田桜木１丁目４－１イオンタウン川西１Ｆ 7677731 菓子製造業 一般 株式会社イートバンク 代表取締役 武田 浩成 520-2153 滋賀県大津市一里山５丁目３５番９号 775433941 神北(伊健)第3-101 令和3年3月25日 令和9年5月31日 令和3年3月25日
000028 2100180245 牛真桜 666-0105 川西市見野２丁目２４－１１フードネットマート山下店内 食肉販売業 一般 株式会社牛真桜 代表取締役 屋原 正広 574-0015 大阪府大東市野崎１丁目１５番３１２号 神北(伊健)第20-66 令和3年3月25日 令和9年5月31日 令和3年3月25日
000028 2100180248 ステップかとう 666-0125 川西市新田２丁目１－１２ 7930012 飲食店営業(4)その他 一般 加藤 万豊 神北(伊健)第1-247 令和3年3月25日 令和9年5月31日 令和3年3月25日



000028 2100180250 ステップかとう 666-0125 川西市新田２丁目１－１２ 7930012 魚介類販売業 一般 加藤 万豊 神北(伊健)第22-45 令和3年3月25日 令和9年5月31日 令和3年3月25日
000028 2100180257 浜ちゃん 664-0012 伊丹市緑ケ丘７丁目１－１自衛隊総監部厚生センター内 7820001 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ノイモント 代表取締役 黒田 まりこ 664-0898 兵庫県伊丹市千僧５丁目５０番地１ 神北(伊健)第1-250 令和3年3月26日 令和9年5月31日 令和3年3月26日
000028 2100180258 蝙蝠家（こうもりや） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社大阪洛翠 園田 祐介 563-0035 大阪府池田市豊島南２丁目２４４－２ 神北(伊健)第1-249 令和3年3月26日 令和8年5月31日 令和3年3月26日
000028 2100180259 蝙蝠家（こうもりや） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 株式会社大阪洛翠 園田 祐介 563-0035 大阪府池田市豊島南２丁目２４４－２ 神北(伊健)第3-102 令和3年3月26日 令和8年5月31日 令和3年3月26日
000028 2100180305 Ｄｉｎｉｇ　ｃａｆｅ　ＴＩＭ 664-0853 伊丹市平松２丁目４－２７ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佐藤 由美 神北(伊健)第1-251 令和3年3月30日 令和9年5月31日 令和3年3月30日
000028 2100180306 つるたこ 664-0007 伊丹市北野２丁目３０－３ 飲食店営業(4)その他 一般 津嶋 夏己 神北(伊健)第1-252 令和3年3月30日 令和9年5月31日 令和3年3月30日
000028 2100180320 ＰＩＺＺＡ　ＰＯＲＴ 666-0033 川西市栄町１－１ 7573140 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社ＰＩＺＺＡ ＰＯＲＴ 代表取締役 太田 裕樹 666-0033 兵庫県川西市栄町１番１号 神北(伊健)第15-13 令和3年3月30日 令和9年5月31日 令和3年3月30日
000028 2100180348 歌 664-0026 伊丹市寺本３丁目１７０プロシード２Ｆ 7704607 飲食店営業(4)その他 一般 那須 千代 神北(伊健)第1-1 令和3年4月5日 令和9年5月31日 令和3年4月5日
000028 2100180349 フレンチアップルパイ専門店  ｅｃｏｎｏｍｅ（エコノム） 664-0027 伊丹市池尻１丁目１２ 菓子製造業 一般 ｅｃｏｎｏｍｅ合同会社 代表社員 永井 抄一郎 661-0047 兵庫県尼崎市西昆陽１丁目２０番２０号 664397109 神北(伊健)第6-1 令和3年4月5日 令和9年5月31日 令和3年4月5日
000028 2100180368 畦野　ドンパン 666-0117 川西市東畦野２丁目２－１２ 飲食店営業(4)その他 一般 浜名 久美子 神北(伊健)第1-4 令和3年4月5日 令和9年5月31日 令和3年4月5日
000028 2100180369 木下商店 664-0888 伊丹市昆陽南３丁目１４－３３ 飲食店営業(4)その他 一般 木下 友里 神北(伊健)第1-5 令和3年4月6日 令和9年5月31日 令和3年4月6日
000028 2100180370 Ｋｉｓｅｉ 666-0016 川西市中央町１５－６セントラルハイツ６号室 菓子製造業 一般 吉本 昌広 神北(伊健)第6-2 令和3年4月5日 令和9年5月31日 令和3年4月5日
000028 2100180375 お好み焼　おかん 664-0875 伊丹市野間北４丁目４－２３ 7817188 飲食店営業(4)その他 一般 藤井 奈緒美 神北(伊健)第1-6 令和3年4月6日 令和9年5月31日 令和3年4月6日
000028 2100180382 株式会社Saveurs de linstant 666-0236 川辺郡猪名川町北田原字カイジリ２４１－１ 7028812 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社Saveurs de l'instant 代表取締役 徳永 崇 666-0236 兵庫県川辺郡猪名川町北田原字カイジリ２４１－１ 7028812 神北(伊健)第85-1 令和3年4月6日 令和9年5月31日 令和3年4月6日
000028 2100180384 Ｓｎａｃｋ　Ｈ　川西店 666-0021 川西市栄根２丁目１－１０３Ｆ　Ｄ号室 7645876 飲食店営業(4)その他 一般 岸田 英章 神北(伊健)第1-8 令和3年4月7日 令和9年5月31日 令和3年4月7日
000028 2100180386 魁力屋　イオンモール伊丹店 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１３Ｆフードコート 7443767 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社魁力屋 代表取締役 藤田 宗 604-8152 京都府京都市中京区烏丸通錦小路上る手洗水町６７０番地 752113338 神北(伊健)第1-3 令和3年4月5日 令和9年5月31日 令和3年4月5日
000028 2100180387 伊丹ケアハートガーデン 664-0029 伊丹市中野北４丁目１－２１ 7716700 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ニチダン 代表取締役 小笠原 力一 545-0021 大阪府大阪市阿倍野区阪南町５丁目３－５ 666233221 神北(伊健)第1-2 令和3年4月5日 令和10年5月31日 令和3年4月5日
000028 2100180391 なないろ食堂 666-0101 川西市黒川字長谷１１０－９ 飲食店営業(4)その他 一般 合同会社なないろじかん 代表社員 二岡 美樹子 666-0142 兵庫県川西市清和台東４丁目４－１６２ 7443538 神北(伊健)第1-7 令和3年4月6日 令和9年5月31日 令和3年4月6日
000028 2100180392 なないろ食堂 666-0101 川西市黒川字長谷１１０－９ 菓子製造業 一般 合同会社なないろじかん 代表社員 二岡 美樹子 666-0142 兵庫県川西市清和台東４丁目４－１６２ 7443538 神北(伊健)第6-3 令和3年4月6日 令和9年5月31日 令和3年4月6日
000028 2100180393 なないろ食堂 666-0101 川西市黒川字長谷１１０－９ そうざい製造業 一般 合同会社なないろじかん 代表社員 二岡 美樹子 666-0142 兵庫県川西市清和台東４丁目４－１６２ 7443538 神北(伊健)第20-1 令和3年4月6日 令和9年5月31日 令和3年4月6日
000028 2100180394 なないろ食堂 666-0101 川西市黒川字長谷１１０－９ 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 合同会社なないろじかん 代表社員 二岡 美樹子 666-0142 兵庫県川西市清和台東４丁目４－１６２ 7443538 神北(伊健)第85-2 令和3年4月6日 令和9年5月31日 令和3年4月6日
000028 2100180395 文 664-0851 伊丹市中央１丁目８－１７大楽ビル２階２０３ 7841128 飲食店営業(4)その他 一般 大江　文子 神北(伊健)第1-10 令和3年4月7日 令和9年5月31日 令和3年4月7日
000028 2100180434 Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｂｉｃｈｅ 666-0117 川西市東畦野１丁目９－７畦野ビル３０２ 菓子製造業 一般 畑田 真弓 神北(伊健)第6-5 令和3年4月12日 令和9年5月31日 令和3年4月12日
000028 2100180442 伏見屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 吉田 成人 神北(伊健)第1-11 令和3年4月12日 令和8年5月31日 令和3年4月12日
000028 2100180458 Ｄｏｉ（奈良８３０せ８７３９） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 土井 八千代 神北(伊健)第6-6 令和3年4月12日 令和8年5月31日 令和3年4月12日
000028 2100180481 讃岐うどん　むらさき  イオンタウン川西店 666-0124 川西市多田桜木１丁目４－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岸本株式会社 代表取締役 岸本 伸造 705-0001 岡山県備前市伊部２３７５番地 869642859 神北(伊健)第1-12 令和3年4月14日 令和10年5月31日 令和3年4月14日
000028 2100180521 居酒屋　魚景 664-0881 伊丹市昆陽３丁目２４８ 7834426 飲食店営業(4)その他 一般 景山 爾 神北(伊健)第1-15 令和3年4月19日 令和9年5月31日 令和3年4月19日
000028 2100180527 もんじゃ焼き・鉄板焼き　エムズ 664-0026 伊丹市寺本１丁目１５３番１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 衣川 美鈴 神北(伊健)第1-14 令和3年4月19日 令和9年5月31日 令和3年4月19日
000028 2100180533 ライク　カフェ 666-0017 川西市火打１丁目１９－１キコーナキセラ川西内 飲食店営業(4)その他 一般 𠮷本 幸三 神北(伊健)第1-16 令和3年4月19日 令和9年5月31日 令和3年4月19日
000028 2100180537 Ｋ－ＨＯＵＳＥ（京都１００そ１６３２） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 加納 健次 神北(伊健)第1-17 令和3年4月20日 令和8年5月31日 令和3年4月20日
000028 2100180562 ＺＡＭＭＥＲ 664-0851 伊丹市中央２丁目１－１伊丹中央ビル４０１ 飲食店営業(4)その他 一般 松野 文亮 神北(伊健)第1-20 令和3年4月21日 令和9年5月31日 令和3年4月21日
000028 2100180571 株式会社グルメ杵屋　キッチンカー３号  （なにわ８００ろ４５３） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社グルメ杵屋 代表取締役 椋本 充士 559-8561 大阪府大阪市住之江区北加賀屋３丁目４番７号 666831222 神北(伊健)第1-19 令和3年4月21日 令和8年5月31日 令和3年4月21日
000028 2100180582 ＦＵＪＩＹＡ　ＣＯＮＦＥＣＴＩＯＮＥＲＹ  日生中央サピエ店 666-0261 川辺郡猪名川町松尾台１丁目２－１日生中央サピエ内 7663118 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社不二家 代表取締役 河村 宣行 112-0012 東京都文京区大塚２丁目１５番６号 359788100 神北(伊健)第7-1 令和3年4月20日 令和8年5月31日 令和3年4月20日
000028 2100180601 Ｐ－ＣＨＡＮ　ＫｉＲＡＲＡ 664-0881 伊丹市昆陽７丁目１ハイツいちう１Ｆ 7645270 飲食店営業(4)その他 一般 岡田 道子 神北(伊健)第1-21 令和3年4月23日 令和9年5月31日 令和3年4月23日
000028 2100180624 鶏笑塚口店 664-0872 伊丹市車塚３丁目２６－２松栄ハイツ１０３号室 7845553 飲食店営業(4)その他 一般 Ｂｏｋｕ　ｗａ　Ｍｅｎ　Ｄｅｓｕ株式会社 代表取締役 呉 頴敏 544-0013 大阪府大阪市生野区巽中３丁目１１番４号 667662363 神北(伊健)第1-22 令和3年4月26日 令和9年5月31日 令和3年4月26日
000028 2100180627 まごころ弁当川西店 666-0025 川西市加茂３丁目１１－１６ 7441583 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社ヘルスエール 代表取締役 梅井 伸一郎 666-0024 兵庫県川西市久代４丁目５－３４ 7418854 神北(伊健)第1-23 令和3年4月26日 令和9年5月31日 令和3年4月26日
000028 2100180639 おやじ食堂（テイクアウト） 664-0026 伊丹市寺本３丁目２ 7756350 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 筒井 永祐 神北(伊健)第1-25 令和3年4月26日 令和9年5月31日 令和3年4月26日
000028 2100180670 スナック　Ｐｒｅｃｉｏｕｓ　（プレシャス） 664-0851 伊丹市中央１丁目２－６グランドハイツコーワ　Ｂ１ 7856245 飲食店営業(4)その他 一般 亀島 信濃 神北(伊健)第1-27 令和3年4月27日 令和9年5月31日 令和3年4月27日
000028 2100180691 ＤＥＭＩ　ＤＥＬＩ　ＦＡＲＭ  （デミデリファーム） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社デミック関西 代表取締役 梶谷 正樹 652-0815 兵庫県神戸市兵庫区三川口町１丁目１番２５号 786529688 神北(伊健)第1-24 令和3年4月26日 令和8年5月31日 令和3年4月26日
000028 2100180693 博多からあげ響 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社ユーピー 代表取締役 坂井 陽子 666-0123 兵庫県川西市鼓が滝１丁目２５番１０－２０３ 神北(伊健)第1-26 令和3年4月27日 令和8年5月31日 令和3年4月27日
000028 2100180698 惣菜漁品（そうざいりょうひん） 664-0875 伊丹市野間北２丁目１０－２１ 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 高木 章行 神北(伊健)第1-28 令和3年4月27日 令和9年5月31日 令和3年4月27日
000028 2100180699 惣菜漁品（そうざいりょうひん） 664-0875 伊丹市野間北２丁目１０－２１ そうざい製造業 一般 高木 章行 神北(伊健)第20-3 令和3年4月27日 令和9年5月31日 令和3年4月27日
000028 2100180700 惣菜漁品（そうざいりょうひん） 664-0875 伊丹市野間北２丁目１０－２１ 魚介類販売業 一般 高木 章行 神北(伊健)第4-2 令和3年4月27日 令和9年5月31日 令和3年4月27日
000028 2100180701 天外 666-0033 川西市栄町１０－５パルティ川西棟１１６号 7575088 飲食店営業(4)その他 一般 永 健助 神北(伊健)第1-30 令和3年4月28日 令和9年5月31日 令和3年4月28日
000028 2100180707 昭平 664-0004 伊丹市東野３丁目３５－４－１０２ 飲食店営業(4)その他 一般 小椋 平 神北(伊健)第1-29 令和3年4月28日 令和9年5月31日 令和3年4月28日
000028 2100180708 昭平 664-0004 伊丹市東野３丁目３５－４－１０２ アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 小椋 平 神北(伊健)第7-2 令和3年4月28日 令和8年5月31日 令和3年4月28日
000028 2100180709 昭平 664-0004 伊丹市東野３丁目３５－４－１０２ そうざい製造業 一般 小椋 平 神北(伊健)第20-4 令和3年4月28日 令和9年5月31日 令和3年4月28日
000028 2100180752 かがやき 666-0015 川西市小花２丁目１－９ 7585685 飲食店営業(4)その他 一般 小佐々 浩 神北(伊健)第1-32 令和3年5月6日 令和9年5月31日 令和3年5月6日
000028 2100180774 業務スーパーＴＡＫＥＮＯＫＯ　川西下加茂店 666-0022 川西市下加茂１丁目２１－１１ 7575515 菓子製造業 一般 株式会社Ｕ＆Ｓ 代表取締役 梅原 一嘉 564-0027 大阪府吹田市朝日町１４－１９ 663828001 神北(伊健)第6-15 令和3年5月6日 令和9年5月31日 令和3年5月6日
000028 2100180778 Ｍａｃｉｏ　Ｌａｂｏ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 藤田 陽介 神北(伊健)第6-16 令和3年5月10日 令和8年5月31日 令和3年5月10日
000028 2100180779 きた松 664-0881 伊丹市昆陽４丁目４－２ダイヤ伊丹昆陽１７１ビル１０３ 7712983 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 小芝 良太 神北(伊健)第1-33 令和3年5月7日 令和9年5月31日 令和3年5月7日
000028 2100180781 ＴＡＳＴＥ　ＯＦ　ＩＮＤＩＡ　Ｆｅｗ 666-0121 川西市平野３丁目３－２４ルームス１Ｆ 7932772 飲食店営業(4)その他 一般 小川 聡太 神北(伊健)第1-35 令和3年5月7日 令和9年5月31日 令和3年5月7日
000028 2100180782 ＴＡＳＴＥ　ＯＦ　ＩＮＤＩＡ　Ｆｅｗ 666-0121 川西市平野３丁目３－２４ルームス１Ｆ 7932772 そうざい製造業 一般 小川 聡太 神北(伊健)第20-5 令和3年5月7日 令和9年5月31日 令和3年5月7日
000028 2100180783 ＴＡＳＴＥ　ＯＦ　ＩＮＤＩＡ　Ｆｅｗ 666-0121 川西市平野３丁目３－２４ルームス１Ｆ 7932772 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 小川 聡太 神北(伊健)第85-3 令和3年5月7日 令和9年5月31日 令和3年5月7日
000028 2100180855 Ｋ’ｓ　Ｋｉｔｃｈｅｎ．ｃｏｍ  （大阪８００そ６２５９） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 岡腰 幸治 神北(伊健)第1-37 令和3年5月17日 令和8年5月31日 令和3年5月17日
000028 2100180856 イオンリテール株式会社　イオン伊丹店  パン工場 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１ 7870500 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５－１ 432126000 神北(伊健)第1-36 令和3年5月11日 令和10年5月31日 令和3年5月11日
000028 2100180892 ＤＥＭＩ　ＤＥＬＩ　ＦＡＲＭ  （デミデリファーム） 666-0142 川西市清和台東３丁目１－８トナリエ清和台Ａ－１－１ 7442306 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社デミック関西 代表取締役 梶谷 正樹 652-0815 兵庫県神戸市兵庫区三川口町１丁目１番２５号 786529688 神北(伊健)第7-3 令和3年5月14日 令和8年5月31日 令和3年5月14日
000028 2100180904 幸珈琲　ＳＡＣＨＩｃｏｆｆｅｅ 664-0895 伊丹市宮ノ前１丁目３－７ 7735887 菓子製造業 一般 石田 千紗 神北(伊健)第6-21 令和3年5月19日 令和9年5月31日 令和3年5月19日
000028 2100180905 Ｂａｒ　Ｔｙｅａｈｐ 666-0035 川西市花屋敷１丁目２９－１４ 飲食店営業(4)その他 一般 五味 貴仁 神北(伊健)第1-38 令和3年5月19日 令和9年5月31日 令和3年5月19日
000028 2100180970 みかちゃん弁当 664-0855 伊丹市御願塚７丁目４－２ 7677539 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 伊藤 政次 神北(伊健)第1-39 令和3年5月24日 令和9年5月31日 令和3年5月24日
000028 2100180971 大衆的麺飯食堂喜喜 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１イオンモール猪名川３階 7673822 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｊｉｎ 代表取締役 山越 悠登 600-8023 京都府京都市下京区河原町通松原上ル２丁目富永町３３８番地京阪四条河原町ビル９階 753430088 神北(伊健)第1-41 令和3年5月24日 令和9年5月31日 令和3年5月24日
000028 2100180978 からたま屋 664-0008 伊丹市荒牧南３丁目２－２ 7645335 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社魁力屋 代表取締役 藤田 宗 604-8152 京都府京都市中京区烏丸通錦小路上る手洗水町６７０番地 752113338 神北(伊健)第1-40 令和3年5月24日 令和9年5月31日 令和3年5月24日
000028 2100181007 ＣＨＥＬ　ＣＡＦＥ（大阪４８０を２０８） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 星野 礼治 神北(伊健)第1-42 令和3年5月26日 令和8年5月31日 令和3年5月26日
000028 2100181012 ＫＩＭＯＮＯ未来ＬＡｂ  （なにわ８３０す３３１） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 安田 愛 神北(伊健)第1-43 令和3年5月26日 令和8年5月31日 令和3年5月26日
000028 2100181027 おじき 666-0015 川西市小花２丁目１－１０ 7552664 飲食店営業(4)その他 一般 南部 幸寛 神北(伊健)第1-44 令和3年5月27日 令和9年5月31日 令和3年5月27日
000028 2100181030 ドトールコーヒーショップ　川西能勢口店 666-0015 川西市小花１丁目１－１０ベルフローラ川西Ｅ１０２ 7403459 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 有限会社　志ぎや 代表取締役 四谷 景一 666-0015 兵庫県川西市小花１丁目５番６号 7596863 神北(伊健)第7-5 令和3年5月27日 令和8年5月31日 令和3年5月27日
000028 2100181032 ぶどう屋 664-0851 伊丹市中央５丁目２－７ 飲食店営業(4)その他 一般 有本 洋一 神北(伊健)第1-45 令和3年5月27日 令和9年5月31日 令和3年5月27日
000028 2100181046 ＨＯＬＯ　ＨＯＬＯ　ＫＩＴＣＨＥＮ  神戸４８８の８ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 7980055 飲食店営業(4)その他 自動車 尾﨑 麻矢 神北(伊健)第1-46 令和3年5月28日 令和8年5月31日 令和3年5月28日
000028 2100181067 ヒロコーヒー伊丹あらまき店 664-0001 伊丹市荒牧７丁目１０－５ 7711060 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社ヒロコーヒー 代表取締役 山本 光弘 564-0063 大阪府吹田市江坂町１丁目７－７ 663390411 神北(伊健)第7-7 令和3年5月28日 令和8年5月31日 令和3年5月28日
000028 2100181074 ＰＥＧＯＰＡ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 フクユ管理サービス株式会社 代表取締役 松下 研止 664-0027 兵庫県伊丹市池尻７丁目１８４番地 7755145 神北(伊健)第1-48 令和3年5月31日 令和8年5月31日 令和3年5月31日
000028 2100181078 ヒロコーヒー伊丹中央店 664-0851 伊丹市中央１丁目２－２２ファミール伊丹デュオ１Ｆ 7821077 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社　ヒロコーヒー 代表取締役 山本 光弘 564-0063 大阪府吹田市江坂町１丁目７－７ 663390411 神北(伊健)第7-8 令和3年5月28日 令和8年5月31日 令和3年5月28日
000028 2100181084 ヒロコーヒー　いながわ工房 664-0831 伊丹市北伊丹５丁目１５－１ 7751002 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社ヒロコーヒー 代表取締役 山本 光弘 564-0063 大阪府吹田市江坂町１丁目７番７号 663390411 神北(伊健)第7-9 令和3年5月31日 令和8年5月31日 令和3年5月31日
000028 2100181090 Ｙｏｕ　Ｔｕｂａｒ 666-0245 川辺郡猪名川町つつじが丘５丁目２３－２ 飲食店営業(4)その他 一般 中家 啓太郎 神北(伊健)第1-49 令和3年5月31日 令和9年5月31日 令和3年5月31日
000028 2100181093 立ち呑み処　二十八万國 664-0006 伊丹市鴻池１丁目３－１１ 7723919 飲食店営業(4)その他 一般 白岩 光重 神北(伊健)第1-47 令和3年5月28日 令和9年5月31日 令和3年5月28日
000028 2100181125 京真 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店40L 真野 行雄 神北(伊健)第1-51 令和3年6月1日 令和8年8月31日 令和3年6月1日
000028 2100181136 イオンリテール株式会社　イオン伊丹店  催事コーナー 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１ 7870500 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５番地１ 432126500 神北(伊健)第1-52 令和3年6月3日 令和9年8月31日 令和3年6月3日
000028 2100181179 とり膳　川西店 666-0129 川西市緑台４丁目９－３ 7443250 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社日新マネジメントソリューションズ 代表取締役 桐元 久佳 666-0129 兵庫県川西市緑台４丁目９番３号 7443250 神北(伊健)第1-53 令和3年6月3日 令和9年8月31日 令和3年6月3日
000028 2100181207 鶏笑　伊丹荻野店 664-0002 伊丹市荻野３丁目１４２ 7707033 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 福田 律也 神北(伊健)第1-55 令和3年6月8日 令和10年8月31日 令和3年6月8日
000028 2100181238 ローソン猪名川町笹尾店 666-0227 川辺郡猪名川町笹尾字尼岡下２－１ 7680204 飲食店営業(4)その他 一般 足立 秀之 神北(伊健)第1-54 令和3年6月7日 令和10年8月31日 令和3年6月7日
000028 2100181239 大分からあげ　わん 664-0854 伊丹市南町２丁目３－３ 7773533 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 川口 香 神北(伊健)第1-56 令和3年6月9日 令和9年8月31日 令和3年6月9日
000028 2100181277 ローソン市立伊丹病院店 664-0015 伊丹市昆陽池１丁目１００ 7858777 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ローソン 代表取締役 竹増 貞信 141-0032 東京都品川区大崎１丁目１１番２号 366353963 神北(伊健)第1-58 令和3年6月11日 令和10年8月31日 令和3年6月11日
000028 2100181294 南蛮亭 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社プライマリケア 代表取締役 古銭 孝志 664-0026 兵庫県伊丹市寺本３丁目１６９番地 7736511 神北(伊健)第1-57 令和3年6月11日 令和8年8月31日 令和3年6月11日
000028 2100181378 グランピング　ｓｕｍｍｅｒ 664-0851 伊丹市中央２丁目１－１－５０１ 飲食店営業(4)その他 一般 大園 武史 神北(伊健)第1-59 令和3年6月17日 令和9年8月31日 令和3年6月17日
000028 2100181402 常喜和 664-0874 伊丹市山田４丁目６－６４ 7859238 魚介類販売業 一般 福永 全伸 神北(伊健)第4-6 令和3年6月17日 令和9年8月31日 令和3年6月17日
000028 2100181472 ｍｅｍ　ＢＲＥＡＤ 666-0015 川西市小花２丁目１１－２４エンゲルベルク小花１階 菓子製造業 一般 室 麻由子 神北(伊健)第6-24 令和3年6月23日 令和9年8月31日 令和3年6月23日
000028 2100181501 肉処かないち 666-0105 川西市見野２丁目２５－１３ 7440029 食肉販売業 一般 株式会社かないち 代表取締役 木﨑 一志 611-0011 京都府宇治市五ケ庄広岡谷２番地７２４ 774278732 神北(伊健)第3-5 令和3年6月24日 令和9年8月31日 令和3年6月24日
000028 2100181522 つなぐキッチン 666-0014 川西市小戸３丁目９－３ 菓子製造業 一般 山田 佳代 神北(伊健)第6-25 令和3年6月25日 令和9年8月31日 令和3年6月25日
000028 2100181540 ｋｉｔｃｈｅｎ　あっちゃん（露店） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 中西 厚彦 神北(伊健)第1-60 令和3年6月28日 令和8年8月31日 令和3年6月28日
000028 2100181624 三高商事 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 坂井 一志 神北(伊健)第1-61 令和3年6月30日 令和8年8月31日 令和3年6月30日
000028 2100181650 クチーナ　マンマ 666-0117 川西市東畦野３丁目１－６サンローゼうねの１階 7952255 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社シュネッケ 代表取締役 石野 節世 669-1526 兵庫県三田市相生町３丁目９番１８号 795568008 神北(伊健)第1-62 令和3年7月1日 令和9年8月31日 令和3年7月1日
000028 2100181680 石橋儀酒店 664-0014 伊丹市広畑２丁目６ 7812420 飲食店営業(4)その他 一般 須磨 直子 神北(伊健)第1-63 令和3年7月2日 令和9年8月31日 令和3年7月2日
000028 2100181687 ＳＵＭＩ　ＴＥＲＲＡＣＥ  炭テラス　バーベキュー　猪名川店 666-0233 川辺郡猪名川町紫合氏上１６３－１ 7652833 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ファンインターナショナル 代表取締役 福田 龍二 541-0046 大阪府大阪市中央区平野町3丁目６番１号あいおいニッセイ同和損保御堂筋ビル４Ｆ 662293700 神北(伊健)第1-64 令和3年7月5日 令和9年8月31日 令和3年7月5日
000028 2100181688 ＳＵＭＩ　ＴＥＲＲＡＣＥ  炭テラス　マート　猪名川店 666-0233 川辺郡猪名川町紫合氏上１６４－１ 7652835 食肉販売業 一般 株式会社ファンインターナショナル 代表取締役 福田 龍二 541-0046 大阪府大阪市中央区平野町３丁目６番１号あいおいニッセイ同和損保御堂筋ビル４Ｆ 662293700 神北(伊健)第3-6 令和3年7月5日 令和9年8月31日 令和3年7月5日
000028 2100181689 ＳＵＭＩ　ＴＥＲＲＡＣＥ  炭テラス　マート　猪名川店 666-0233 川辺郡猪名川町紫合氏上１６４－１ 7652835 そうざい製造業 一般 株式会社ファンインターナショナル 代表取締役 福田 龍二 541-0046 大阪府大阪市中央区平野町３丁目６番１号あいおいニッセイ同和損保御堂筋ビル４Ｆ 662293700 神北(伊健)第20-6 令和3年7月5日 令和9年8月31日 令和3年7月5日
000028 2100181741 イルチブレインヨガ　川西スタジオ 666-0016 川西市中央町５－４－３０１ 727677733 飲食店営業(4)その他 一般 中島 一成 神北(伊健)第1-66 令和3年7月7日 令和9年8月31日 令和3年7月7日
000028 2100181742 両班(やんばん) 666-0014 川西市小戸２丁目３－１３ 飲食店営業(4)その他 一般 安田 英男 神北(伊健)第1-65 令和3年7月7日 令和9年8月31日 令和3年7月7日
000028 2100181824 ＢＵＲＧＥＲ　ＳＵＥＯ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 末尾 高志 神北(伊健)第1-70 令和3年7月12日 令和8年8月31日 令和3年7月12日
000028 2100181837 ローソン川西山下町店 666-0106 川西市山下町１９－３ 7952112 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社あまべ 代表取締役 安藤 寛章 666-0261 兵庫県川辺郡猪名川町松尾台２丁目２番地２１ 7665873 神北(伊健)第1-73 令和3年7月13日 令和10年8月31日 令和3年7月13日
000028 2100181846 焼処　こころ 664-0861 伊丹市稲野町３丁目３０－２ 飲食店営業(4)その他 一般 黒瀬 清志 神北(伊健)第1-69 令和3年7月12日 令和9年8月31日 令和3年7月12日
000028 2100181850 ローソン川西見野３丁目店 666-0105 川西市見野３丁目１２－６ 7940368 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社あまべ 代表取締役 安藤 寛章 666-0261 兵庫県川辺郡猪名川町松尾台２丁目２番地２１ 7665873 神北(伊健)第1-74 令和3年7月13日 令和10年8月31日 令和3年7月13日
000028 2100181853 ローソン日生中央店 666-0261 川辺郡猪名川町松尾台１丁目２－２ 7665873 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社あまべ 代表取締役 安藤 寛章 666-0261 兵庫県川辺郡猪名川町松尾台２丁目２番地２１ 7665873 神北(伊健)第1-72 令和3年7月13日 令和10年8月31日 令和3年7月13日
000028 2100181872 株式会社白馬ＥＸアドベンチャー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 664768859 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社白馬ＥＸアドベンチャー 代表取締役 有角 秀樹 399-9211 長野県北安曇郡白馬村大字神城７３６１番地８ 261727860 神北(伊健)第1-75 令和3年7月13日 令和8年8月31日 令和3年7月13日
000028 2100181907 えぬきち 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社Ｎ’ｓ　Ｗｏｒｋ 代表取締役 河田 直之 666-0037 兵庫県川西市松が丘町１６番１２号 7552772 神北(伊健)第1-83 令和3年7月16日 令和8年8月31日 令和3年7月16日
000028 2100181953 エッグスイッチ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 竹田 賢純 神北(伊健)第1-84 令和3年7月16日 令和8年8月31日 令和3年7月16日
000028 2100181956 ユーロキッチン　”デル・ソーレ” 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 小嶋 治 神北(伊健)第1-96 令和3年7月19日 令和8年8月31日 令和3年7月19日
000028 2100181982 関東屋またの食品株式会社 664-0842 伊丹市森本６丁目５８ 7823366 漬物製造業 一般 関東屋またの食品 株式会社 代表取締役 俣野 貴彦 664-0842 兵庫県伊丹市森本６丁目５８ 7823366 神北(伊健)第24-1 令和3年7月16日 令和9年8月31日 令和3年7月16日
000028 2100182004 ＣＡＲＲＹ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 株式会社ユーピー 代表取締役 坂井 陽子 666-0123 兵庫県川西市鼓が滝１丁目２５番１０－２０３号 677774706 神北(伊健)第1-108 令和3年7月21日 令和8年8月31日 令和3年7月21日
000028 2100182013 厚生センター内　ホットドック 664-0012 伊丹市緑ケ丘７丁目１－１伊丹駐屯地内　厚生センター 7820001 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ノイモント 代表取締役 黒田 まりこ 664-0898 兵庫県伊丹市千僧５丁目５０番地１ 神北(伊健)第1-112 令和3年7月26日 令和9年8月31日 令和3年7月26日
000028 2100182022 常楽庵 666-0016 川西市中央町１４－３ 7594450 飲食店営業(4)その他 一般 川西ＬＳＣ株式会社 代表取締役 坂上 敏夫 666-0016 兵庫県川西市中央町１４番３号 7594450 神北(伊健)第1-109 令和3年7月21日 令和9年8月31日 令和3年7月21日
000028 2100182024 伊丹スカイパーク　スカイショップ 664-0842 伊丹市森本７丁目１－１ 7723447 飲食店営業(4)その他 一般 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 代表取締役 山田 智治 182-0021 東京都調布市調布ケ丘３丁目６番地３ 367319111 神北(伊健)第1-89 令和3年7月19日 令和9年8月31日 令和3年7月19日
000028 2100182034 悠紀 664-0858 伊丹市西台３丁目５－２７ 7275292 飲食店営業(4)その他 一般 松平 好生 神北(伊健)第1-102 令和3年7月21日 令和9年8月31日 令和3年7月21日
000028 2100182044 ＴＥＴＳＵＹＡ号 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 茨木 哲也 神北(伊健)第1-116 令和3年7月27日 令和8年8月31日 令和3年7月27日



000028 2100182048 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 株式会社壱番屋 代表取締役 葛原 守 491-0827 愛知県一宮市三ツ井６丁目１２番２３号 586767547 神北(伊健)第1-90 令和3年7月19日 令和8年8月31日 令和3年7月19日
000028 2100182096 たこ焼きの露店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 深田 崇雄 神北(伊健)第1-123 令和3年7月29日 令和8年8月31日 令和3年7月29日
000028 2100182202 ウェルフェアー伊丹デイサービスセンター 664-0875 伊丹市野間北５丁目７－２０ 7718710 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ニチダン 代表取締役 小笠原 力一 545-0021 大阪府大阪市阿倍野区阪南町５丁目３番５号 666232551 神北(伊健)第1-121 令和3年7月28日 令和9年8月31日 令和3年7月28日
000028 2100182226 ＴＲＥ　ｃａｒｔｅ  （トレ　カルテ） 666-0033 川西市栄町１１－３－１１８パルティＫ２北館１Ｆ 7671755 飲食店営業(4)その他 一般 増田 直治 神北(伊健)第1-129 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 2100182243 モスバーガー阪急伊丹店 664-0851 伊丹市中央１丁目６－１９ 7723833 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社モスストアカンパニー 代表取締役 原野 浩二 141-0032 東京都品川区大崎二丁目１番１号 354877430 神北(伊健)第1-130 令和3年8月2日 令和9年8月31日 令和3年8月2日
000028 2100182288 日本一たい焼　兵庫猪名川渓谷ライン店 666-0224 川辺郡猪名川町万善佐保姫４５－４ 7439045 菓子製造業 一般 株式会社山本フィールド５１ 代表取締役 山本 隆司 620-0917 京都府福知山市字野花小字三取７１９番地２ 773330037 神北(伊健)第6-32 令和3年8月4日 令和10年8月31日 令和3年8月4日
000028 2100182333 憩い場　ちゃお 664-0851 伊丹市中央５丁目１－５　２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 早川 直孝 神北(伊健)第1-140 令和3年8月6日 令和9年8月31日 令和3年8月6日
000028 2100182382 サカタインクス株式会社　社員食堂 664-0847 伊丹市藤ノ木３丁目５ 7857701 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 マインフーズサービス株式会社 代表取締役 峯 林太郎 661-0024 兵庫県尼崎市三反田町２丁目２０番９号 664274633 神北(伊健)第1-148 令和3年8月10日 令和10年8月31日 令和3年8月10日
000028 2100182393 Ｃａｆｅ　＆　ｄｉｎｉｎｇ　ＲＩＮ 664-0015 伊丹市昆陽池１丁目５３－１伊丹マンション１０１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高橋 紀美子 神北(伊健)第1-149 令和3年8月10日 令和9年8月31日 令和3年8月10日
000028 2100182402 一般社団法人和の輪会　パピーナ 666-0013 川西市美園町１－３ 7677057 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一般社団法人和の輪会 代表理事 中西 美代子 666-0157 兵庫県川西市緑が丘２丁目８番２３号 神北(伊健)第1-141 令和3年8月6日 令和9年8月31日 令和3年8月6日
000028 2100182403 華 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 平山 澄子 神北(伊健)第1-150 令和3年8月10日 令和8年8月31日 令和3年8月10日
000028 2100182420 スモパウ 666-0002 川西市滝山町５－１１－１０２ 飲食店営業(4)その他 一般 西村 和浩 神北(伊健)第1-151 令和3年8月11日 令和9年8月31日 令和3年8月11日
000028 2100182421 スモパウ 666-0002 川西市滝山町５－１１－１０２ 菓子製造業 一般 西村 和浩 神北(伊健)第6-33 令和3年8月11日 令和9年8月31日 令和3年8月11日
000028 2100182435 清和苑事業所 666-0142 川西市清和台東２丁目４－３２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藏ウェルフェアサービス株式会社 代表取締役 藤岡 和子 541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町３丁目１番５号 662444488 神北(伊健)第1-153 令和3年8月12日 令和9年8月31日 令和3年8月12日
000028 2100182449 ＳＩＲＡＮＫＥＤＯ  （シランケド） 664-0894 伊丹市清水３丁目１－６ 飲食店営業(4)その他 一般 住田 侑翼 神北(伊健)第1-143 令和3年8月10日 令和9年8月31日 令和3年8月10日
000028 2100182457 ｃｏｃｏｒｏ　ｃａｆｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 和田 博昭 神北(伊健)第1-154 令和3年8月13日 令和8年8月31日 令和3年8月13日
000028 2100182465 Ｎｉｃｏ　ｇｒｅｅ　９４１ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 合同会社とりアカデミー 代表社員 池嵜 正弘 576-0034 大阪府交野市天野が原町２丁目６１番１８号 神北(伊健)第1-155 令和3年8月13日 令和9年8月31日 令和3年8月13日
000028 2100182480 ｅｍｏＴＯＫＹＯ 666-0252 川辺郡猪名川町広根字町屋東２１番地 飲食店営業(4)その他 一般 明石 圭以 神北(伊健)第1-159 令和3年8月13日 令和9年8月31日 令和3年8月13日
000028 2100182555 Ｌｉｔｔｌｅ　Ｉｎｄｉａ 664-0007 伊丹市北野２丁目１－３西野ビル１Ｆ 7844484 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 タパ シムラン 神北(伊健)第1-162 令和3年8月18日 令和9年8月31日 令和3年8月18日
000028 2100182662 Ｃｈｉｎａｄｉｎｉｎｇ　彩花 666-0115 川西市向陽台３丁目３－１４４ 7039133 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 打越 保 神北(伊健)第1-171 令和3年8月26日 令和9年8月31日 令和3年8月26日
000028 2100182685 株式会社　アローム 664-0027 伊丹市池尻２丁目２３ 7818081 菓子製造業 一般 株式会社　アローム 代表取締役 池野 正明 664-0027 兵庫県伊丹市池尻２丁目２３ 7818081 神北(伊健)第6-34 令和3年8月19日 令和9年8月31日 令和3年8月19日
000028 2100182686 株式会社　アローム 664-0027 伊丹市池尻２丁目２３ 7818081 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社　アローム 代表取締役 池野 正明 664-0027 兵庫県伊丹市池尻２丁目２３ 7818081 神北(伊健)第1-163 令和3年8月19日 令和9年8月31日 令和3年8月19日
000028 2100182709 ライク　カフェ 666-0128 川西市多田院西１丁目９－３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉本 幸三 神北(伊健)第1-175 令和3年8月27日 令和9年8月31日 令和3年8月27日
000028 2100182711 ローソン猪名川町広根店 666-0252 川辺郡猪名川町広根字天尾２７ 7653393 飲食店営業(4)その他 一般 奥野 直貴 神北(伊健)第1-174 令和3年8月27日 令和9年8月31日 令和3年8月27日
000028 2100182713 ひまわり 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 中山 尊之 神北(伊健)第1-177 令和3年8月27日 令和8年8月31日 令和3年8月27日
000028 2100182736 李苑 664-0836 伊丹市北本町３丁目１３６ 7701846 食肉販売業 一般 李 春 神北(伊健)第3-8 令和3年8月30日 令和9年8月31日 令和3年8月30日
000028 2100182745 いちご　ＩＣＨＩＪＹＵ　ＦＲＵＩＴ　ＣＡＦＥ 666-0124 川西市多田桜木２丁目３－２８リバーサイド岡田ビル１Ｆ 7902715 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社三の矢 代表取締役 安井 將雄 666-0251 兵庫県川辺郡猪名川町若葉１丁目２番地６ 7690433 神北(伊健)第1-176 令和3年8月27日 令和9年8月31日 令和3年8月27日
000028 2100182750 博多からあげ響 666-0124 川西市多田桜木１丁目４－１－１０２ 2003088 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社ユーピー 代表取締役 坂井 陽子 666-0123 兵庫県川西市鼓が滝１丁目２５番１０－２０３ 677774706 神北(伊健)第1-179 令和3年8月30日 令和9年8月31日 令和3年8月30日
000028 2100182756 株式会社　豊富商事 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 661928530 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社豊富商事 代表取締役 紙谷 幸弘 564-0063 大阪府吹田市江坂町３丁目２５番２０号 661928530 神北(伊健)第1-180 令和3年8月31日 令和8年8月31日 令和3年8月31日
000028 2100182798 ＳＨＩＯＣＵＢｃｏｆｆｅｅ 666-0112 川西市大和西２丁目３－１２澤ビル103号室 飲食店営業(4)その他 一般 榊原 詩織 神北(伊健)第1-181 令和3年9月2日 令和9年11月30日 令和3年9月2日
000028 2100182799 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　ＩＩ　ｆｕｔｕｒｏ  ｄｅｌ　ｓｏｌｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 西山 真矢 神北(伊健)第1-183 令和3年9月2日 令和8年11月30日 令和3年9月2日
000028 2100182800 焼肉とりじゅう 666-0011 川西市出在家町１３－３０ 7576153 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 金田 達雄 神北(伊健)第1-182 令和3年9月2日 令和9年11月30日 令和3年9月2日
000028 2100182820 鶏力 664-0873 伊丹市野間１丁目７－３－１０２ 7677436 飲食店営業(4)その他 一般 池田 良子 神北(伊健)第1-184 令和3年9月3日 令和9年11月30日 令和3年9月3日
000028 2100182824 ＭＡＧ　ＣＡＴ　ＣＡＦＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 大木 真悠子 神北(伊健)第1-185 令和3年9月3日 令和8年11月30日 令和3年9月3日
000028 2100182841 ディスカバリー　リゾート　オオシマ 666-0215 川辺郡猪名川町島字西山９ 漬物製造業 一般 株式会社ディスカバリープロジェクト 代表取締役 西田 明光 666-0242 兵庫県川辺郡猪名川町原字芝脇２８７－３１ 7689926 神北(伊健)第24-2 令和3年9月3日 令和9年11月30日 令和3年9月3日
000028 2100182842 ディスカバリー　リゾート　オオシマ 666-0215 川辺郡猪名川町島字西山９ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ディスカバリープロジェクト 代表取締役 西田 明光 666-0242 兵庫県川辺郡猪名川町原字芝脇２８７－３１ 7689926 神北(伊健)第1-186 令和3年9月3日 令和9年11月30日 令和3年9月3日
000028 2100182846 ダイハツ北伊丹事務所　食堂 664-0831 伊丹市北伊丹９丁目３７－２ 7479547 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 成田 ともこ 神北(伊健)第1-187 令和3年9月3日 令和10年11月30日 令和3年9月3日
000028 2100182855 さんさんファクトリー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 山田 周司 神北(伊健)第1-188 令和3年9月6日 令和8年11月30日 令和3年9月6日
000028 2100182865 せいろ屋 666-0015 川西市小花１丁目１－１０ベルフローラかわにしＥ－１１９ 7592110 そうざい製造業 一般 䦰橋 明博 神北(伊健)第20-9 令和3年9月6日 令和10年11月30日 令和3年9月6日
000028 2100182883 株式会社システムフード 666-0024 川西市久代３丁目２０－８ 7676074 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社システムフード 代表取締役 北脇 稔 662-0872 兵庫県西宮市高座町８番５３号 神北(伊健)第1-189 令和3年9月6日 令和9年11月30日 令和3年9月6日
000028 2100182884 株式会社システムフード 666-0024 川西市久代３丁目２０－８ 7676074 そうざい製造業 一般 株式会社システムフード 代表取締役 北脇 稔 662-0872 兵庫県西宮市高座町８番５３号 神北(伊健)第20-8 令和3年9月6日 令和9年11月30日 令和3年9月6日
000028 2100182885 株式会社システムフード 666-0024 川西市久代３丁目２０－８ 7676074 菓子製造業 一般 株式会社システムフード 代表取締役 北脇 稔 662-0872 兵庫県西宮市高座町８番５３号 神北(伊健)第6-35 令和3年9月6日 令和9年11月30日 令和3年9月6日
000028 2100182898 カフェ＆バー　カーサ　デ　カイザー 664-0026 伊丹市寺本１丁目１５２ライルズビルＡ棟２Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田頭 眞紀 神北(伊健)第1-191 令和3年9月7日 令和10年11月30日 令和3年9月7日
000028 2100182900 スポーツバー　アンド　カフェ　チームケー 664-0026 伊丹市寺本１丁目１５２ライルズビルＡ棟３Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田頭 健一 神北(伊健)第1-190 令和3年9月7日 令和10年11月30日 令和3年9月7日
000028 2100182903 ＡＱＵＡ 666-0014 川西市小戸２丁目４－３－２Ｆ（左） 飲食店営業(4)その他 一般 三原 敦子 神北(伊健)第1-192 令和3年9月8日 令和9年11月30日 令和3年9月8日
000028 2100182963 覚王山フルーツ大福　弁才天 664-0895 伊丹市宮ノ前２丁目１－１０みやのまち４号館　１０１ 7701550 菓子製造業 一般 株式会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｃｏｍｐａｎｙ 代表取締役 寺嶋 聡 460-0003 愛知県名古屋市中区錦１丁目７番３４号 522125490 神北(伊健)第6-36 令和3年9月10日 令和9年11月30日 令和3年9月10日
000028 2100182992 ＯＴＯ 664-0892 伊丹市高台１丁目１２６番東棟 菓子製造業 一般 森田 光一 神北(伊健)第6-37 令和3年9月13日 令和9年11月30日 令和3年9月13日
000028 2100183018 ｃａｆｅ　ｍｏｚｉｔａ 664-0006 伊丹市鴻池５丁目１０－２０ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社しぇあーど 取締役 国本 修慈 664-0006 兵庫県伊丹市鴻池５丁目１１番２７号 7857873 神北(伊健)第1-193 令和3年9月14日 令和9年11月30日 令和3年9月14日
000028 2100183041 サイゼリヤ　イオンモール伊丹昆陽店 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオンモール伊丹昆陽４Ｆ　４１１ 7737815 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社サイゼリヤ 代表取締役 正垣 泰彦 342-0008 埼玉県吉川市旭２番地５ 489919611 神北(伊健)第1-195 令和3年9月15日 令和10年11月30日 令和3年9月15日
000028 2100183259 とろり天使のわらびもち　伊丹店 664-0851 伊丹市中央５丁目４－７　１階 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｂｉｒｔｈｄａｙ 代表取締役 濱脇 宏太 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中１丁目１８番１４号Ａｐｔ．新梅田１０１ 677094919 神北(伊健)第1-197 令和3年9月22日 令和9年11月30日 令和3年9月22日
000028 2100183260 とろり天使のわらびもち　伊丹店 664-0851 伊丹市中央５丁目４－７　１階 菓子製造業 一般 株式会社Ｂｉｒｔｈｄａｙ 代表取締役 濱脇 宏太 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中１丁目１８番１４号Ａｐｔ．新梅田１０１ 677094919 神北(伊健)第6-38 令和3年9月22日 令和9年11月30日 令和3年9月22日
000028 2100183312 ＢＢＡ　４８ 666-0014 川西市小戸２丁目４－４ 飲食店営業(4)その他 一般 三原 吉宏 神北(伊健)第1-198 令和3年9月27日 令和9年11月30日 令和3年9月27日
000028 2100183331 株式会社西友　川西店　店頭 666-0033 川西市栄町１６－８ 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５－２４ 665359024 神北(伊健)第2-2 令和3年9月22日 令和9年11月30日 令和3年9月22日
000028 2100183341 ローソンＨＡ阪急伊丹店 664-0858 伊丹市西台１丁目１－１伊丹阪急駅ビル３階 7772491 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アズナス 代表取締役 佐桑 勇 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 667434107 神北(伊健)第1-199 令和3年9月27日 令和9年11月30日 令和3年9月27日
000028 2100183355 ラウンジ　Ｋｉｎｇ　Ｑｕｅｅｎ 664-0851 伊丹市中央１丁目９－１３－２Ｃ 7843077 飲食店営業(4)その他 一般 白川 博子 神北(伊健)第1-200 令和3年9月27日 令和9年11月30日 令和3年9月27日
000028 2100183404 Ｒｏａｓｔ　Ｃｏｆｆｅｅ　ＰＡＤＩＮＴＯＮ 664-0003 伊丹市大野３丁目３ 7030230 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社住環境クリニック 代表取締役 山中 純一 664-0003 兵庫県伊丹市大野３丁目３番地 7030230 神北(伊健)第1-201 令和3年9月27日 令和9年11月30日 令和3年9月27日
000028 2100183407 Ｂａｒ　＆　Ｄｉｎｅｒ  Ｗｈｉｐｐｅｒｓｎａｐｐｅｒｓ（露店） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 7443555 飲食店営業(4)その他 露店40L 森 広貴 神北(伊健)第1-202 令和3年9月29日 令和8年11月30日 令和3年9月29日
000028 2100183408 つつじが丘小学校区まちづくり協議会  コミュニティ喫茶まちきょう 666-0245 川辺郡猪名川町つつじが丘３丁目１３－１ 菓子製造業 一般 仲間 享三 神北(伊健)第6-39 令和3年9月29日 令和9年11月30日 令和3年9月29日
000028 2100183502 ＨＯＳＨＩＴＯＮＢＯ（朋栄） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社朋栄 代表取締役 大村 民男 547-0035 大阪府大阪市平野区西脇１丁目１３番３２号 667011003 神北(伊健)第1-203 令和3年9月29日 令和8年11月30日 令和3年9月29日
000028 2100183508 川西阪急水産売場 666-0033 川西市栄町２６－１（株）阪急阪神百貨店　川西阪急 7571231 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663611381 神北(伊健)第1-204 令和3年10月1日 令和9年11月30日 令和3年10月1日
000028 2100183634 ＨａＬｕ－ｆｏｏｄｔｒｕｃｋ－ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 西村 純子 神北(伊健)第1-205 令和3年10月4日 令和8年11月30日 令和3年10月4日
000028 2100183646 ＨＩＢＩＳＵ伊丹内厨房 664-0896 伊丹市船原１丁目２－３８ 7649292 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ＡＩＳＯＵ 代表取締役 國井 幸 550-0012 大阪府大阪市西区立売堀４丁目３－１６ピオーニビル４階 665317766 神北(伊健)第1-206 令和3年10月5日 令和9年11月30日 令和3年10月5日
000028 2100183673 オリンピア食堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 森 秀和 神北(伊健)第1-207 令和3年10月5日 令和8年11月30日 令和3年10月5日
000028 2100183759 和洋居酒屋　てづ 666-0014 川西市小戸１丁目３－１２司ビル１０３号 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社アスグッド 代表取締役 加藤 智仁 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島３丁目８－１５新大阪ビルディング１２０２号室 667329956 神北(伊健)第1-209 令和3年10月6日 令和9年11月30日 令和3年10月6日
000028 2100183864 Ｃｈａｃｏｌ８８ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 小山 由美子 神北(伊健)第1-210 令和3年10月11日 令和8年11月30日 令和3年10月11日
000028 2100183879 Ｃｈａｃｏｌ８８ｃａｒ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 小山 由美子 神北(伊健)第1-213 令和3年10月11日 令和8年11月30日 令和3年10月11日
000028 2100183921 Ｇｏｒｉ’ｓ　Ｋｉｔｃｈｅｎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 足立 充憲 神北(伊健)第1-221 令和3年10月13日 令和8年11月30日 令和3年10月13日
000028 2100184074 喫茶坊　縁 665-0891 川西市満願寺町７－１ 7592452 菓子製造業 一般 アムリタ合同会社 代表社員 若田 等慧 665-0891 兵庫県川西市満願寺町７－１ 7592452 神北(伊健)第6-45 令和3年10月14日 令和9年11月30日 令和3年10月14日
000028 2100184095 食品デザイン　金魚 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 食品デザイン株式会社 代表取締役 多和田 眞史 557-0063 大阪府大阪市西成区南津守６丁目１－２７ 神北(伊健)第1-236 令和3年10月15日 令和8年11月30日 令和3年10月15日
000028 2100184102 有限会社緑園リータ店 664-0858 伊丹市西台１丁目１－１ 7723562 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社緑園 代表取締役 佐野 文彦 664-0858 兵庫県伊丹市西台１丁目８番３号 7725339 神北(伊健)第1-244 令和3年10月19日 令和9年11月30日 令和3年10月19日
000028 2100184349 ＥＬＩＸＩＲ 666-0021 川西市栄根２丁目１－１０パークプラザビル２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 中西 澪 神北(伊健)第1-262 令和3年10月26日 令和9年11月30日 令和3年10月26日
000028 2100184366 牛とん 664-0873 伊丹市野間８丁目２－６０－１０２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ダイテン 代表取締役 中内 幹和 664-0028 兵庫県伊丹市西野５丁目２８９番地３ 神北(伊健)第1-263 令和3年10月27日 令和9年11月30日 令和3年10月27日
000028 2100184390 咲'ｓ　ｋｉｔｃｈｅｎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 咲田 隆延 神北(伊健)第1-264 令和3年10月27日 令和8年11月30日 令和3年10月27日
000028 2100184452 ヒロミ堂 664-0004 伊丹市東野１丁目２２マルシゲ内 飲食店営業(4)その他 一般 中西 嘉男 神北(伊健)第1-266 令和3年10月28日 令和9年11月30日 令和3年10月28日
000028 2100184453 ヒロミ堂 664-0004 伊丹市東野１丁目２２マルシゲ内 魚介類販売業 一般 中西 嘉男 神北(伊健)第4-11 令和3年10月28日 令和9年11月30日 令和3年10月28日
000028 2100184463 ＫＦ　ＣＯＯＫＩＥＳ 664-0013 伊丹市瑞穂町４丁目１イスズハイツベル瑞穂１０２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 東谷 慎也 神北(伊健)第1-267 令和3年10月28日 令和9年11月30日 令和3年10月28日
000028 2100184464 ＫＦ　ＣＯＯＫＩＥＳ 664-0013 伊丹市瑞穂町４丁目１イスズハイツベル瑞穂１０２ 菓子製造業 一般 東谷 慎也 神北(伊健)第6-48 令和3年10月28日 令和9年11月30日 令和3年10月28日
000028 2100184532 ＳＨＩＯＣＵＢｃｏｆｆｅｅ 666-0112 川西市大和西２丁目３－１２澤ビル103号室 菓子製造業 一般 榊原 詩織 神北(伊健)第6-49 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 2100184533 菜々 666-0123 川西市鼓が滝１丁目３－１８ハイム鼓ヶ滝１０４号 7928633 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平尾 裕美 神北(伊健)第1-269 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 2100184552 ＭＡＮＭＡ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 山本 智与 神北(伊健)第1-270 令和3年11月1日 令和8年11月30日 令和3年11月1日
000028 2100184587 京都ぽーく亭 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社ネオ・ライズＰＲＯ 代表取締役 岡崎 正嗣 600-8231 京都府京都市下京区油小路町２９０－１－７０３ 753548390 神北(伊健)第1-277 令和3年11月2日 令和8年11月30日 令和3年11月2日
000028 2100184611 木下商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 木下 友里 神北(伊健)第1-279 令和3年11月4日 令和8年11月30日 令和3年11月4日
000028 2100184621 焼肉すとろんぐ 666-0123 川西市鼓が滝１丁目３－１８ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ｋｅｅｐ　ｔｈｅ　ｆａｉｔｈ 代表取締役 中田 達也 666-0124 兵庫県川西市多田桜木２丁目３番２８号 7725088 神北(伊健)第1-280 令和3年11月4日 令和9年11月30日 令和3年11月4日
000028 2100184649 ナッツベリー 666-0033 川西市栄町２５－１アステ川西１Ｆ広場 7552254 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ナッツベリー 代表取締役 望月 潔 666-0033 兵庫県川西市栄町２５番１号 7576531 神北(伊健)第1-281 令和3年11月5日 令和9年11月30日 令和3年11月5日
000028 2100184662 ローソンＨＡ川西能勢口東口店 666-0033 川西市栄町２０－１阪急川西能勢口駅２Ｆ東改札外 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アズナス 代表取締役 佐桑 勇 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 667434107 神北(伊健)第1-283 令和3年11月8日 令和10年11月30日 令和3年11月8日
000028 2100184664 ローソンＨＡ川西能勢口西口店 666-0033 川西市栄町２０－１阪急川西能勢口駅２Ｆアステ改札外 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アズナス 代表取締役 佐桑 勇 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 667434107 神北(伊健)第1-284 令和3年11月8日 令和10年11月30日 令和3年11月8日
000028 2100184745 和食さと　伊丹北店 664-0836 伊丹市北本町２丁目２５ 7773462 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 サトフードサービス株式会社 代表取締役 重里 政彦 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町２丁目３番１３号大阪国際ビルディング３０階 672223104 神北(伊健)第1-285 令和3年11月9日 令和9年11月30日 令和3年11月9日
000028 2100184746 和食さと　伊丹北店 664-0836 伊丹市北本町２丁目２５ 7773462 食肉販売業 一般 サトフードサービス株式会社 代表取締役 重里 政彦 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町２丁目３番１３号大阪国際ビルディング３０階 672223104 神北(伊健)第3-13 令和3年11月9日 令和9年11月30日 令和3年11月9日
000028 2100184811 ｉＳｗｅｅｔ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 井上 啓臣 神北(伊健)第1-287 令和3年11月11日 令和8年11月30日 令和3年11月11日
000028 2100184852 川西クレープ　サンビキノコウシ 666-0022 川西市下加茂１丁目２４－５ 7443110 飲食店営業(4)その他 一般 横川 伸介 神北(伊健)第1-288 令和3年11月12日 令和9年11月30日 令和3年11月12日
000028 2100184890 うな豊　伊丹店 664-0856 伊丹市梅ノ木７丁目１－１０ 7818999 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＨＯＰＥ 代表取締役 宮﨑 豊 665-0877 兵庫県宝塚市中山桜台７丁目２番２号 668422347 神北(伊健)第1-291 令和3年11月15日 令和9年11月30日 令和3年11月15日
000028 2100184948 スタッフプラス 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 株式会社スタッフプラス 代表取締役 白阪 卓也 581-0039 大阪府八尾市太田新町１丁目１３６番地１ 729207612 神北(伊健)第1-292 令和3年11月15日 令和8年11月30日 令和3年11月15日
000028 2100185098 スーパーマルハチ　新伊丹店 664-0853 伊丹市平松７丁目６－２７ 7730881 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マルハチ 代表取締役 栗花 正雄 651-0064 兵庫県神戸市中央区大日通１丁目２番１８号 782320839 神北(伊健)第1-293 令和3年11月15日 令和10年11月30日 令和3年11月15日
000028 2100185099 スーパーマルハチ　新伊丹店 664-0853 伊丹市平松７丁目６－２７ 7730881 食肉販売業 一般 株式会社マルハチ 代表取締役 栗花 正雄 651-0064 兵庫県神戸市中央区大日通１丁目２番１８号 782320839 神北(伊健)第3-14 令和3年11月15日 令和10年11月30日 令和3年11月15日
000028 2100185100 スーパーマルハチ　新伊丹店 664-0853 伊丹市平松７丁目６－２７ 7730881 魚介類販売業 一般 株式会社マルハチ 代表取締役 栗花 正雄 651-0064 兵庫県神戸市中央区大日通１丁目２番１８号 782320839 神北(伊健)第4-12 令和3年11月15日 令和10年11月30日 令和3年11月15日
000028 2100185115 おおきに屋台 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L Ｎ＆Ｐ株式会社 代表取締役 大西 崇文 570-0017 大阪府守口市佐太東町１丁目２６番１号 669021066 神北(伊健)第1-294 令和3年11月18日 令和8年11月30日 令和3年11月18日
000028 2100185206 イオン伊丹昆陽店　ベーカリー 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１ 7736900 菓子製造業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５番地１ 432116110 神北(伊健)第6-53 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 2100185311 ファミリーマート伊丹野間二丁目店 664-0873 伊丹市野間２丁目９－５ 7755281 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社和栄 代表取締役 立津 榮子 660-0077 兵庫県尼崎市大庄西町１丁目２番１５号 664190906 神北(伊健)第1-298 令和3年11月22日 令和9年11月30日 令和3年11月22日
000028 2100185313 ファミリーマート伊丹堀池店 664-0871 伊丹市堀池３丁目９－３２ 7735133 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社和栄 代表取締役 立津 榮子 660-0077 兵庫県尼崎市大庄西町１丁目２番１５号 664190906 神北(伊健)第1-299 令和3年11月22日 令和9年11月30日 令和3年11月22日
000028 2100185317 Ｂａｒ　Ｗａｒｌｋｏｒｏ 664-0851 伊丹市中央１丁目９－１３遊楽館ビル８ＦーＤ 飲食店営業(4)その他 一般 頃安 政光 神北(伊健)第1-300 令和3年11月22日 令和9年11月30日 令和3年11月22日
000028 2100185319 Ｔａｋａｒａｚｕｋａ　Ｄｉｎｅｒ’ｓ　Ｃａｆｅ　ｋｏｋｏ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社宝膳 代表取締役 竹内 剛 665-0033 兵庫県宝塚市伊孑志３丁目１５番３号 797971476 神北(伊健)第1-297 令和3年11月19日 令和8年11月30日 令和3年11月19日
000028 2100185416 酒楽 664-0851 伊丹市中央２丁目４－６ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宇都宮 典子 神北(伊健)第1-302 令和3年11月25日 令和9年11月30日 令和3年11月25日
000028 2100185648 呑み処　優 666-0014 川西市小戸２丁目４－４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松本 貴子 神北(伊健)第1-304 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 2100185678 山﨑商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 山﨑 直毅 神北(伊健)第1-305 令和3年11月29日 令和8年11月30日 令和3年11月29日
000028 2100185775 お好み・カジュアル鉄板　ざ久 666-0014 川西市小戸１丁目３－１０ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 髙井 祥加 神北(伊健)第1-306 令和3年11月30日 令和9年11月30日 令和3年11月30日
000028 2100185776 ＭＡＬＩＭＯ 666-0014 川西市小戸１丁目５－２０－１ 7556187 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社陽 代表取締役 岩本 陽子 666-0017 兵庫県川西市火打１丁目１０番１３号 7586147 神北(伊健)第1-307 令和3年11月30日 令和9年11月30日 令和3年11月30日
000028 2100185863 牛真桜 664-0004 伊丹市東野１丁目２２ 食肉販売業 一般 株式会社牛真桜 代表取締役 屋原 正広 664-0004 大阪府大東市野崎１丁目１５番３１２号 神北(伊健)第3-16 令和3年12月2日 令和10年2月29日 令和3年12月2日
000028 2100185874 かっぱ食堂 666-0035 川西市花屋敷１丁目９－２４　花屋敷日進ビル１０３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 柿本 麻美 神北(伊健)第1-309 令和3年12月2日 令和10年2月29日 令和3年12月2日
000028 2100185887 株式会社精和工業所 664-0836 伊丹市北本町３丁目１０５ 7828353 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社浜の家 代表取締役 金城 良 661-0962 兵庫県尼崎市額田町２２番２３号 664937147 神北(伊健)第1-310 令和3年12月3日 令和10年2月29日 令和3年12月3日
000028 2100185896 関西スーパー　荒牧店 664-0001 伊丹市荒牧７丁目１２－１５ 7777222 食肉販売業 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第3-15 令和3年12月2日 令和11年2月28日 令和3年12月2日
000028 2100185898 関西スーパー　荒牧店  （そうざい） 664-0001 伊丹市荒牧７丁目１２－１５ 7777222 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第1-308 令和3年12月2日 令和11年2月28日 令和3年12月2日
000028 2100186064 （株）プラン・ドゥ・クリエイト  レガロアコンフォート川西事業所 666-0145 川西市けやき坂２丁目６２－２２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社プラン・ドゥ・クリエイト 代表取締役 河野 秀雄 530-0053 大阪府大阪市北区末広町３－１１天しもビル７階 663625000 神北(伊健)第1-311 令和3年12月3日 令和11年2月28日 令和3年12月3日



000028 2100186076 ヒロミ堂 666-0142 川西市清和台東３丁目１－８八百屋マスカット内 7905560 飲食店営業(4)その他 一般 中西 嘉男 神北(伊健)第1-313 令和3年12月6日 令和10年2月29日 令和3年12月6日
000028 2100186207 どやさ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社Ｉｎｆｉｎｉｔｙ 代表取締役 田中 智 556-0016 大阪府大阪市浪速区元町１丁目７番２５号３０３ 神北(伊健)第1-314 令和3年12月6日 令和9年2月28日 令和3年12月6日
000028 2100186218 古潭 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹３階 7676357 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社吉光 代表取締役 山本 宴子 531-0071 大阪府大阪市北区中津６丁目３番１０号 664519156 神北(伊健)第1-316 令和3年12月8日 令和10年2月29日 令和3年12月8日
000028 2100186296 リハビリデイこころ川西南 666-0025 川西市加茂１丁目１４－１８ 7568688 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社日米クック 代表取締役 米谷 素明 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中１丁目１７番２２号 664522131 神北(伊健)第1-317 令和3年12月10日 令和10年2月29日 令和3年12月10日
000028 2100186330 ＴＳＵＢＡＳＡ　メロンパン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 小倉 悦生 神北(伊健)第1-318 令和3年12月13日 令和9年2月28日 令和3年12月13日
000028 2100186331 マヨネーズコーヒー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 野末 隼 神北(伊健)第1-319 令和3年12月13日 令和9年2月28日 令和3年12月13日
000028 2100186340 マザーアース合同会社 666-0026 川西市南花屋敷１丁目４－２６－２０１ 7677057 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 マザーアース合同会社 代表社員 中西 美代子 666-0026 兵庫県川西市南花屋敷１丁目４－２６南花屋敷マンション２階 神北(伊健)第1-320 令和3年12月13日 令和10年2月29日 令和3年12月13日
000028 2100186382 ローソンＨＡ  阪急川西能勢口店 666-0033 川西市栄町２０－１阪急川西能勢口駅２階構内 7588232 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アズナス 代表取締役 佐桑 勇 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 667434107 神北(伊健)第1-323 令和3年12月14日 令和11年2月28日 令和3年12月14日
000028 2100186398 Ｃａｆｅ　Ｃｕｏｒｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社ブルトン 代表取締役 薬師 暁彦 664-0012 兵庫県伊丹市緑ケ丘２丁目１０９番地 神北(伊健)第1-321 令和3年12月14日 令和9年2月28日 令和3年12月14日
000028 2100186420 ソライロカフェ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 星野 幸寛 神北(伊健)第1-322 令和3年12月14日 令和9年2月28日 令和3年12月14日
000028 2100186516 フライパン 666-0014 川西市小戸２丁目４－４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 能村 泰史 神北(伊健)第1-324 令和3年12月17日 令和10年2月29日 令和3年12月17日
000028 2100186531 プレイす晴々 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 特定非営利活動法人Ｃｏｍｐａｓｓ 理事 後藤 哲雄 666-0011 兵庫県川西市出在家町７番２４号 7583394 神北(伊健)第1-325 令和3年12月20日 令和9年2月28日 令和3年12月20日
000028 2100186536 三階 664-0858 伊丹市西台２丁目４－１３　白馬ビル３Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 高木 浩子 神北(伊健)第1-326 令和3年12月20日 令和10年2月29日 令和3年12月20日
000028 2100186538 ｓｍｉｌｅ 664-0846 伊丹市伊丹５丁目１１－３ネモフィラ１０５ 菓子製造業 一般 松枝 美希 神北(伊健)第6-54 令和3年12月20日 令和10年2月29日 令和3年12月20日
000028 2100186564 ＰＩＥＲＲＯＴ 664-0851 伊丹市中央４丁目４－１０伊丹中央ビル１階１０２ 飲食店営業(4)その他 一般 髙橋 真澄 神北(伊健)第1-328 令和3年12月21日 令和10年2月29日 令和3年12月21日
000028 2100186565 ＰＩＥＲＲＯＴ 664-0851 伊丹市中央４丁目４－１０伊丹中央ビル１階１０２ 菓子製造業 一般 髙橋 真澄 神北(伊健)第6-56 令和3年12月21日 令和10年2月29日 令和3年12月21日
000028 2100186600 マエダ 664-0003 伊丹市大野１丁目８０ 漬物製造業 一般 前田 美奈子 神北(伊健)第24-3 令和3年12月22日 令和10年2月29日 令和3年12月22日
000028 2100186686 生活彩家プロロジス猪名川店 666-0253 川辺郡猪名川町差組字小谷１０１－１他 7674914 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ザイマックス関西 代表取締役 吉田 正 530-0003 大阪府大阪市北区堂島１丁目１番５号 663412843 神北(伊健)第1-329 令和3年12月23日 令和10年2月29日 令和3年12月23日
000028 2100186687 Ｊコネクション 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 伊藤 次郎 神北(伊健)第1-330 令和3年12月24日 令和9年2月28日 令和3年12月24日
000028 2100186723 いちごＩＣＨＩＪＹＵ　フルーツファーム 666-0231 川辺郡猪名川町上阿古谷字縄手６７４ 7439105 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社三の矢 代表取締役 カーペンター 麻美子 666-0251 兵庫県川辺郡猪名川町若葉１丁目２番地６ 7439105 神北(伊健)第1-331 令和3年12月27日 令和9年2月28日 令和3年12月27日
000028 2100186726 ｃｈｉｌｌ　ｃｌｕｂ 664-0007 伊丹市北野５丁目３６　鴻池五番街 7443434 飲食店営業(4)その他 一般 小山田 浩一郎 神北(伊健)第1-332 令和3年12月27日 令和10年2月29日 令和3年12月27日
000028 2100186839 Ｃｏｓｐｌａｙ　ｂａｒ　ｂｕｄｄｙ 664-0851 伊丹市中央１丁目９－１３遊楽館山本不動産第７ビル７階７Ｆ－Ａ号室 7858888 飲食店営業(4)その他 一般 岸 義泰 神北(伊健)第1-335 令和4年1月5日 令和10年2月29日 令和4年1月5日
000028 2100186852 海鮮居酒屋　王者 664-0858 伊丹市西台３丁目１－１川端ビル２Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ｏ－ｊａ 代表取締役 北村 拓也 664-0858 兵庫県伊丹市西台３丁目１番１号 神北(伊健)第1-334 令和4年1月5日 令和10年2月29日 令和4年1月5日
000028 2100186857 ｊｉｎｂｅｙ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 仁平 篤志 神北(伊健)第1-333 令和4年1月4日 令和9年2月28日 令和4年1月4日
000028 2100186889 しらぬい餃子 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L Ｅ．ＳＰＡＣＥ株式会社 代表取締役 村上 知世 460-0003 愛知県名古屋市中区錦２丁目１７番３０号 529902026 神北(伊健)第1-336 令和4年1月7日 令和9年2月28日 令和4年1月7日
000028 2100186933 株式会社万代　伊丹荒牧店 664-0006 伊丹市鴻池７丁目３－９ 7806100 菓子製造業 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0002 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０番１３号 667203305 神北(伊健)第6-59 令和4年1月12日 令和11年2月28日 令和4年1月12日
000028 2100186983 呑み処　樹 666-0015 川西市小花１丁目２－３小花駅前ビル１ＦーＢ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大島 礼子 神北(伊健)第1-351 令和4年1月17日 令和10年2月29日 令和4年1月17日
000028 2100187002 Ｌｅｍｏｎ 666-0124 川西市多田桜木２丁目１－２７堀田ビル１Ｆ１０２号室 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 原田 愛 神北(伊健)第1-352 令和4年1月18日 令和10年2月29日 令和4年1月18日
000028 2100187017 カフェバーラフルル 664-0851 伊丹市中央１丁目９－１３遊楽館山本不動産第七ビル７Ｆ－Ｂ 飲食店営業(4)その他 一般 妹背 佑弥 神北(伊健)第1-358 令和4年1月19日 令和10年2月29日 令和4年1月19日
000028 2100187028 いちごＩＣＨＩＪＹＵフルーツカフェ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 7439105 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社三の矢 代表取締役 カーペンター 麻美子 666-0251 兵庫県川辺郡猪名川町若葉１丁目２番地６ 7439105 神北(伊健)第1-363 令和4年1月20日 令和10年2月29日 令和4年1月20日
000028 2100187055 焼肉　山家 664-0012 伊丹市緑ケ丘５丁目６５－１錦荘４ 7645865 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山田 眞弓 神北(伊健)第1-368 令和4年1月21日 令和10年2月29日 令和4年1月21日
000028 2100187066 お茶の間　ぴっころ 666-0261 川辺郡猪名川町松尾台４丁目２－６ 7028178 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 多田 千景 神北(伊健)第1-371 令和4年1月21日 令和10年2月29日 令和4年1月21日
000028 2100187067 博多からあげ響 666-0124 川西市多田桜木１丁目４－１－１０２ 2003088 そうざい製造業 一般 株式会社ユーピー 代表取締役 坂井 陽子 666-0123 兵庫県川西市鼓が滝１丁目２５番１０－２０３ 677774706 神北(伊健)第20-12 令和4年1月21日 令和10年2月29日 令和4年1月21日
000028 2100187069 ナッツベリー 666-0033 川西市栄町２５－１アステ川西１Ｆ広場 7552254 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社ナッツベリー 代表取締役 望月 潔 666-0033 兵庫県川西市栄町２５番１号 7576531 神北(伊健)第1-370 令和4年1月21日 令和9年2月28日 令和4年1月21日
000028 2100187086 イオン伊丹昆陽店 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１ 7736900 魚介類販売業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５番地１ 432116110 神北(伊健)第4-14 令和4年1月21日 令和11年2月28日 令和4年1月21日
000028 2100187095 粉もん家こんぷとん／龍潭 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 山元 純一 神北(伊健)第1-369 令和4年1月21日 令和9年2月28日 令和4年1月21日
000028 2100187096 株式会社ステイジ　関西支店 664-0891 伊丹市北園３丁目１３－１ 7737545 食品の小分け業 一般 株式会社ステイジ 代表取締役 髙田 祥宏 581-0039 大阪府八尾市太田新町７丁目２５番地 729202366 神北(伊健)第26-2 令和4年1月25日 令和10年2月29日 令和4年1月25日
000028 2100187097 株式会社ＤＡＩＳＹＯＵ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社ＤＡＩＳＹＯＵ 代表取締役 橋本 大 541-0054 大阪府大阪市中央区南本町２丁目２番１１号堺筋本町西尾ビル４階 642561411 神北(伊健)第1-372 令和4年1月24日 令和9年2月28日 令和4年1月24日
000028 2100187106 海から空へ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社Ｓｅａ　ｔｏ　Ｓｋｙ 代表取締役 大石 尊弘 661-0982 兵庫県尼崎市食満５丁目２４番１号 663335740 神北(伊健)第1-379 令和4年1月25日 令和9年2月28日 令和4年1月25日
000028 2100187117 リハビリデイそら新伊丹 664-0855 伊丹市御願塚７丁目３－３ 727676113 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社日米クック 代表取締役 米谷 素明 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中１丁目１７番２２号 664522131 神北(伊健)第1-382 令和4年1月26日 令和10年2月29日 令和4年1月26日
000028 2100187204 たこ焼き　まる 664-0003 伊丹市大野１丁目５３ 飲食店営業(4)その他 一般 谷 俊宗 神北(伊健)第1-395 令和4年1月31日 令和10年2月29日 令和4年1月31日
000028 2100187209 オフィチーナ　久代工場 666-0024 川西市久代１丁目６－３－２ 7689895 そうざい製造業 一般 株式会社オフィチーナ 代表取締役 宮西 憲洋 666-0011 兵庫県川西市出在家町３番１４号 7689220 神北(伊健)第20-13 令和4年2月1日 令和10年2月29日 令和4年2月1日
000028 2100187225 Ｈａｗａｉｉａｎ　Ｋｉｔｃｈｅｎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 合同会社Ｎ　Ｆｏｏｄｓ 代表社員 西村 友也 564-0051 大阪府吹田市豊津町５３番１９Ａ 661709330 神北(伊健)第1-383 令和4年1月27日 令和10年2月29日 令和4年1月27日
000028 2100187239 ＰＬＡＮＴＲＵＣＫ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 信野 哲祥 神北(伊健)第1-403 令和4年2月2日 令和10年2月29日 令和4年2月2日
000028 2100187241 Ｃｈａｃｏｌ 664-0006 伊丹市鴻池２丁目２－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小山 由美子 神北(伊健)第1-399 令和4年2月2日 令和10年2月29日 令和4年2月2日
000028 2100187242 まる　かふぇ 664-0865 伊丹市南野６丁目６－９ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井本 和里 神北(伊健)第1-400 令和4年2月2日 令和10年2月29日 令和4年2月2日
000028 2100187267 私、ギョーザよりも焼売派。伊丹店 664-0899 伊丹市大鹿７丁目４０－２ 7859501 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社レブ・クリエイト 代表取締役 渡辺 充善 533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄５丁目２６番地３１号 663181111 神北(伊健)第1-404 令和4年2月3日 令和10年2月29日 令和4年2月3日
000028 2100187268 如月 664-0015 伊丹市昆陽池１丁目１１７－１サクラビル１Ｆ 7845255 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 仲 浩治 神北(伊健)第1-405 令和4年2月3日 令和10年2月29日 令和4年2月3日
000028 2100187293 プレオープンズ 666-0124 川西市多田桜木１丁目８－３イズミヤ多田店１Ｆ 菓子製造業 一般 向井 務 神北(伊健)第6-64 令和4年2月7日 令和10年2月29日 令和4年2月7日
000028 2100187302 あかね屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 篠木 博勝 神北(伊健)第1-414 令和4年2月7日 令和9年2月28日 令和4年2月7日
000028 2100187408 一本堂　伊丹駅前店 664-0851 伊丹市中央４丁目２－６ 7677085 菓子製造業 一般 株式会社エース 代表取締役 冨沢 高志 664-0851 兵庫県伊丹市中央４丁目６番２４号 664947002 神北(伊健)第6-67 令和4年2月14日 令和10年2月29日 令和4年2月14日
000028 2100187466 アンシャンテ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社エステートフロンティア 代表取締役 井谷 敬士 661-0014 兵庫県尼崎市上ノ島町２丁目１６番１－１０１号 664238606 神北(伊健)第1-421 令和4年2月17日 令和9年2月28日 令和4年2月17日
000028 2100187480 Ｄａｒｔｓ　Ｃａｆｅ：ＢＡＲへて 664-0026 伊丹市寺本４丁目２ 7677635 飲食店営業(4)その他 一般 嶋崎 景太 神北(伊健)第1-423 令和4年2月17日 令和10年2月29日 令和4年2月17日
000028 2100187483 ふわとろキッチン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 山口 優美 神北(伊健)第1-424 令和4年2月17日 令和9年2月28日 令和4年2月17日
000028 2100187492 日本クッカリー株式会社伊丹工場Ａ，Ｂ棟 664-0831 伊丹市北伊丹８丁目２０４ 7827701 そうざい製造業 一般 日本クッカリー株式会社 代表取締役社長 横山 裕昭 141-0022 東京都品川区東五反田２丁目２０－４ 334412255 神北(伊健)第20-14 令和4年2月15日 令和10年2月29日 令和4年2月15日
000028 2100187500 プレオープンズ 666-0124 川西市多田桜木１丁目８－３イズミヤ多田店１Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 向井 務 神北(伊健)第1-425 令和4年2月18日 令和10年2月29日 令和4年2月18日
000028 2100187502 堂阪農園 666-0242 川辺郡猪名川町原字湯屋向２５８－３ 7660144 漬物製造業 一般 堂阪 秀雄 神北(伊健)第24-4 令和4年2月18日 令和10年2月29日 令和4年2月18日
000028 2100187515 おおむち 666-0138 川西市西多田２丁目２－８三栄ビル２Ｆ 7929918 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森本 愼司 神北(伊健)第1-426 令和4年2月21日 令和10年2月29日 令和4年2月21日
000028 2100187535 マルアイ伊丹中野店 664-0029 伊丹市中野北４丁目２－３９ 7773990 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 神北(伊健)第1-427 令和4年2月22日 令和11年2月28日 令和4年2月22日
000028 2100187536 マルアイ伊丹中野店 664-0029 伊丹市中野北４丁目２－３９ 7773990 食肉販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 神北(伊健)第3-18 令和4年2月22日 令和11年2月28日 令和4年2月22日
000028 2100187537 マルアイ伊丹中野店 664-0029 伊丹市中野北４丁目２－３９ 7773990 魚介類販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 神北(伊健)第4-16 令和4年2月22日 令和11年2月28日 令和4年2月22日
000028 2100187541 イオンリテール株式会社  イオン猪名川店 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１ 7651111 菓子製造業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５番地１ 432126000 神北(伊健)第6-69 令和4年2月22日 令和11年2月28日 令和4年2月22日
000028 2100187587 スナック　ＬＯＶＥ 666-0124 川西市多田桜木１丁目８－２４ 飲食店営業(4)その他 一般 星野 希世子 神北(伊健)第1-430 令和4年2月25日 令和10年2月29日 令和4年2月25日
000028 2100187589 竹鳥バンブーチキン 664-0006 伊丹市鴻池１丁目３－１５ 7851244 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社零 代表取締役 筒井 善之 664-0006 兵庫県伊丹市鴻池１丁目３番１５号 7851244 神北(伊健)第1-433 令和4年2月25日 令和10年2月29日 令和4年2月25日
000028 2100187597 Ｈａｇｕ　＆　ｈｕｇ 664-0875 伊丹市野間北６丁目４－４ 菓子製造業 一般 伊賀松 美和 神北(伊健)第6-71 令和4年2月28日 令和10年2月29日 令和4年2月28日
000028 2100187605 スナック　モナミ 664-0873 伊丹市野間８丁目１－１－２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 新田 美穂子 神北(伊健)第1-432 令和4年2月25日 令和10年2月29日 令和4年2月25日
000028 2100187606 関西スーパー　鴻池店 664-0006 伊丹市鴻池５丁目６－３ 7810755 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第1-435 令和4年2月28日 令和10年2月29日 令和4年2月28日
000028 2100187607 関西スーパー　鴻池店 664-0006 伊丹市鴻池５丁目６－３ 7810755 菓子製造業 一般 株式会社　関西スーパーマーケット 代表取締役 福谷 耕治 664-0851 兵庫県伊丹市中央５丁目３番３８号 7720341 神北(伊健)第6-72 令和4年2月28日 令和11年2月28日 令和4年2月28日
000028 2100187613 Ｂａｒ　Ｋ 664-0012 伊丹市緑ケ丘５丁目１１２－２ 飲食店営業(4)その他 一般 前川 起一 神北(伊健)第1-437 令和4年2月28日 令和10年2月29日 令和4年2月28日
000028 2100187619 ネパールレストランＢ・サパナエック 664-0001 伊丹市荒牧３丁目２－２２ 7787655 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 アリアル アラジュン 神北(伊健)第1-436 令和4年2月28日 令和10年2月29日 令和4年2月28日
000028 2100187669 Ｊｏｙ　＆　Ｍｏｎｉ’ｓ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 横山 ゆづか 神北(伊健)第1-440 令和4年3月2日 令和9年5月31日 令和4年3月2日
000028 2100187674 コブカフェ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社ＫＯＶ 代表取締役 小藪 貴士 531-0061 大阪府大阪市北区長柄西２丁目５－５アワーズ長柄１－Ａ 神北(伊健)第1-441 令和4年3月3日 令和9年5月31日 令和4年3月3日
000028 2100187716 お菓子工房　lien 664-0006 伊丹市鴻池１丁目１０－５メゾン杉の子１Ｆ 菓子製造業 一般 社会福祉法人いたみ杉の子 理事長 小山 達也 664-0006 兵庫県伊丹市鴻池１丁目１０番１５号 7777486 神北(伊健)第6-73 令和4年3月3日 令和10年5月31日 令和4年3月3日
000028 2100187767 会席のふる川 666-0116 川西市水明台２丁目２－１０ 7901100 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社ＴＲＹ 代表取締役 古川 彰一 666-0116 兵庫県川西市水明台２丁目２番１０号 7901100 神北(伊健)第1-442 令和4年3月7日 令和10年5月31日 令和4年3月7日
000028 2100187785 ＴＡＣＯＢＯＳＥ 664-0026 伊丹市寺本４丁目３ 飲食店営業(4)その他 一般 柴田 悠佑 神北(伊健)第1-444 令和4年3月9日 令和10年5月31日 令和4年3月9日
000028 2100187808 陸上自衛隊　伊丹駐屯地 664-0012 伊丹市緑ケ丘７丁目１－１ 7820001 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 キョウワプロテック株式会社 代表取締役 吾妻 学 960-8061 福島県福島市五月町３番２０号 676700911 神北(伊健)第1-445 令和4年3月10日 令和11年5月31日 令和4年3月10日
000028 2100187838 日本のわんぱく小僧 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社ＯＢＵ 代表取締役 田島 英規 577-0818 大阪府東大阪市小若江１丁目１３番２２号 神北(伊健)第1-448 令和4年3月11日 令和9年5月31日 令和4年3月11日
000028 2100187844 日本のわんぱく小僧 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社ＯＢＵ 代表取締役 田島 英規 577-0818 大阪府東大阪市小若江１丁目１３番２２号 神北(伊健)第1-447 令和4年3月11日 令和9年5月31日 令和4年3月11日
000028 2100187854 ｃａｆｅ　たんぽぽのお酒 666-0112 川西市大和西１丁目２８－１５ 7031038 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 菊岡 秀行 神北(伊健)第1-446 令和4年3月11日 令和10年5月31日 令和4年3月11日
000028 2100187904 アンニョン　イオンモール猪名川店 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１イオンモール猪名川３Ｆ 7676960 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社焼肉坂井ホールディングス 代表取締役 阿久津 貴史 462-0841 愛知県名古屋市北区黒川本通２丁目４６番地 529101729 神北(伊健)第1-450 令和4年3月15日 令和10年5月31日 令和4年3月15日
000028 2100187948 ひだまり 664-0003 伊丹市大野２丁目１０－２日光園サン・パレス１０２号 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 河崎 麻紀 神北(伊健)第1-451 令和4年3月16日 令和10年5月31日 令和4年3月16日
000028 2100187949 Ｔｏｐ　Ｌａｄｙ　２ 664-0002 伊丹市荻野７丁目１－１ 飲食店営業(4)その他 一般 山添 恵美子 神北(伊健)第1-452 令和4年3月16日 令和10年5月31日 令和4年3月16日
000028 2100187974 株式会社Ｇａｉｎｅｒｚ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社Ｇａｉｎｅｒｚ 代表取締役 植野 博徳 660-0055 兵庫県尼崎市稲葉元町２丁目１８番１２号 5031772233 神北(伊健)第1-449 令和4年3月14日 令和9年5月31日 令和4年3月14日
000028 2100188029 かき小屋よもだ　川西能勢口店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 岸田 英章 神北(伊健)第1-453 令和4年3月22日 令和9年5月31日 令和4年3月22日
000028 2100188049 明琥屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 和田 憲典 神北(伊健)第1-454 令和4年3月22日 令和9年5月31日 令和4年3月22日
000028 2100188074 ｃａｆｅ　ＰＩＣＮＩＣ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 牧野 淳 神北(伊健)第1-455 令和4年3月23日 令和10年5月31日 令和4年3月23日
000028 2100188097 菓子工房　ｉｔｏ 664-0013 伊丹市瑞穂町１丁目２２ 菓子製造業 一般 武田 あい子 神北(伊健)第6-74 令和4年3月24日 令和10年5月31日 令和4年3月24日
000028 2100188126 ミユキ食堂 666-0243 川辺郡猪名川町柏梨田字塩井２２３－１２ 7666608 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ミユキ 代表取締役 車 智也 666-0254 兵庫県川辺郡猪名川町肝川字畦田３２番地 7661330 神北(伊健)第1-456 令和4年3月25日 令和10年5月31日 令和4年3月25日
000028 2100188133 讃岐うどんむらさき  イオンモール猪名川店 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１３Ｆフードコート内 7442336 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岸本株式会社 代表取締役 岸本 伸造 705-0001 岡山県備前市伊部２３７５番地 869642859 神北(伊健)第1-457 令和4年3月25日 令和10年5月31日 令和4年3月25日
000028 2100188152 自家焙煎珈琲『天使のはしご』 666-0261 川辺郡猪名川町松尾台４丁目１－１８ 飲食店営業(4)その他 一般 渡邊 智子 神北(伊健)第1-460 令和4年3月28日 令和10年5月31日 令和4年3月28日
000028 2100188153 自家焙煎珈琲『天使のはしご』 666-0261 川辺郡猪名川町松尾台４丁目１－１８ 菓子製造業 一般 渡邊 智子 神北(伊健)第6-75 令和4年3月28日 令和10年5月31日 令和4年3月28日
000028 2100188175 ｅｎ－ｙｕｉ 666-0115 川西市向陽台３丁目３－１６ 菓子製造業 一般 内田 有里 神北(伊健)第6-76 令和4年3月28日 令和10年5月31日 令和4年3月28日
000028 2100188176 Ｓｏｃｉｏ 664-0858 伊丹市西台１丁目６－２２山下ビル１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 高原 かなこ 神北(伊健)第1-461 令和4年3月29日 令和10年5月31日 令和4年3月29日
000028 2100188177 Ｃａｆｅ＆Ｓｐｉｃｅリズモ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 濱田 真紀 神北(伊健)第1-458 令和4年3月28日 令和9年5月31日 令和4年3月28日
000028 2100188255 Ｍａｒｖｅｌｏｕｓ 666-0015 川西市小花１丁目４－１５－１ 飲食店営業(4)その他 一般 𠮷田 晃子 神北(伊健)第1-463 令和4年3月29日 令和10年5月31日 令和4年3月29日
000028 2100188264 伊丹森のほいくえん 664-0861 伊丹市稲野町５丁目７６ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社マルワ 代表取締役 湯浅 和也 577-0025 大阪府東大阪市新家３丁目９番３１号 666185900 神北(伊健)第1-465 令和4年3月29日 令和10年5月31日 令和4年3月29日
000028 2100188286 豚にポン酒　とんとことん 666-0015 川西市小花１丁目５－１５ 7441115 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 末永 伸二 神北(伊健)第1-464 令和4年3月29日 令和10年5月31日 令和4年3月29日
000028 2100188288 社長のからあげ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社Ｆフーズ 代表取締役 福谷 利郎 661-0971 兵庫県尼崎市瓦宮２丁目４番１６号 664942198 神北(伊健)第1-459 令和4年3月28日 令和9年5月31日 令和4年3月28日
000028 2100188364 兵庫県立川西緑台高等学校　食堂 666-0115 川西市向陽台１丁目８ 7930361 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 マインフーズサービス株式会社 代表取締役 峯 林太郎 661-0024 兵庫県尼崎市三反田町２丁目２０－９ 664274633 神北(伊健)第1-8 令和4年4月5日 令和11年5月31日 令和4年4月5日
000028 2100188371 からあげ　ＮＩＰＰＯＮ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 白川 太一 神北(伊健)第1-10 令和4年4月5日 令和9年5月31日 令和4年4月5日
000028 2100188375 ニューグルメ川西店 666-0138 川西市西多田２丁目１９－２５ 7443907 食肉販売業 一般 株式会社ニューグルメ 代表取締役 山﨑 徳久 579-8002 大阪府東大阪市池之端町４番２４号 729807133 神北(伊健)第3-1 令和4年4月1日 令和10年5月31日 令和4年4月1日
000028 2100188384 ４６食堂 664-0012 伊丹市緑ヶ丘７丁目１－１ 7820001 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 養老乃瀧株式会社 代表取締役 矢満田 敏之 171-0021 東京都豊島区西池袋１丁目１０番１５号 363272800 神北(伊健)第1-11 令和4年4月6日 令和10年5月31日 令和4年4月6日
000028 2100188387 さかなの大将 666-0016 川西市中央町１１－５オンリーワン川西Ⅰ 7590135 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 土谷 浩司 神北(伊健)第1-9 令和4年4月5日 令和10年5月31日 令和4年4月5日
000028 2100188389 ラグドール 664-0854 伊丹市南町４丁目５－２２ 飲食店営業(4)その他 一般 井上 美鳥 神北(伊健)第1-12 令和4年4月6日 令和10年5月31日 令和4年4月6日
000028 2100188403 ３９　ｔｈａｎｋ　ｙｏｕ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 井澤 美空 神北(伊健)第1-14 令和4年4月7日 令和9年5月31日 令和4年4月7日
000028 2100188418 クラムスバナナ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社ＮＯＧＩＫＵ 代表取締役 菊農 章央 569-1136 大阪府高槻市郡家新町１１番１号の１ 726699888 神北(伊健)第1-7 令和4年4月4日 令和10年5月31日 令和4年4月4日
000028 2100188431 横浜家系ラーメン　藤大家  イオンモール猪名川店 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１イオンモール猪名川店 7676464 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社大吉 代表社員 大石 浩司 675-0126 兵庫県加古川市別府町本町１丁目６６番地の１ 794975990 神北(伊健)第1-13 令和4年4月6日 令和10年5月31日 令和4年4月6日
000028 2100188445 伊丹スカイパーク前店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 當銘 偉哲 神北(伊健)第1-22 令和4年4月12日 令和9年5月31日 令和4年4月12日
000028 2100188454 家系ラーメン頂㐂家　阪急伊丹店 664-0858 伊丹市西台１丁目１－１阪急リータ１階 7831210 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 イタダキフーズ株式会社 代表取締役 深瀬 大助 572-0823 大阪府寝屋川市下木田町２０番２号 728216056 神北(伊健)第1-19 令和4年4月11日 令和10年5月31日 令和4年4月11日
000028 2100188462 すきま産業 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 山野 敏夫 神北(伊健)第1-17 令和4年4月11日 令和9年5月31日 令和4年4月11日
000028 2100188478 こだわり　からあげ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 楠 良和 神北(伊健)第1-27 令和4年4月13日 令和9年5月31日 令和4年4月13日
000028 2100188480 Ｒｕｂｉｋ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 知花 琳々子 神北(伊健)第1-16 令和4年4月8日 令和9年5月31日 令和4年4月8日



000028 2100188490 梅ノ木くじら保育園 664-0856 伊丹市梅ノ木４丁目６－８ 7700314 菓子製造業 一般 株式会社りぼん 代表取締役 包行 美紀 525-0034 滋賀県草津市草津１丁目１３－１２ 957524444 神北(伊健)第6-1 令和4年4月12日 令和10年5月31日 令和4年4月12日
000028 2100188500 からあげ　暁 664-0887 伊丹市南野北１丁目３－２ 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 松下 準 神北(伊健)第1-35 令和4年4月14日 令和10年5月31日 令和4年4月14日
000028 2100188555 ひい㐂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L ウノスプランニング株式会社 代表取締役 石田 修 547-0015 大阪府大阪市平野区長吉長原西１丁目３番１８号 667017177 神北(伊健)第1-18 令和4年4月11日 令和9年5月31日 令和4年4月11日
000028 2100188574 韓国料理　ふるさと 666-0261 川辺郡猪名川町松尾台２丁目３－１６ 7476599 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉永 晃子 神北(伊健)第1-31 令和4年4月14日 令和10年5月31日 令和4年4月14日
000028 2100188588 キュロス 664-0851 伊丹市中央１丁目２－５コーワビル 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 八川 崇 神北(伊健)第1-50 令和4年4月20日 令和10年5月31日 令和4年4月20日
000028 2100188618 Ｌｉｌｙ　ｂａｓｅ　（リリーベース） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 長田 勇司 神北(伊健)第1-53 令和4年4月21日 令和9年5月31日 令和4年4月21日
000028 2100188630 いちご　ＩＣＨＩＪＹＵ　Ｆｒｕｉｔ　Ｃａｆｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社三の矢 代表取締役 カーペンター 麻美子 666-0200 兵庫県川辺郡猪名川町若葉１丁目２－６ 7439105 神北(伊健)第1-55 令和4年4月21日 令和10年5月31日 令和4年4月21日
000028 2100188644 ぱん工房　ありさ 666-0117 川西市東畦野３丁目３－２４ 7944417 菓子製造業 一般 谷舗 早 神北(伊健)第6-7 令和4年4月20日 令和10年5月31日 令和4年4月20日
000028 2100188653 牛王　縁　伊丹店 664-0013 伊丹市瑞穂町３丁目７－１０１号 7842900 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石神 慶子 神北(伊健)第1-39 令和4年4月15日 令和10年5月31日 令和4年4月15日
000028 2100188654 牛王　縁　伊丹店 664-0013 伊丹市瑞穂町３丁目７－１０１号 7842900 食肉販売業 一般 石神 慶子 神北(伊健)第3-2 令和4年4月15日 令和10年5月31日 令和4年4月15日
000028 2100188666 スナック　紡 664-0858 伊丹市西台３丁目８－４田所ビル２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 垂水 健悟 神北(伊健)第1-62 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 2100188669 Ｃｏｒｏｎ：Ｃｒｅｐｅ伊丹店 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹１Ｆ 7677570 菓子製造業 一般 株式会社健菜厨房 代表取締役 北井 加代子 693-0004 島根県出雲市渡橋町１２２７番地 853215015 神北(伊健)第6-8 令和4年4月21日 令和11年5月31日 令和4年4月21日
000028 2100188707 世界の山ちゃん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 株式会社エスワイフード 代表取締役 山本 久美 460-0007 愛知県名古屋市中区新栄１丁目２２番２４号 522592782 神北(伊健)第1-65 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 2100188729 麺屋藤兵衛 666-0129 川西市緑台２丁目１－７３ 7939660 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 青木 幹夫 神北(伊健)第1-66 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 2100188788 のんびり家 666-0203 川辺郡猪名川町西畑字松ヶ本１３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前田 敦子 神北(伊健)第1-81 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 2100188865 ホットあんバターサンド屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 宮武 茂俊 神北(伊健)第1-82 令和4年5月6日 令和9年5月31日 令和4年5月6日
000028 2100188878 アメリカンワッフル 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 有限会社フジジョン 代表取締役 藤上 邦明 666-0116 兵庫県川西市水明台３丁目６番地の４３ 神北(伊健)第1-83 令和4年5月9日 令和9年5月31日 令和4年5月9日
000028 2100188886 石修堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 廣石 元 神北(伊健)第1-85 令和4年5月9日 令和9年5月31日 令和4年5月9日
000028 2100188890 旬漬物の前中 666-0221 川辺郡猪名川町杤原字柏ノ木８ 7681108 漬物製造業 一般 前中 須美子 神北(伊健)第24-1 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 2100188899 ＢＨＥＴ　ＧＨＡＴ 664-0852 伊丹市南本町７丁目１－１０ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 サルマ スベディ　ルーパ 神北(伊健)第1-86 令和4年5月9日 令和10年5月31日 令和4年5月9日
000028 2100188935 居酒屋ＲｅＮｔｏ 664-0886 伊丹市昆陽東６丁目８－４７西伊丹マンション１０１ 7689979 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 稲葉 睦美 神北(伊健)第1-91 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 2100188937 ＬＯＯＫＳＣＯＲＴ 664-0012 伊丹市緑ケ丘５丁目１１２－２ 7722343 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｄ－Ｓｔａｒ 代表取締役 佐藤 大輔 660-0063 兵庫県尼崎市大庄北４丁目１１－６ 664158787 神北(伊健)第1-96 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 2100188944 Ｌｉｌａ　Ｔｒａｖｅｌｅｒｓ  Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ　Ｃａｆｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 市川 琴 神北(伊健)第1-97 令和4年5月12日 令和9年5月31日 令和4年5月12日
000028 2100188986 野乃鳥　備丹蔵 664-0858 伊丹市西台１丁目２－６山本不動産第２ビル　１ＦＡ号 7797342 飲食店営業(4)その他 一般 東 和尊 神北(伊健)第1-103 令和4年5月13日 令和10年5月31日 令和4年5月13日
000028 2100188993 Ｅｎ 666-0033 川西市栄町１０－５パルティ川西１１８ 7443759 飲食店営業(4)その他 一般 篠木 未来 神北(伊健)第1-104 令和4年5月16日 令和10年5月31日 令和4年5月16日
000028 2100188994 Ｄｉｎｉｎｇ　湊屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 川﨑 孝 神北(伊健)第1-107 令和4年5月16日 令和9年5月31日 令和4年5月16日
000028 2100188996 八福 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 佐藤 紋子 神北(伊健)第1-108 令和4年5月16日 令和9年5月31日 令和4年5月16日
000028 2100189025 ｓｗｅｅｔｓ　ｃｌｕｂ　ＢｅＢｅｅ 666-0014 川西市小戸２丁目６－２ハッピーハウス１０１ 7442554 飲食店営業(4)その他 一般 田邉 一雄 神北(伊健)第1-109 令和4年5月17日 令和10年5月31日 令和4年5月17日
000028 2100189037 鯛　ノ　ココロ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 玉利 大悟 神北(伊健)第1-111 令和4年5月18日 令和9年5月31日 令和4年5月18日
000028 2100189044 グロアール 664-0022 伊丹市中野東２丁目５４ 飲食店営業(4)その他 一般 野村 猛 神北(伊健)第1-106 令和4年5月16日 令和10年5月31日 令和4年5月16日
000028 2100189053 ラー麺ずんどう屋　川西多田店 666-0124 川西市多田桜木２丁目１１－１０ 7677848 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＺＵＮＤ 代表取締役 馬場 紳介 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋４丁目８番１３号 663548001 神北(伊健)第1-112 令和4年5月18日 令和11年5月31日 令和4年5月18日
000028 2100189123 セブン－イレブン川西東畦野３丁目店 666-0117 川西市東畦野３丁目２１－８ 7947788 飲食店営業(4)その他 一般 合同会社Ｒａｎａ 代表社員 吉村 康宏 666-0117 兵庫県川西市東畦野３丁目２１番８号 7947788 神北(伊健)第1-120 令和4年5月20日 令和11年5月31日 令和4年5月20日
000028 2100189127 麻瑚 666-0022 川西市下加茂１丁目８－２ 菓子製造業 一般 窪 亜貴子 神北(伊健)第6-12 令和4年5月23日 令和10年5月31日 令和4年5月23日
000028 2100189128 麻瑚 666-0022 川西市下加茂１丁目８－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 窪 亜貴子 神北(伊健)第1-122 令和4年5月23日 令和10年5月31日 令和4年5月23日
000028 2100189139 アオキ 664-0873 伊丹市野間７丁目５－１２ 7795194 飲食店営業(4)その他 露店40L 青木 富男 神北(伊健)第1-116 令和4年5月19日 令和9年5月31日 令和4年5月19日
000028 2100189174 Ｔｅｘｔｕｒｅ 666-0129 川西市緑台２丁目２－１２２ 菓子製造業 一般 齊藤 大輔 神北(伊健)第6-13 令和4年5月26日 令和10年5月31日 令和4年5月26日
000028 2100189180 ＪＯＵＲＮＥＹＳ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 川本 明美 神北(伊健)第1-129 令和4年5月26日 令和9年5月31日 令和4年5月26日
000028 2100189205 セブン－イレブン　川西矢問３丁目店 666-0131 川西市矢問３丁目９－１１ 7920711 飲食店営業(4)その他 一般 合同会社Ｒａｎａ 代表社員 吉村 康宏 666-0117 兵庫県川西市東畦野３丁目２１番８号 7947788 神北(伊健)第1-119 令和4年5月20日 令和10年5月31日 令和4年5月20日
000028 2100189270 パネッテリアトリトン 666-0253 川辺郡猪名川町差組字向イ２０１－２ 7417935 菓子製造業 一般 有限会社トリトン 代表取締役 寺尾 純 666-0253 兵庫県川辺郡猪名川町差組向イ２０１番地２ 7417935 神北(伊健)第6-14 令和4年5月30日 令和11年5月31日 令和4年5月30日
000028 2100189271 グリーンズ 664-0015 伊丹市昆陽池２丁目１６６アベニューヒカリ２０１ 飲食店営業(4)その他 一般 加耒 るりこ 神北(伊健)第1-134 令和4年6月1日 令和10年8月31日 令和4年6月1日
000028 2100189292 ちょっとＢＡＲ　ＬＡＩＤ－ＢＡＣＫ 666-0125 川西市新田１丁目４－６ 飲食店営業(4)その他 一般 山本 祐樹 神北(伊健)第1-132 令和4年5月31日 令和10年5月31日 令和4年5月31日
000028 2100189334 大戸屋ごはん処　ラソラ川西店 666-0033 川西市栄町１１－１ 7577539 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＮＯＲＩ 代表取締役 小椋 規正 520-2351 滋賀県野洲市冨波甲１１６１番地の８ 775876272 神北(伊健)第1-133 令和4年5月31日 令和10年5月31日 令和4年5月31日
000028 2100189355 イオン伊丹昆陽店  ホットデリカ 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１ 7736900 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５－１ 432116110 神北(伊健)第1-135 令和4年6月2日 令和10年8月31日 令和4年6月2日
000028 2100189366 お珈琲屋　凩 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 盛 孝昭 神北(伊健)第1-136 令和4年6月7日 令和9年8月31日 令和4年6月7日
000028 2100189375 酒井屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 村中 真広 神北(伊健)第1-137 令和4年6月8日 令和9年8月31日 令和4年6月8日
000028 2100189378 イオンリテール株式会社  イオン伊丹店（デリカ） 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１ 7870500 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５－１ 432126000 神北(伊健)第1-138 令和4年6月8日 令和11年8月31日 令和4年6月8日
000028 2100189397 スンドゥブ専門店ＨＯＴＴＯ(ホット） 664-0012 伊丹市緑ケ丘６丁目６４－１ 7747011 そうざい製造業 一般 フクユ管理サービス株式会社 代表取締役 松下 研止 664-0027 兵庫県伊丹市池尻７丁目１８４ 7755145 神北(伊健)第20-4 令和4年6月9日 令和10年8月31日 令和4年6月9日
000028 2100189398 スンドゥブ専門店ＨＯＴＴＯ(ホット） 664-0012 伊丹市緑ケ丘６丁目６４－１ 7747011 食品の小分け業 一般 フクユ管理サービス株式会社 代表取締役 松下 研止 664-0027 兵庫県伊丹市池尻７丁目１８４ 7755145 神北(伊健)第26-1 令和4年6月9日 令和10年8月31日 令和4年6月9日
000028 2100189404 農園カフェ　Ｗａｃｃａ 666-0103 川西市国崎字棗１０－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 マノカルダ株式会社 代表取締役 片山 文彦 666-0136 兵庫県川西市南野坂２丁目３９番５号 神北(伊健)第1-140 令和4年6月9日 令和10年8月31日 令和4年6月9日
000028 2100189411 池田焙煎工房 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社健康創生館 代表取締役 仲谷 知大 541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町１丁目９番２号 662615552 神北(伊健)第1-139 令和4年6月8日 令和9年8月31日 令和4年6月8日
000028 2100189424 フレスコ川西店内　お肉の壱丁田 666-0033 川西市栄町１１－１ 7561008 食肉販売業 一般 明治屋産業株式会社 代表取締役 谷尾 一也 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東２丁目１４番１号 924329529 神北(伊健)第3-6 令和4年6月9日 令和11年8月31日 令和4年6月9日
000028 2100189429 フレスコ川西店 666-0033 川西市栄町１１－１（ラソラ川西１階） 7445191 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ハートフレンド 代表取締役 井上 壮一 600-8311 京都府京都市下京区若宮通五条下ル毘沙門町３３番地１ 754689171 神北(伊健)第1-141 令和4年6月9日 令和11年8月31日 令和4年6月9日
000028 2100189430 フレスコ川西店 666-0033 川西市栄町１１－１（ラソラ川西１階） 7445191 魚介類販売業 一般 株式会社ハートフレンド 代表取締役 井上 壮一 600-8311 京都府京都市下京区若宮通五条下ル毘沙門町３３番地１ 754689171 神北(伊健)第4-4 令和4年6月9日 令和11年8月31日 令和4年6月9日
000028 2100189467 イオンリテール株式会社  イオン伊丹店（畜産コンセ千里屋） 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１ 727870500 食肉販売業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５－１ 432126000 神北(伊健)第3-5 令和4年6月8日 令和11年8月31日 令和4年6月8日
000028 2100189513 Ｇｉｒｌ’ｓ　ｂａｒ　ＴＩＮＹ 664-0851 伊丹市中央１丁目９－１３　遊楽館山本不動産第７ビル６階６Ｆ－Ａ号室 飲食店営業(4)その他 一般 岸 義泰 神北(伊健)第1-142 令和4年6月20日 令和10年8月31日 令和4年6月20日
000028 2100189548 キコーナ　キセラ川西店  ｃａｆｅ　Ｌｕｍｉｅｒｅ 666-0017 川西市火打１丁目１９－１ 飲食店営業(4)その他 一般 Ａ．Ｐ．Ｃ株式会社 代表取締役 藤岡 利之 918-8231 福井県福井市問屋町４丁目７０５番 776292226 神北(伊健)第1-143 令和4年6月22日 令和10年8月31日 令和4年6月22日
000028 2100189569 養護老人ホーム　松風園・特別養護老人ホーム  ケアハイツなかの 664-0029 伊丹市中野北４丁目１７－３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社塩梅 代表取締役 今井 清秀 567-0834 大阪府茨木市学園南町７番５号 726571122 神北(伊健)第1-146 令和4年6月22日 令和10年8月31日 令和4年6月22日
000028 2100189598 ＢＵＲＧＥＲ　ＰＲＯＤＵＣＴＳ  ｂｙ　肉バル２９ヤネン 664-0851 伊丹市中央２丁目９－２９Ｐａｓｅｏ三軒寺通り１０２号 7441313 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 今村 夢斗 神北(伊健)第1-147 令和4年6月22日 令和10年8月31日 令和4年6月22日
000028 2100189600 ＥＬＩＣＡ 664-0851 伊丹市中央５丁目３－１　２Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井上 修司 神北(伊健)第1-145 令和4年6月22日 令和10年8月31日 令和4年6月22日
000028 2100189614 ｓｈｉｎｅ　ｃａｆｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社ｗｒａｐ 代表取締役 西村 裕美 666-0112 兵庫県川西市大和西２丁目１４番地の２０ 神北(伊健)第1-151 令和4年6月27日 令和9年8月31日 令和4年6月27日
000028 2100189627 信濃路 664-0861 伊丹市稲野町３丁目３０－３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 辰井 義行 神北(伊健)第1-150 令和4年6月27日 令和10年8月31日 令和4年6月27日
000028 2100189634 農園カフェ　Ｗａｃｃａ 666-0103 川西市国崎字棗１０－１ 菓子製造業 一般 マノカルダ株式会社 代表取締役 片山 文彦 666-0136 兵庫県川西市南野坂２丁目３９番５号 神北(伊健)第6-15 令和4年6月24日 令和10年8月31日 令和4年6月24日
000028 2100189638 源氏藤 666-0033 川西市栄町１１－１ 7447700 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＨＳＣ　ＣＯＬＬＡＧＥＮ 代表取締役 澁谷 和正 666-0137 兵庫県川西市湯山台２丁目３番地の９ 7939137 神北(伊健)第1-149 令和4年6月27日 令和10年8月31日 令和4年6月27日
000028 2100189645 ＴＨＥ　ＲＯＡＳＴＥＲＹ　ＯＫＩ　ＯＫＩ 666-0016 川西市中央町７－３ 7646800 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 狩野 祐司 神北(伊健)第1-152 令和4年6月28日 令和10年8月31日 令和4年6月28日
000028 2100189655 アミスタライフ伊丹 664-0002 伊丹市荻野４丁目３２ 7441723 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社アイリス 代表取締役 細川 寛子 524-0102 滋賀県守山市水保町１３９０－４ 775843623 神北(伊健)第1-153 令和4年6月28日 令和10年8月31日 令和4年6月28日
000028 2100189662 Ｂｏｍｂ　Ｆｒｉｅｓ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 金澤 秀人 神北(伊健)第1-154 令和4年6月29日 令和9年8月31日 令和4年6月29日
000028 2100189666 鶏白湯そば　松もと 664-0846 伊丹市伊丹２丁目３－２０　和音１０４ 7441749 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松本 雄宗 神北(伊健)第1-155 令和4年6月29日 令和10年8月31日 令和4年6月29日
000028 2100189691 ｓｈｉｎｉｎｇ 664-0851 伊丹市中央１丁目９－１３遊楽館山本不動産第７ビル７ＦーＣ 飲食店営業(4)その他 一般 湯田 幸生 神北(伊健)第1-158 令和4年7月4日 令和10年8月31日 令和4年7月4日
000028 2100189697 しぼっただけ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社ＴＯＴ 代表取締役 福田 拓也 537-0003 大阪府大阪市東成区神路２丁目８番３３号クレアシティ深江橋４０４ 神北(伊健)第1-156 令和4年7月1日 令和9年8月31日 令和4年7月1日
000028 2100189700 ＭＡＮＯＭＡＤＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社マノメイド 代表取締役 澤田 稔 561-0841 大阪府豊中市名神口３丁目１１番１２号 663310200 神北(伊健)第1-159 令和4年7月4日 令和9年8月31日 令和4年7月4日
000028 2100189703 ＭＯＮＭＯＮ 664-0858 伊丹市西台２丁目６－４　Ｄ号 飲食店営業(4)その他 一般 松井 優樹 神北(伊健)第1-160 令和4年7月5日 令和10年8月31日 令和4年7月5日
000028 2100189709 桜Ｄｉｎｅｒ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 小森 啓好 神北(伊健)第1-161 令和4年7月5日 令和9年8月31日 令和4年7月5日
000028 2100189710 ミラ　マハル 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社ＳＪＡＢＭインターナショナル 代表取締役 ﾋﾞｽﾄ ･ｿﾊﾝ･ﾊﾟﾙ･ｼﾝｸﾞ 532-0031 大阪府大阪市淀川区加島３丁目９－１０辻庄ハイツ１Ｆ（１０２号室） 663013572 神北(伊健)第1-162 令和4年7月5日 令和9年8月31日 令和4年7月5日
000028 2100189721 ポークとたまご 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 合同会社フジタ 代表社員 藤田 充 664-0845 兵庫県伊丹市東有岡３丁目１１５－１ 7443310 神北(伊健)第1-157 令和4年7月1日 令和9年8月31日 令和4年7月1日
000028 2100189740 和音 666-0153 川西市一庫字井補野２８ 7950355 飲食店営業(4)その他 露店80L 和音合同会社 代表社員 大塚 謙二 666-0153 兵庫県川西市一庫字井補野２８ 7950355 神北(伊健)第1-163 令和4年7月7日 令和9年8月31日 令和4年7月7日
000028 2100189742 ＯＲＩＧＩＮＡＬ　ｄｉｓｈ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社ＴＯＫＩＷＡ 代表取締役 田 美敬 664-0873 兵庫県伊丹市野間１丁目２番３号 7717457 神北(伊健)第1-164 令和4年7月7日 令和9年8月31日 令和4年7月7日
000028 2100189751 ハッピー川西 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 有限会社ハッピー川西 代表取締役 仲村 博一 666-0013 兵庫県川西市美園町１１－２ 7594172 神北(伊健)第1-165 令和4年7月8日 令和9年8月31日 令和4年7月8日
000028 2100189762 ＣＯＯＫＥＭＯＮ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 学校法人ＬＡＢＯ－Ｋ学園 理事長 小西 理 660-0828 兵庫県尼崎市東大物町１丁目５番５号 664882261 神北(伊健)第1-166 令和4年7月8日 令和9年8月31日 令和4年7月8日
000028 2100189764 チキンパラダイス 666-0123 川西市鼓が滝１丁目２－２３ 7931730 飲食店営業(4)その他 一般 長友 悠 神北(伊健)第1-167 令和4年7月11日 令和10年8月31日 令和4年7月11日
000028 2100189805 キーズカフェ　ＴＳＵＴＡＹＡ阪急伊丹駅前店 664-0851 伊丹市中央１丁目１－１伊丹ショッピングデパートＢ１Ｆ 7851722 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社名月 代表取締役 濱本 輝夫 661-0021 兵庫県尼崎市名神町２丁目６番１２号 664270830 神北(伊健)第1-169 令和4年7月12日 令和10年8月31日 令和4年7月12日
000028 2100189808 焼き菓子　ふらり 664-0887 伊丹市南野北１丁目１２－８ 菓子製造業 一般 持田 恵美 神北(伊健)第6-16 令和4年7月12日 令和10年8月31日 令和4年7月12日
000028 2100189837 チムニー珈琲焙煎所 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 大久保 香織 神北(伊健)第1-171 令和4年7月13日 令和9年8月31日 令和4年7月13日
000028 2100189845 サービス付高齢者向け住宅  ひなたぼっこ伊丹森本 664-0842 伊丹市森本４丁目２２０－１ 7821071 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ケアプラス 代表取締役 渡邉 勝 541-0054 大阪府大阪市中央区南本町２丁目３番１１号 662668001 神北(伊健)第1-173 令和4年7月14日 令和10年8月31日 令和4年7月14日
000028 2100189848 ええキッチンカー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 株式会社Ｍ 代表取締役 岸本 理江 665-0874 兵庫県宝塚市中筋５丁目１３－１９ 神北(伊健)第1-174 令和4年7月14日 令和9年8月31日 令和4年7月14日
000028 2100189864 ４７そば 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 663107400 飲食店営業(4)その他 自動車40L 與那城 利幸 神北(伊健)第1-170 令和4年7月13日 令和9年8月31日 令和4年7月13日
000028 2100189882 Ｍ’ｓ　Ｄｉｎｅｒ６６ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 川端 政則 神北(伊健)第1-177 令和4年7月15日 令和9年8月31日 令和4年7月15日
000028 2100189914 串揚げ・串焼き　Ｋ２ 664-0026 伊丹市寺本１丁目１５３ライルズビルＢ棟２Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 衣川 敦 神北(伊健)第1-178 令和4年7月15日 令和11年8月31日 令和4年7月15日
000028 2100189939 ファミリーマートＪＲ伊丹駅前通店 664-0846 伊丹市伊丹１丁目８－２１ 7822362 飲食店営業(4)その他 一般 鄭 然柱 神北(伊健)第1-187 令和4年7月21日 令和10年8月31日 令和4年7月21日
000028 2100189949 ゆきのうさぎ 666-0013 川西市美園町１丁目３宝泉ビル１０２ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ａ．Ｐプランニング 代表取締役 林 拓朗 666-0143 兵庫県川西市清和台西１丁目１－４７ 神北(伊健)第1-190 令和4年7月21日 令和10年8月31日 令和4年7月21日
000028 2100189985 麺工房　梵天 666-0138 川西市西多田字楠根４－６ 7865063 麺類製造業 一般 株式会社梵天 代表取締役 辻田 誠 666-0138 兵庫県川西市西多田字楠根４番６号 7865063 神北(伊健)第19-1 令和4年7月19日 令和10年8月31日 令和4年7月19日
000028 2100189986 麺工房　梵天 666-0138 川西市西多田字楠根４－６ 7865063 そうざい製造業 一般 株式会社梵天 代表取締役 辻田 誠 666-0138 兵庫県川西市西多田字楠根４番６号 7865063 神北(伊健)第20-5 令和4年7月19日 令和10年8月31日 令和4年7月19日
000028 2100190008 サロン卵と私　イオンモール伊丹店 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹２Ｆ 7440607 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日本レストランシステム株式会社 代表取締役 大林 豁史 150-0033 東京都渋谷区猿楽町１０番１１号 354560123 神北(伊健)第1-193 令和4年7月22日 令和11年8月31日 令和4年7月22日
000028 2100190010 八彩 664-0851 伊丹市中央４丁目５－１４ そうざい製造業 一般 岸本 隼 神北(伊健)第20-6 令和4年7月26日 令和10年8月31日 令和4年7月26日
000028 2100190013 ｋｉｋｉ　キッチン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 藤江 待子 神北(伊健)第1-195 令和4年7月25日 令和9年8月31日 令和4年7月25日
000028 2100190061 ラーメン大戦争　伊丹店 664-0881 伊丹市昆陽５丁目１３９ 7446644 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＡＬＬ　ＷＩＮ 代表取締役 佐々木 知巳 665-0817 兵庫県宝塚市平井山荘２２番３号 797804455 神北(伊健)第1-199 令和4年7月27日 令和10年8月31日 令和4年7月27日
000028 2100190076 なるとキッチンカー大阪店１号車 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 有限会社ケーフィット 代表取締役 桑原 広行 571-0015 大阪府門真市三ツ島６丁目１５番１２号 728003577 神北(伊健)第1-202 令和4年7月28日 令和9年8月31日 令和4年7月28日
000028 2100190086 野菜とつぶつぶ　アプサラカフェ 664-0858 伊丹市西台１丁目１－１リータ４Ｆ 7647101 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 関西ファスト・フード・システム株式会社 代表取締役 松井 秀樹 560-0002 大阪府豊中市緑丘２丁目６番２０号 727368877 神北(伊健)第1-203 令和4年7月28日 令和10年8月31日 令和4年7月28日
000028 2100190094 川西市中学校給食センター 666-0024 川西市久代３丁目１－１８ 7440213 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日本国民食株式会社 代表取締役 市川 敏一 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町２丁目４番３号 368614499 神北(伊健)第1-198 令和4年7月26日 令和11年8月31日 令和4年7月26日
000028 2100190135 （有）ドリーム　川西市立総合医療センター店 666-0017 川西市火打１丁目４－１川西市立総合医療センター１階 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ドリーム 代表取締役 高木 勝久 666-0016 兵庫県川西市中央町１１番３号セントラルコンフォート１０２ 神北(伊健)第1-211 令和4年8月2日 令和11年8月31日 令和4年8月2日
000028 2100190138 蛸坊主 664-0027 伊丹市池尻１丁目２ 飲食店営業(4)その他 一般 柴田 悠佑 神北(伊健)第1-216 令和4年8月2日 令和10年8月31日 令和4年8月2日
000028 2100190140 福冨　徹 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 福冨 徹 神北(伊健)第1-217 令和4年8月2日 令和9年8月31日 令和4年8月2日
000028 2100190150 ボンジョルネ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 石正 有希 神北(伊健)第1-215 令和4年8月2日 令和9年8月31日 令和4年8月2日
000028 2100190153 スーパーコーヨー川西店（水産鮨） 666-0015 川西市小花１丁目１－１０Ｅ１０１ 7405040 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　光洋 代表取締役 平田 炎 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋２丁目３番１６号 665385040 神北(伊健)第1-212 令和4年8月2日 令和11年8月31日 令和4年8月2日
000028 2100190174 Ｃ’ＴＩＭＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 増田 千朋 神北(伊健)第1-219 令和4年8月3日 令和9年8月31日 令和4年8月3日
000028 2100190180 創食キッチン 666-0025 川西市加茂６丁目８９－１ 7555435 そうざい製造業 一般 株式会社創食 代表取締役 北田 能士 553-0005 大阪府大阪市福島区野田４丁目５番１３号 664650566 神北(伊健)第20-7 令和4年8月5日 令和10年8月31日 令和4年8月5日
000028 2100190197 ＡＭＡＴＥＲＡＳ 666-0017 川西市火打１丁目４－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社あらみたま 代表取締役 吉嶺 亜希子 658-0065 兵庫県神戸市東灘区御影山手１丁目７番１－２０５号 神北(伊健)第1-224 令和4年8月8日 令和11年8月31日 令和4年8月8日
000028 2100190216 ＧＡＮＤＨＩ　ＰＡＬＡＣＥ 664-0851 伊丹市中央６丁目１－６　１Ｆ 7757155 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 タパ ロウサン 神北(伊健)第1-223 令和4年8月5日 令和10年8月31日 令和4年8月5日
000028 2100190239 福渝閣 664-0861 伊丹市稲野町３丁目１０番地 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社福渝 代表取締役 周 如秀 664-0861 兵庫県伊丹市稲野町３丁目１０番地 神北(伊健)第1-229 令和4年8月9日 令和10年8月31日 令和4年8月9日
000028 2100190258 いちご農園　ＢＥＲＲＹ　ＨＯＵＳＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社グリーンファーム 代表取締役 清田 昌弘 666-0236 兵庫県川辺郡猪名川町北田原字東山田２８番地 7036455 神北(伊健)第1-234 令和4年8月10日 令和9年8月31日 令和4年8月10日
000028 2100190260 ３Ａキッチン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 今井 啓太 神北(伊健)第1-233 令和4年8月10日 令和9年8月31日 令和4年8月10日
000028 2100190299 キッチンカーコーポレーション４ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 669499113 飲食店営業(4)その他 自動車40L 株式会社キッチンカーコーポレーション 代表取締役 寳川 康 534-0024 大阪府大阪市都島区東野田町４丁目１８番１１号 669499113 神北(伊健)第1-225 令和4年8月8日 令和9年8月31日 令和4年8月8日
000028 2100190318 ごはんＣａｆｅ四六時中　川西店 666-0033 川西市栄町２５－１アステ川西３Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社イオンイーハート 代表取締役 奥野 善德 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５番地１ 432126419 神北(伊健)第1-242 令和4年8月17日 令和10年8月31日 令和4年8月17日



000028 2100190322 川西市立総合医療センター 666-0017 川西市火打１丁目４－１ 7586615 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 布施マルタマフーズ株式会社 代表取締役 荻田 正博 578-0943 大阪府東大阪市若江南町３丁目６番７号 667285538 神北(伊健)第1-244 令和4年8月17日 令和11年8月31日 令和4年8月17日
000028 2100190340 太平樂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 上内 裕也 神北(伊健)第1-247 令和4年8月18日 令和9年8月31日 令和4年8月18日
000028 2100190344 Ｃｏｇｉｔｏ　ｅｒｇｏ　ｓｕｍ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 金銅 勇気 神北(伊健)第1-248 令和4年8月19日 令和9年8月31日 令和4年8月19日
000028 2100190364 ミニストップ伊丹鴻池店 664-0006 伊丹市鴻池３丁目３－１６ 7756486 飲食店営業(4)その他 一般 李 威 神北(伊健)第1-249 令和4年8月19日 令和10年8月31日 令和4年8月19日
000028 2100190378 Ｄｉｎｉｎｇ　Ｂａｒ　Ｍ＆Ｙ 666-0014 川西市小戸２丁目４－４ 飲食店営業(4)その他 一般 岡村 洋 神北(伊健)第1-254 令和4年8月22日 令和10年8月31日 令和4年8月22日
000028 2100190381 鶏ッと家 666-0021 川西市栄根２丁目１－１８ 7552929 飲食店営業(4)その他 一般 植松 拓也 神北(伊健)第1-255 令和4年8月22日 令和10年8月31日 令和4年8月22日
000028 2100190398 イタミノソラ　ＪａｍＪａｍＢａｋｅｒｙ 664-0013 伊丹市瑞穂町３－７ 7677678 菓子製造業 一般 株式会社丸辰 代表取締役 柴田 紘佑 509-5122 岐阜県土岐市土岐津町土岐口富士平６８２番地の３ 572557711 神北(伊健)第6-20 令和4年8月23日 令和10年8月31日 令和4年8月23日
000028 2100190399 鉄板キッチン　かん吉 664-0031 伊丹市荻野西１丁目４－５ 7857108 飲食店営業(4)その他 一般 山之内 真由美 神北(伊健)第1-257 令和4年8月23日 令和10年8月31日 令和4年8月23日
000028 2100190401 ＴＫＧ　ｃａｆｅ 664-0888 伊丹市昆陽南１丁目１０－６スノービッシュⅠ　１Ｆ 7679130 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ルナインターナショナル 取締役 櫻井 祐喜 664-0882 兵庫県伊丹市鈴原町６丁目４０番地２ 7473883 神北(伊健)第1-258 令和4年8月23日 令和10年8月31日 令和4年8月23日
000028 2100190416 讃々 666-0129 川西市緑台２丁目２－１２１多田グリーンハイツ商店街内 7928887 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社麺飯食堂 代表社員 森元 茂樹 666-0129 兵庫県川西市緑台２丁目２番地の１２１ 7928887 神北(伊健)第1-261 令和4年8月24日 令和11年8月31日 令和4年8月24日
000028 2100190418 863 666-0117 川西市東畦野２丁目４－１４ 7677739 飲食店営業(4)その他 一般 南本 隆盛 神北(伊健)第1-260 令和4年8月24日 令和10年8月31日 令和4年8月24日
000028 2100190426 パティスリー　エクラ 666-0251 川辺郡猪名川町若葉２丁目２４－１９ 菓子製造業 一般 西村 真輝 神北(伊健)第6-21 令和4年8月25日 令和10年8月31日 令和4年8月25日
000028 2100190438 カフェワゴン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社ＤＥＤＩＣＡＴＥ 代表取締役 小川 哲哉 546-0042 大阪府大阪市東住吉区西今川２丁目１４番９号 667970009 神北(伊健)第1-264 令和4年8月25日 令和10年8月31日 令和4年8月25日
000028 2100190469 たこ家　道頓堀くくる阪急川西能勢口駅東口店 666-0033 川西市栄町２０－１阪急電車川西能勢口駅２Ｆ東改札内 7585303 飲食店営業(4)その他 一般 白ハト食品工業株式会社 代表取締役 永尾 俊一 570-0083 大阪府守口市京阪本通１丁目４番１０号 669970151 神北(伊健)第1-267 令和4年8月29日 令和10年8月31日 令和4年8月29日
000028 2100190508 たこ家　道頓堀くくる阪急川西能勢口駅  西口店 666-0033 川西市栄町２０－１阪急電車川西能勢口駅２Ｆ西改札内 7585303 飲食店営業(4)その他 一般 白ハト食品工業株式会社 代表取締役 永尾 俊一 570-0083 大阪府守口市京阪本通１丁目４番１０号 669970151 神北(伊健)第1-277 令和4年8月31日 令和10年8月31日 令和4年8月31日
000028 2100190509 石田商事 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 石田 挙志 神北(伊健)第1-275 令和4年8月31日 令和9年8月31日 令和4年8月31日
000028 2100190529 キッチンカー　やまねこ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 山﨑 ヨネ子 神北(伊健)第1-276 令和4年8月31日 令和9年8月31日 令和4年8月31日
000028 2100190534 伊丹クラフト　グランマ 664-0857 伊丹市行基町２丁目３８ 7793955 菓子製造業 一般 株式会社フェリコットクラフトジャパン 代表取締役 中島 知津江 658-0072 兵庫県神戸市東灘区岡本１丁目１４番１８号 782621401 神北(伊健)第6-23 令和4年9月1日 令和10年11月30日 令和4年9月1日
000028 2100190553 スナック　さやみ 666-0014 川西市小戸２丁目４－４ 7447343 飲食店営業(4)その他 一般 森田 さやか 神北(伊健)第1-279 令和4年9月1日 令和10年11月30日 令和4年9月1日
000028 2100190555 あき屋　四季 666-0021 川西市栄根２丁目１－１徳田ビル６Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社橋川工業 代表取締役 橋川 弘資 544-0004 大阪府大阪市生野区巽北１丁目５番１５号 667525404 神北(伊健)第1-280 令和4年9月1日 令和10年11月30日 令和4年9月1日
000028 2100190574 宮崎地鶏　だんぱち 664-0858 伊丹市西台２丁目４－８－１０２ 飲食店営業(4)その他 一般 玉井 一徳 神北(伊健)第1-282 令和4年9月6日 令和10年11月30日 令和4年9月6日
000028 2100190580 クラブ　ジョーカー 664-0858 伊丹市西台５丁目７－２４ＩＮＧビル３Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 林 拓朗 神北(伊健)第1-281 令和4年9月6日 令和10年11月30日 令和4年9月6日
000028 2100190583 自家焙煎工房カフェ　ＹＵＬＡ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 加藤 聖 神北(伊健)第1-273 令和4年8月30日 令和9年8月31日 令和4年8月30日
000028 2100190590 株式会社Ｔｒａｃｅ　王様印 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社Ｔｒａｃｅ 代表取締役 稲村 薫 578-0981 大阪府東大阪市島之内２－２－３０アバンティＨ・Ｆ１０２ 643095331 神北(伊健)第1-283 令和4年9月7日 令和9年11月30日 令和4年9月7日
000028 2100190591 大吉フードサービス 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 太田 秀紀 神北(伊健)第1-284 令和4年9月7日 令和9年11月30日 令和4年9月7日
000028 2100190594 焼肉八七〇 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 矢尾 博章 神北(伊健)第1-285 令和4年9月7日 令和9年11月30日 令和4年9月7日
000028 2100190614 藁ざんまい 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L ＲＩＣＯ合同会社 代表社員 島田 亮太 565-0875 大阪府吹田市青山台４丁目２３番２号 神北(伊健)第1-286 令和4年9月8日 令和10年11月30日 令和4年9月8日
000028 2100190615 鉄板串家 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 坪井 貴大 神北(伊健)第1-287 令和4年9月8日 令和9年11月30日 令和4年9月8日
000028 2100190621 韓国料理　ふるさと 666-0261 川辺郡猪名川町松尾台２丁目３－１６ 7476599 そうざい製造業 一般 吉永 晃子 神北(伊健)第20-8 令和4年9月8日 令和10年11月30日 令和4年9月8日
000028 2100190694 蛸坊主 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 柴田 悠佑 神北(伊健)第1-289 令和4年9月14日 令和9年11月30日 令和4年9月14日
000028 2100190695 ｃｈｉｌｌ　ｃｌｕｂ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 小山田 浩一郎 神北(伊健)第1-290 令和4年9月14日 令和9年11月30日 令和4年9月14日
000028 2100190703 酒処　紗々家 664-0892 伊丹市高台１丁目１４９－４５ 7823700 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大富 雅美 神北(伊健)第1-291 令和4年9月15日 令和10年11月30日 令和4年9月15日
000028 2100190711 マイキッチンカー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 775512012 飲食店営業(4)その他 自動車40L 株式会社橋本商会 代表取締役 橋本 吉弘 612-8485 京都府京都市伏見区羽束師志水町１５２番地３ 759345888 神北(伊健)第1-292 令和4年9月15日 令和9年11月30日 令和4年9月15日
000028 2100190725 極生プリン専門店　うさ田 666-0033 川西市栄町１１－１－１４ 菓子製造業 一般 進和建設工業株式会社 代表取締役 西田 芳明 591-8032 大阪府堺市北区百舌鳥梅町１丁３０番地の１ 722521049 神北(伊健)第6-24 令和4年9月13日 令和10年11月30日 令和4年9月13日
000028 2100190726 極生プリン専門店　うさ田 666-0033 川西市栄町１１－１－１４ 飲食店営業(4)その他 一般 進和建設工業株式会社 代表取締役 西田 芳明 591-8032 大阪府堺市北区百舌鳥梅町１丁３０番地の１ 722521049 神北(伊健)第1-288 令和4年9月13日 令和10年11月30日 令和4年9月13日
000028 2100190727 ローソン伊丹東有岡１丁目店 664-0845 伊丹市東有岡１丁目６７ 7707773 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社世多 代表取締役 當銘 偉哲 661-0963 兵庫県尼崎市高田町２番２号 664971170 神北(伊健)第1-293 令和4年9月16日 令和10年11月30日 令和4年9月16日
000028 2100190734 ＢＥＮＴＯ　ＳＡＴＯ 664-0897 伊丹市桜ケ丘１丁目１－４ 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 藤田 優也 神北(伊健)第1-294 令和4年9月20日 令和10年11月30日 令和4年9月20日
000028 2100190743 牛とん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 中内 幹和 神北(伊健)第1-295 令和4年9月20日 令和9年11月30日 令和4年9月20日
000028 2100190758 株式会社　万代　伊丹荒牧店 664-0006 伊丹市鴻池７丁目３－９ 7806100 魚介類販売業 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0002 大阪府大阪市生野区小路東３丁目１０番１３号 667203305 神北(伊健)第4-7 令和4年9月20日 令和11年11月30日 令和4年9月20日
000028 2100190783 アンズブリトー 666-0112 川西市大和西１丁目４７－１１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ハピタイズ 代表取締役 小山 隼人 666-0123 兵庫県川西市鼓が滝３丁目３番１２号 神北(伊健)第1-298 令和4年9月22日 令和10年11月30日 令和4年9月22日
000028 2100190814 エムズベイク 666-0201 川辺郡猪名川町杉生字栖ノ子７ 菓子製造業 一般 石橋 美穂 神北(伊健)第6-25 令和4年9月22日 令和10年11月30日 令和4年9月22日
000028 2100190818 喫茶ポエム 664-0846 伊丹市伊丹８丁目２－２４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 塚本 紀美子 神北(伊健)第1-297 令和4年9月21日 令和10年11月30日 令和4年9月21日
000028 2100190835 宅食ライフ　伊丹店 664-0898 伊丹市千僧６丁目２１８ 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 玉井 秀寿 神北(伊健)第1-300 令和4年9月27日 令和10年11月30日 令和4年9月27日
000028 2100190852 ｌａ　ｔｅｒｚａ　ｃａｓａ　Ｃａｌｍａ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 帰山 友岐 神北(伊健)第1-299 令和4年9月26日 令和9年11月30日 令和4年9月26日
000028 2100190874 イルグラッチェ 664-0886 伊丹市昆陽東５丁目４－２－１０１ 7107741 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ダイニングホリック 代表取締役 坂口 正二 664-0886 兵庫県伊丹市昆陽東５丁目１番１－７０３号 神北(伊健)第1-301 令和4年9月27日 令和10年11月30日 令和4年9月27日
000028 2100190894 ル・パン／ＭＯＴＴＩ（モッチ） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 有限会社フクモト 代表取締役 福本 嘉孝 533-0004 大阪府大阪市東淀川区小松５丁目１－１１ 663253015 神北(伊健)第1-302 令和4年9月28日 令和9年11月30日 令和4年9月28日
000028 2100190925 おとめ食堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 紫尾 隆則 神北(伊健)第1-303 令和4年9月30日 令和9年11月30日 令和4年9月30日
000028 2100190926 柳金属産業株式会社 664-0842 伊丹市森本８丁目５１－１ 密封包装食品製造業 一般 柳金属産業株式会社 代表取締役 柳 一根 664-0842 兵庫県伊丹市森本８丁目７４番地２ 7703582 神北(伊健)第25-1 令和4年9月29日 令和10年11月30日 令和4年9月29日
000028 2100190948 神戸おいもや　いも〇も〇 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 志村 勲 神北(伊健)第1-305 令和4年10月3日 令和9年11月30日 令和4年10月3日
000028 2100190952 希望新風 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社希望新風 代表取締役 丸山 潤三 657-0034 兵庫県神戸市灘区記田町五丁目６番１６号 788549677 神北(伊健)第1-304 令和4年9月30日 令和9年11月30日 令和4年9月30日
000028 2100190956 Ｌｕａｎａ 666-0001 川西市鴬の森町３－４ 7037346 飲食店営業(4)その他 一般 横山 誠 神北(伊健)第1-306 令和4年10月4日 令和10年11月30日 令和4年10月4日
000028 2100190960 ハチハチタコ焼き 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 7995049 飲食店営業(4)その他 自動車40L 徳寿海 健人 神北(伊健)第1-308 令和4年10月4日 令和9年11月30日 令和4年10月4日
000028 2100190961 きたうえ農園 666-0236 川辺郡猪名川町北田原字長竿４６ 菓子製造業 一般 北上 倫聖 神北(伊健)第6-26 令和4年10月4日 令和10年11月30日 令和4年10月4日
000028 2100190973 デトックス大魔王 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 飯田 真子 神北(伊健)第1-309 令和4年10月5日 令和9年11月30日 令和4年10月5日
000028 2100191078 ハンバーガーＴＡＮＡＫＡ－Ｐｒａｎｔｅ　Ｔａｎａｋａ 664-0858 伊丹市西台１丁目６－１３伊丹コアビル１０１ 7671140 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 裕 神北(伊健)第1-314 令和4年10月11日 令和10年11月30日 令和4年10月11日
000028 2100191083 Ｃａｆｅ　ｄｅ　ｎａｒｉｏｎ 666-0137 川西市湯山台１丁目１３－１５ 菓子製造業 一般 上杉 菜乃花 神北(伊健)第6-28 令和4年10月11日 令和10年11月30日 令和4年10月11日
000028 2100191084 さかなと純米 666-0014 川西市小戸１丁目１－８ 7645610 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西 晃平 神北(伊健)第1-315 令和4年10月11日 令和10年11月30日 令和4年10月11日
000028 2100191087 フルーツキャンディーカフェ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 佐藤 操 神北(伊健)第1-311 令和4年10月6日 令和9年11月30日 令和4年10月6日
000028 2100191089 餃子屋　金華 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社ＰＲＥＣＯ 代表取締役 田畑 秀和 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋３丁目１番２－２０３号 神北(伊健)第1-313 令和4年10月7日 令和9年11月30日 令和4年10月7日
000028 2100191105 ＢＲＯＯＫＬＹＮ　ＳＵＮＳＥＴ　ＰＡＲＫ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 三鍋 悦裕 神北(伊健)第1-319 令和4年10月12日 令和9年11月30日 令和4年10月12日
000028 2100191123 そらうみ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社智泉 代表取締役 井浦 伸也 595-0036 大阪府泉大津市昭和町１０－１７ 725219476 神北(伊健)第1-318 令和4年10月12日 令和9年11月30日 令和4年10月12日
000028 2100191126 椿原商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 椿原 吉男 神北(伊健)第1-324 令和4年10月13日 令和9年11月30日 令和4年10月13日
000028 2100191192 どんたこ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 株式会社人成 代表取締役 鈴木 貴大 664-0899 兵庫県伊丹市大鹿４丁目７２番地７ 神北(伊健)第1-322 令和4年10月12日 令和9年11月30日 令和4年10月12日
000028 2100191210 居酒屋　まつもと 666-0145 川西市けやき坂１丁目３－１１ 7981666 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松本 均 神北(伊健)第1-332 令和4年10月18日 令和10年11月30日 令和4年10月18日
000028 2100191257 樹里杏 666-0214 川辺郡猪名川町清水字八ノ坪４８－１ 7690917 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 真奥 帯刀 神北(伊健)第1-338 令和4年10月20日 令和10年11月30日 令和4年10月20日
000028 2100191281 双葉堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 榎谷 孝義 神北(伊健)第1-351 令和4年10月24日 令和9年11月30日 令和4年10月24日
000028 2100191283 もんじゃ焼き弓場 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 岡山 隆輝 神北(伊健)第1-350 令和4年10月24日 令和9年11月30日 令和4年10月24日
000028 2100191304 だるま食堂　伊丹店 664-0888 伊丹市昆陽南１丁目８－１５藤ハイツ１０５号 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中垣 博和 神北(伊健)第1-357 令和4年10月25日 令和10年11月30日 令和4年10月25日
000028 2100191341 インディアン　パレス 664-0858 伊丹市西台４丁目６－３２ 7774478 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ブダトキ ヤマン 神北(伊健)第1-363 令和4年10月27日 令和10年11月30日 令和4年10月27日
000028 2100191344 兵庫県立伊丹北高等学校　食堂 664-0006 伊丹市鴻池７丁目２－１兵庫県立伊丹北高等学校 7794651 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 マインフーズサービス株式会社 代表取締役 峯 林太郎 661-0024 兵庫県尼崎市三反田町２丁目２０番９号 664274633 神北(伊健)第1-355 令和4年10月25日 令和10年11月30日 令和4年10月25日
000028 2100191346 ＶＥＲＯ 666-0023 川西市東久代２丁目１１－１５ 7561700 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ヒラノ 代表取締役 平野 成夫 666-0023 兵庫県川西市東久代２丁目１１番１５号 7561700 神北(伊健)第1-365 令和4年10月27日 令和10年11月30日 令和4年10月27日
000028 2100191378 Ｊｉｋｕ 666-0212 川辺郡猪名川町旭ケ丘１－２３８ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｊｉｋｕ　Ａｒｔ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ 代表取締役 向井 佳子 562-0003 大阪府箕面市西小路３丁目２番１４号 7237277 神北(伊健)第1-368 令和4年10月28日 令和11年11月30日 令和4年10月28日
000028 2100191408 Ｈａｎａｍｕｓｕｂｉ 664-0004 伊丹市東野３丁目１ 菓子製造業 一般 田中 しのぶ 神北(伊健)第6-34 令和4年11月1日 令和10年11月30日 令和4年11月1日
000028 2100191409 Ｈａｎａｍｕｓｕｂｉ 664-0004 伊丹市東野３丁目１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 しのぶ 神北(伊健)第1-377 令和4年11月1日 令和10年11月30日 令和4年11月1日
000028 2100191411 天下一品　川西店 666-0021 川西市栄根２丁目２１－４ 7596616 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社グランドスラムカンパニー 代表取締役 𠮷村 昌明 666-0021 兵庫県川西市栄根２丁目２２番５号 674932223 神北(伊健)第1-374 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 2100191455 中村商事 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社中村商事 代表取締役 中村 英祥 558-0051 大阪府大阪市住吉区東粉浜３丁目２２番３ 7056520328 神北(伊健)第1-384 令和4年11月2日 令和9年11月30日 令和4年11月2日
000028 2100191527 自由多幸寿－ＬＩＢＲＥ－ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社ＲＡＤ 代表取締役 土肥 宣和 650-0033 兵庫県神戸市中央区江戸町１００番高砂ビル 662680202 神北(伊健)第1-388 令和4年11月4日 令和9年11月30日 令和4年11月4日
000028 2100191562 彩～ｃｏｌｏｒ～ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 高垣 正和 神北(伊健)第1-398 令和4年11月9日 令和9年11月30日 令和4年11月9日
000028 2100191580 ＴＲＡＰ 664-0858 伊丹市西台２丁目６－５　Ｂ１０１ 飲食店営業(4)その他 一般 松井 優樹 神北(伊健)第1-393 令和4年11月8日 令和10年11月30日 令和4年11月8日
000028 2100191584 ランドホーム 666-0016 川西市中央町２０－３ 7550606 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ランドホーム 代表取締役 鎌田 陽 666-0016 兵庫県川西市中央町２０番３号 7550606 神北(伊健)第1-399 令和4年11月9日 令和10年11月30日 令和4年11月9日
000028 2100191622 ６１４（ロック　ジューシー） 664-0895 伊丹市宮ノ前１丁目３－３０号 7770614 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ＣＭ＆Ｅ　ＪＡＰＡＮ 代表取締役 杉田 佳織 662-0941 兵庫県西宮市浜脇町６番２３号 798227752 神北(伊健)第1-403 令和4年11月10日 令和10年11月30日 令和4年11月10日
000028 2100191625 89298 664-0851 伊丹市中央１丁目７－１６－２号 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ＣＭ＆Ｅ　ＪＡＰＡＮ 代表取締役 杉田 佳織 662-0941 兵庫県西宮市浜脇町６番２３号 798227752 神北(伊健)第1-404 令和4年11月10日 令和10年11月30日 令和4年11月10日
000028 2100191626 89298 664-0851 伊丹市中央１丁目７－１６－２号 食肉販売業 一般 有限会社ＣＭ＆Ｅ　ＪＡＰＡＮ 代表取締役 杉田 佳織 662-0941 兵庫県西宮市浜脇町６番２３号 798227752 神北(伊健)第3-11 令和4年11月10日 令和10年11月30日 令和4年11月10日
000028 2100191628 バーガージャンキー 664-0851 伊丹市中央１丁目７－３－２号 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ＣＭ＆Ｅ　ＪＡＰＡＮ 代表取締役 杉田 佳織 662-0941 兵庫県西宮市浜脇町６番２３号 798227752 神北(伊健)第1-405 令和4年11月10日 令和10年11月30日 令和4年11月10日
000028 2100191629 粉もん　Ｍｒ． 664-0012 伊丹市緑ケ丘５丁目６５－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社ｃｙ　ｄｅｓｉｇｎ 代表社員 秋本 龍 664-0851 兵庫県伊丹市中央１丁目４番１６－７０１号 神北(伊健)第1-406 令和4年11月10日 令和10年11月30日 令和4年11月10日
000028 2100191649 丘の上のカフェ　そらりお 666-0253 川辺郡猪名川町差組字大平井１３１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社観月荘 代表取締役 高岡 美津子 666-0253 兵庫県川辺郡猪名川町差組字大平井１３１番地 7760057 神北(伊健)第1-401 令和4年11月9日 令和10年11月30日 令和4年11月9日
000028 2100191650 丘の上のカフェ　そらりお 666-0253 川辺郡猪名川町差組字大平井１３１ 菓子製造業 一般 株式会社観月荘 代表取締役 高岡 美津子 666-0253 兵庫県川辺郡猪名川町差組字大平井１３１番地 7760057 神北(伊健)第6-36 令和4年11月9日 令和10年11月30日 令和4年11月9日
000028 2100191651 丘の上のカフェ　そらりお 666-0253 川辺郡猪名川町差組字大平井１３１ そうざい製造業 一般 株式会社観月荘 代表取締役 高岡 美津子 666-0253 兵庫県川辺郡猪名川町差組字大平井１３１番地 7760057 神北(伊健)第20-9 令和4年11月9日 令和10年11月30日 令和4年11月9日
000028 2100191652 Ｋ’ｓ　ＫＩＴＣＨＥＮ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 白川 敬介 神北(伊健)第1-408 令和4年11月11日 令和10年11月30日 令和4年11月11日
000028 2100191655 たかちゃん'ｓキッチン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 合同会社アリー・エージェンシー 代表社員 前渕 高志 665-0887 兵庫県宝塚市山手台東５丁目１５番８号 7780180 神北(伊健)第1-409 令和4年11月14日 令和9年11月30日 令和4年11月14日
000028 2100191671 笑日 664-0888 伊丹市昆陽南１丁目８－１５－１０１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＹＵＵＷＡテック 代表取締役 岡﨑 友和 661-0035 兵庫県尼崎市武庫之荘５丁目１３番３号グリーンコーポ武庫之荘１０２ 649504504 神北(伊健)第1-411 令和4年11月14日 令和10年11月30日 令和4年11月14日
000028 2100191673 松の実 664-0027 伊丹市池尻３丁目２３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 スタンデュース株式会社 代表取締役 鹿野 都 660-0085 兵庫県尼崎市元浜町３丁目１１－１リバーサイド武庫川１０７ 664359774 神北(伊健)第1-412 令和4年11月14日 令和10年11月30日 令和4年11月14日
000028 2100191680 ヤマワキ 666-0204 川辺郡猪名川町柏原字尾野嶽１－４０７ 食肉処理業 一般 山脇 啓太郎 神北(伊健)第5-3 令和4年11月9日 令和9年11月30日 令和4年11月9日
000028 2100191686 ＳＴＡＮＤＩＮＧ　ＢＡＲ　ＲＥＸ 664-0023 伊丹市中野西４丁目７４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平田 美紀 神北(伊健)第1-414 令和4年11月14日 令和10年11月30日 令和4年11月14日
000028 2100191692 てっぱん　ちゃばな　伊丹店 664-0851 伊丹市中央１丁目７－１６－１ 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社シシコム 代表取締役 苗村 章 541-0059 大阪府大阪市中央区博労町２丁目６番５号 754943511 神北(伊健)第1-413 令和4年11月14日 令和10年11月30日 令和4年11月14日
000028 2100191696 うおひろ 664-0851 伊丹市中央１丁目７－１６－３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鈴木 基弘 神北(伊健)第1-417 令和4年11月15日 令和10年11月30日 令和4年11月15日
000028 2100191719 セブン－イレブン猪名川万善店 666-0224 川辺郡猪名川町万善字渕ノ上１１１－２ 7681367 飲食店営業(4)その他 一般 田中 利夫 神北(伊健)第1-420 令和4年11月16日 令和11年11月30日 令和4年11月16日
000028 2100191734 ファミリーマート伊丹市役所 664-0898 伊丹市千僧１丁目１ 7823600 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 株式会社和栄 立津 榮子 660-0077 兵庫県尼崎市大庄西町１丁目２番１５号 神北(伊健)第1-423 令和4年11月17日 令和11年11月30日 令和4年11月17日
000028 2100191745 おばんざい処きう家 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 木内 伽衣子 神北(伊健)第1-427 令和4年11月17日 令和9年11月30日 令和4年11月17日
000028 2100191748 台湾肉飯店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 木村 和也 神北(伊健)第1-426 令和4年11月17日 令和9年11月30日 令和4年11月17日
000028 2100191770 日本酒と串揚げ。ＩＣＨＩ 664-0851 伊丹市中央１丁目７－３－３ 7445540 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ビースカイ 代表取締役 大山 由美 562-0004 大阪府箕面市牧落３丁目１番１６号 727646609 神北(伊健)第1-410 令和4年11月14日 令和10年11月30日 令和4年11月14日
000028 2100191778 焼肉　八七〇 664-0851 伊丹市中央４丁目２－３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ＣＭ＆Ｅ　ＪＡＰＡＮ 代表取締役 杉田 佳織 662-0941 兵庫県西宮市浜脇町６番２３号 798227752 神北(伊健)第1-432 令和4年11月18日 令和10年11月30日 令和4年11月18日
000028 2100191779 ３＋１０ 664-0851 伊丹市中央６丁目１－２９　魚里ビル 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ＣＭ＆Ｅ　ＪＡＰＡＮ 代表取締役 杉田 佳織 662-0941 兵庫県西宮市浜脇町６番２３号 798227752 神北(伊健)第1-433 令和4年11月18日 令和10年11月30日 令和4年11月18日
000028 2100191780 298 664-0851 伊丹市中央５丁目３－１ 食肉販売業 一般 有限会社ＣＭ＆Ｅ　ＪＡＰＡＮ 代表取締役 杉田 佳織 662-0941 兵庫県西宮市浜脇町６番２３号 798227752 神北(伊健)第3-12 令和4年11月18日 令和10年11月30日 令和4年11月18日
000028 2100191784 ふわこっぺ　鼓ヶ滝店 666-0123 川西市鼓が滝１丁目３－２０ 菓子製造業 一般 野口 美佳 神北(伊健)第6-38 令和4年11月15日 令和10年11月30日 令和4年11月15日
000028 2100191785 ふわこっぺ　鼓ヶ滝店 666-0123 川西市鼓が滝１丁目３－２０ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 野口 美佳 神北(伊健)第1-416 令和4年11月15日 令和10年11月30日 令和4年11月15日
000028 2100191786 コリアンキッチン　ヨシダ 664-0851 伊丹市中央１丁目７－３－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉田 達也 神北(伊健)第1-431 令和4年11月18日 令和10年11月30日 令和4年11月18日
000028 2100191801 Bistro Cafe Tetsuya + Mia madre 666-0014 川西市小戸２丁目４－２ＩＢＫ　ＨＯＵＳＥⅡ 7441466 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井上 哲也 神北(伊健)第1-435 令和4年11月21日 令和10年11月30日 令和4年11月21日
000028 2100191802 呑み処　えん 666-0015 川西市小花１丁目５－１０ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 新本 香苗 神北(伊健)第1-422 令和4年11月16日 令和10年11月30日 令和4年11月16日
000028 2100191880 和キッチン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社和 代表取締役 神田 優佳 555-0024 大阪府大阪市西淀川区野里１丁目１１番３号 676526719 神北(伊健)第1-438 令和4年11月24日 令和9年11月30日 令和4年11月24日
000028 2100191902 ＲＯＣＫＡＷＡＹ　ＢＵＧＧＹ  －Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｄｉｎｅｒ＆Ｌｉｖｅ 666-0014 川西市小戸２丁目５－１１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 榎本 祐大 神北(伊健)第1-444 令和4年11月28日 令和10年11月30日 令和4年11月28日
000028 2100191904 ぷちばとー 664-0898 伊丹市千僧１丁目１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人ＩＣＣＣ 理事 岡田 智子 664-0026 兵庫県伊丹市寺本１丁目１１４番地 7772121 神北(伊健)第1-443 令和4年11月25日 令和10年11月30日 令和4年11月25日



000028 2100191913 Ｌ 664-0851 伊丹市中央４丁目３－２０池信第三ビル３０３号室 飲食店営業(4)その他 一般 合同会社中島 代表社員 中島 美里 552-0007 大阪府大阪市港区弁天３丁目１８番１号１００２号 神北(伊健)第1-445 令和4年11月28日 令和10年11月30日 令和4年11月28日
000028 2100191916 串かつ雅 666-0115 川西市向陽台２丁目３－５９ 7934222 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 布川 理香 神北(伊健)第1-446 令和4年11月29日 令和10年11月30日 令和4年11月29日
000028 2100191947 ペンギンBakery北海道　川西店 666-0021 川西市栄根２丁目２１－４ 7598870 菓子製造業 一般 株式会社ダイツー 代表取締役 中尾 晃士 534-0021 大阪府大阪市都島区都島本通４丁目３番２４号 669263861 神北(伊健)第6-39 令和4年11月30日 令和10年11月30日 令和4年11月30日
000028 2100191952 ひまわり 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 中山 尊之 神北(伊健)第1-452 令和4年11月30日 令和9年11月30日 令和4年11月30日
000028 2100191960 ＣＡＬＭ 666-0033 川西市栄町２１－１４ 7473298 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 門前 善之 神北(伊健)第1-451 令和4年11月30日 令和10年11月30日 令和4年11月30日
000028 2100191993 お菓子処いろは 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 有限会社フラワーキッチン 取締役 岩田 奈穂子 573-0005 大阪府枚方市池之宮３丁目６番３号 728656324 神北(伊健)第1-454 令和4年12月1日 令和10年2月29日 令和4年12月1日
000028 2100191994 ＢＡＲ　ＥＤＥＮ 664-0858 伊丹市西台４丁目６－３２ニュー伊丹ビル１Ｆ　１０５号 飲食店営業(4)その他 一般 鴈金 恵士 神北(伊健)第1-455 令和4年12月1日 令和11年2月28日 令和4年12月1日
000028 2100192002 池田焙煎工房 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社池田焙煎工房 代表取締役 田澤 義政 563-0043 大阪府池田市神田３丁目２０番１６号 727688251 神北(伊健)第1-456 令和4年12月2日 令和10年2月29日 令和4年12月2日
000028 2100192039 Ｓｗｅｅｔ×Ｓｗｅｅｔ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 株式会社石富プロパティー 代表取締役 中井 健太 572-0077 大阪府寝屋川市点野３丁目３０番４号 666069638 神北(伊健)第1-458 令和4年12月7日 令和10年2月29日 令和4年12月7日
000028 2100192040 アリーキッチン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 久井 亜里加 神北(伊健)第1-459 令和4年12月7日 令和10年2月29日 令和4年12月7日
000028 2100192044 （株）オイシス 664-0027 伊丹市池尻２丁目２３ 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第2-3 令和4年12月8日 令和11年2月28日 令和4年12月8日
000028 2100192050 酒処　のりちゃん 664-0884 伊丹市美鈴町５丁目２１　１０２号 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 崎山 則幸 神北(伊健)第1-457 令和4年12月7日 令和11年2月28日 令和4年12月7日
000028 2100192058 ＯＬＬＩＥ’Ｓ　ＣＡＦＥ 666-0006 川西市萩原台西３丁目１－２萩原壱番館　２０７号室 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 瀧本 かおり 神北(伊健)第1-460 令和4年12月9日 令和11年2月28日 令和4年12月9日
000028 2100192059 ＯＬＬＩＥ’Ｓ　ＣＡＦＥ 666-0006 川西市萩原台西３丁目１－２萩原壱番館　２０７号室 菓子製造業 一般 瀧本 かおり 神北(伊健)第6-41 令和4年12月9日 令和11年2月28日 令和4年12月9日
000028 2100192080 住電機器システム(株) 664-0837 伊丹市北河原６丁目１－３ 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿８丁目１７番１号 363040501 神北(伊健)第2-4 令和4年12月9日 令和11年2月28日 令和4年12月9日
000028 2100192084 藍の月 666-0121 川西市平野３丁目１５－４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 池田 裕彦 神北(伊健)第1-461 令和4年12月9日 令和11年2月28日 令和4年12月9日
000028 2100192118 ブーメラン 666-0125 川西市新田１丁目１－７ 7923656 菓子製造業 一般 津山 宗博 神北(伊健)第6-42 令和4年12月15日 令和11年2月28日 令和4年12月15日
000028 2100192135 マクドナルド　伊丹大鹿店 664-0013 伊丹市瑞穂町３丁目１１ 7679728 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 160-0023 東京都新宿区西新宿６丁目５番１号 369115650 神北(伊健)第1-463 令和4年12月14日 令和11年2月28日 令和4年12月14日
000028 2100192137 スーパー王子ＰＣ 664-0888 伊丹市昆陽南５丁目６－１３ 7447518 そうざい製造業 一般 株式会社スーパー王子 代表取締役 宮本 寛文 661-0022 兵庫県尼崎市尾浜町２丁目１４番１０号 664211232 神北(伊健)第20-11 令和4年12月16日 令和12年2月28日 令和4年12月16日
000028 2100192142 ケンタッキーフライドチキン日生中央サピエ店 666-0261 川辺郡猪名川町松尾台１丁目２－１ 7447404 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 フーズネットワーク株式会社 代表取締役 笹川 一成 567-0876 大阪府茨木市天王２丁目２番１号さとみマンション 726553800 神北(伊健)第1-464 令和4年12月16日 令和12年2月28日 令和4年12月16日
000028 2100192143 ミラマハル山田店 664-0874 伊丹市山田５丁目８－１ 7705502 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 アルミラ タブラン　タナカ 神北(伊健)第1-465 令和4年12月19日 令和11年2月28日 令和4年12月19日
000028 2100192211 まあちゃん 664-0858 伊丹市西台１丁目７－１３１－１０１　伊丹ハイツ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 村田 政幸 神北(伊健)第1-467 令和4年12月26日 令和11年2月28日 令和4年12月26日
000028 2100192218 ニデックオーケーケー株式会社内社員食堂 664-0831 伊丹市北伊丹８丁目１０ 7825121 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社浜の家 代表取締役 金城 良 661-0962 兵庫県尼崎市額田町２２番２３号 664937147 神北(伊健)第1-466 令和4年12月23日 令和11年2月28日 令和4年12月23日
000028 2100192220 yu-cafe-kitchen 666-0034 川西市寺畑２丁目９－１１ 菓子製造業 一般 瀬木 由佳 神北(伊健)第6-43 令和4年12月26日 令和11年2月28日 令和4年12月26日
000028 2100192221 手打ちそば　きたむら 666-0035 川西市花屋敷１丁目１２－３ 7590373 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北村 仁 神北(伊健)第1-468 令和4年12月26日 令和11年2月28日 令和4年12月26日
000028 2100192235 ストールビレッジ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 上田 大海 神北(伊健)第1-469 令和4年12月28日 令和10年2月29日 令和4年12月28日
000028 2100192251 森本精肉店　そうざい部 664-0836 伊丹市北本町３丁目５０伊丹市卸売り市場 727781129 そうざい製造業 一般 森本 美佐子 神北(伊健)第20-12 令和5年1月5日 令和11年2月28日 令和5年1月5日
000028 2100192259 ＴＥＡＣＥ 666-0017 川西市火打１丁目２１－１３ 7033683 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小林 歩美 神北(伊健)第1-470 令和5年1月5日 令和11年2月28日 令和5年1月5日
000028 2100192273 居酒屋　温家 666-0121 川西市平野１丁目３－１４若竹ビル１階 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 達也 神北(伊健)第1-471 令和5年1月10日 令和11年2月28日 令和5年1月10日
000028 2100192282 エールカステラ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社ＮＯＷＬＩＶＥ 代表取締役 上地 正和 569-0822 大阪府高槻市津之江町１丁目５９－１３ 7050460788 神北(伊健)第1-473 令和5年1月11日 令和10年2月29日 令和5年1月11日
000028 2100192288 ＯＣＥＡＮＳ　ＮＥＣＴＡＲ 664-0846 伊丹市北野１丁目７８－２－１０４ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社いずみ文庫 代表取締役 藤田 茂高 664-0007 兵庫県伊丹市北野１丁目７８番地 7702512 神北(伊健)第1-474 令和5年1月11日 令和11年2月28日 令和5年1月11日
000028 2100192289 Ｐｅｔｉｔ　Ｃａｎｉｃｈｅ 664-0899 伊丹市大鹿４丁目２９ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 悟 神北(伊健)第1-475 令和5年1月11日 令和11年2月28日 令和5年1月11日
000028 2100192328 鶏笑　川西下加茂店 666-0022 川西市下加茂１丁目３０－７ 7671171 飲食店営業(4)その他 一般 石橋 邦彦 神北(伊健)第1-477 令和5年1月16日 令和11年2月28日 令和5年1月16日
000028 2100192343 スナック　ゆうゆ 664-0851 伊丹市中央４丁目３－２０池信第３ビル２Ｆ２０１号 7771852 飲食店営業(4)その他 一般 權 裕美 神北(伊健)第1-479 令和5年1月17日 令和11年2月28日 令和5年1月17日
000028 2100192355 ＣａｆｅＳｔａｎｄ　Ｈｕｕ 666-0014 川西市小戸２丁目６－１３－１ 7767821 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 𠮷田 博子 神北(伊健)第1-476 令和5年1月16日 令和11年2月28日 令和5年1月16日
000028 2100192361 株式会社第一食品  ロイヤルホーム伊丹荒牧事業所 664-0008 伊丹市荒牧南３丁目１－２１ 7851810 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社第一食品 代表取締役 小宮 仁 577-0066 大阪府東大阪市高井田本通４丁目１番５号 667838181 神北(伊健)第1-482 令和5年1月18日 令和11年2月28日 令和5年1月18日
000028 2100192388 びすとろｃａｎａｐｐｅのチャウダーのお店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社中島商店 代表取締役 中島 恒雄 531-0072 大阪府大阪市北区豊崎６丁目１１番１６号 663719916 神北(伊健)第1-484 令和5年1月18日 令和10年2月29日 令和5年1月18日
000028 2100192435 服部菓子店 666-0238 川辺郡猪名川町荘苑２丁目８－１５ 菓子製造業 一般 服部 このみ 神北(伊健)第6-47 令和5年1月24日 令和11年2月28日 令和5年1月24日
000028 2100192443 Ｔｕｔａ　ｔｕｔａ 666-0015 川西市小花１丁目４－１５－２ 菓子製造業 一般 阪井 絵梨子 神北(伊健)第6-48 令和5年1月24日 令和11年2月28日 令和5年1月24日
000028 2100192444 Ｋａｚｕのちゅーぼー 664-0851 伊丹市中央２丁目７－１３フレンドリーマンション１Ｆ 7645686 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 根岸 一弘 神北(伊健)第1-503 令和5年1月25日 令和11年2月28日 令和5年1月25日
000028 2100192470 ｓｅｅ　ｙｏｕ．．． 664-0851 伊丹市中央５丁目１－４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 仲原 優太 神北(伊健)第1-508 令和5年1月26日 令和11年2月28日 令和5年1月26日
000028 2100192487 韓菜　イオンモールテラス伊丹店 664-0847 伊丹市藤ノ木１丁目１－１イオンモール伊丹３階 7735272 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社パートナーズダイニング 代表取締役 斎藤 浩司 160-0023 東京都新宿区西新宿７丁目２２番４３号 353326231 神北(伊健)第1-511 令和5年1月26日 令和11年2月28日 令和5年1月26日
000028 2100192501 もんじゃ焼き弓場　久代店 666-0024 川西市久代４丁目２－４７　１階 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 亀田 航平 神北(伊健)第1-518 令和5年1月31日 令和11年2月28日 令和5年1月31日
000028 2100192503 ＰＭＡＮ 666-0024 川西市久代４丁目２－４７　２階 飲食店営業(4)その他 一般 岡山 隆輝 神北(伊健)第1-519 令和5年1月31日 令和11年2月28日 令和5年1月31日
000028 2100192508 株式会社ノジュール　マクドナルド川西加茂店 666-0025 川西市加茂５丁目１－１１ 7557733 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ノジュール 代表取締役 吉水 亨 666-0117 兵庫県川西市東畦野６丁目１５番１号 7950151 神北(伊健)第1-517 令和5年1月30日 令和12年2月28日 令和5年1月30日
000028 2100192510 ニチイメゾン川西畦野 666-0117 川西市東畦野１丁目８－４５ 7445580 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 淀川食品株式会社 代表取締役 田村 隆 532-0036 大阪府大阪市淀川区三津屋中１丁目１番２号 663016831 神北(伊健)第1-515 令和5年1月30日 令和11年2月28日 令和5年1月30日
000028 2100192520 こなもんスタンド 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 山田 幸治 神北(伊健)第1-522 令和5年1月31日 令和10年2月29日 令和5年1月31日
000028 2100192525 元祖どないや伊丹店 664-0873 伊丹市野間１丁目６－６ 7787745 飲食店営業(4)その他 露店40L 堂本 覚 神北(伊健)第1-523 令和5年2月1日 令和10年2月29日 令和5年2月1日
000028 2100192526 ＰＩＺＺＥＲＩＡ　ＨＩＲＯ 664-0858 伊丹市西台５丁目７－２２田原ビル１０２号 7689615 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＰＩＺＺＥＲＩＡ　ＨＩＲＯ 代表取締役 西本 裕樹 664-0858 兵庫県伊丹市西台５丁目７番２２号 7689615 神北(伊健)第1-524 令和5年2月1日 令和11年2月28日 令和5年2月1日
000028 2100192532 純喫茶コッチ 666-0006 川西市萩原台西１丁目６８　２Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社キヨテック 代表取締役 山下 清文 666-0006 兵庫県川西市萩原台西１丁目８７番地の２ 7869189 神北(伊健)第1-516 令和5年1月30日 令和11年2月28日 令和5年1月30日
000028 2100192546 くら寿司ラソラ川西店 666-0033 川西市栄町１１－１ラソラ川西Ｂ１Ｆ 7576055 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 くら寿司株式会社 代表取締役 田中 邦彦 599-8253 大阪府堺市中区深阪１丁２番２号 724936109 神北(伊健)第1-526 令和5年2月2日 令和12年2月28日 令和5年2月2日
000028 2100192586 大熊猫堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 住田 勝彦 神北(伊健)第1-531 令和5年2月3日 令和10年2月29日 令和5年2月3日
000028 2100192598 Ｂａｒ　ＳＡＫＡＩＭＥ 664-0858 伊丹市西台１丁目５－９三栄ビル１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 高嶋 優 神北(伊健)第1-527 令和5年2月2日 令和11年2月28日 令和5年2月2日
000028 2100192605 ゲンキミチ 666-0001 川西市鴬の森町６丁目１４ 菓子製造業 一般 長永 尚代 神北(伊健)第6-52 令和5年2月6日 令和11年2月28日 令和5年2月6日
000028 2100192660 ｌａｕｇｈ 664-0851 伊丹市中央１丁目５－１９ピュア伊丹２１　６０１ 7445435 飲食店営業(4)その他 一般 西岡 茜 神北(伊健)第1-542 令和5年2月9日 令和11年2月28日 令和5年2月9日
000028 2100192744 セブン－イレブン　伊丹南野５丁目店 664-0865 伊丹市南野５丁目９－１３ 飲食店営業(4)その他 一般 西山 こずえ 神北(伊健)第1-551 令和5年2月16日 令和12年2月28日 令和5年2月16日
000028 2100192748 ルミ 664-0858 伊丹市西台２丁目２－１ 7858420 飲食店営業(4)その他 一般 猪飼 奈美 神北(伊健)第1-553 令和5年2月16日 令和11年2月28日 令和5年2月16日
000028 2100192752 川西麺業 666-0033 川西市栄町２５－１アステ川西２０４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社川西麺業 代表取締役 松井 諒太 666-0033 兵庫県川西市栄町２５番１号アステ川西２０４ 神北(伊健)第1-555 令和5年2月16日 令和11年2月28日 令和5年2月16日
000028 2100192779 ハレのお皿 666-0116 川西市水明台４丁目４－３８ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西村 真俊 神北(伊健)第1-554 令和5年2月16日 令和11年2月28日 令和5年2月16日
000028 2100192780 ハレのお皿 666-0116 川西市水明台４丁目４－３８ そうざい製造業 一般 西村 真俊 神北(伊健)第20-14 令和5年2月16日 令和11年2月28日 令和5年2月16日
000028 2100192787 あんちすてーき　とろろ麦めし　豚丸  ラソラ川西店 666-0033 川西市栄町１１－１ラソラ川西Ｂ１Ｆ 7441006 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｇｂｉａｔｅ 代表取締役 髙畑 祐吾 570-0035 大阪府守口市東光町１丁目８番８号 667664564 神北(伊健)第1-557 令和5年2月17日 令和11年2月28日 令和5年2月17日
000028 2100192818 ＭｏｔｏＣｏ房 664-0004 伊丹市東野３丁目１ 清涼飲料水製造業 一般 ＭｏｔｏＣｏｌａ株式会社 代表取締役 五明 基 665-0055 兵庫県宝塚市大成町９番１号 神北(伊健)第9-2 令和5年2月21日 令和11年2月28日 令和5年2月21日
000028 2100192871 鉱物＆カフェ　Ｍｉｎｅｒａｌ　Ｍｕｒｕ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 村田 陽子 神北(伊健)第1-564 令和5年2月24日 令和10年2月29日 令和5年2月24日
000028 2100192883 ベーカリー　シナノ 666-0015 川西市小花１丁目５－１４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｔｈｅ　ＣＯＮＣＥＰＴ　ＴＲＥＥ 代表取締役 中嶋 謙 666-0036 兵庫県川西市花屋敷山手町２－１１ 神北(伊健)第1-565 令和5年2月27日 令和11年2月28日 令和5年2月27日
000028 2100192884 ベーカリー　シナノ 666-0015 川西市小花１丁目５－１４ 菓子製造業 一般 株式会社Ｔｈｅ　ＣＯＮＣＥＰＴ　ＴＲＥＥ 代表取締役 中嶋 謙 666-0036 兵庫県川西市花屋敷山手町２－１１ 神北(伊健)第6-60 令和5年2月27日 令和11年2月28日 令和5年2月27日
000028 2100192896 京都魁商店６ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 中谷 正直 神北(伊健)第1-567 令和5年2月27日 令和10年2月29日 令和5年2月27日
000028 2100192920 土倉商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 土倉 大 神北(伊健)第1-572 令和5年2月28日 令和10年2月29日 令和5年2月28日
000028 2100192923 Ｈａｒａ８ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 関 美恵 神北(伊健)第1-573 令和5年2月28日 令和10年2月29日 令和5年2月28日
000028 2100192948 ＨＡＷＡＩＫＩ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 村石 和也 神北(伊健)第1-575 令和5年3月1日 令和10年5月31日 令和5年3月1日
000028 2100192973 あずまや 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社あずまや 代表取締役 谷本 隆美 661-0982 兵庫県尼崎市食満５丁目２４番９－１号 神北(伊健)第1-579 令和5年3月2日 令和11年5月31日 令和5年3月2日
000028 2100192978 Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｂｕｌｌ’ｓ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 兼松 亜衣 神北(伊健)第1-580 令和5年3月2日 令和10年5月31日 令和5年3月2日
000028 2100192983 すきま産業 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 山野 敏夫 神北(伊健)第1-576 令和5年3月2日 令和10年5月31日 令和5年3月2日
000028 2100193021 村田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 村田 勉 神北(伊健)第1-577 令和5年3月2日 令和10年5月31日 令和5年3月2日
000028 2100193022 呑ん 666-0123 川西市鼓が滝１丁目２８－３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 荒木 典子 神北(伊健)第1-584 令和5年3月6日 令和11年5月31日 令和5年3月6日
000028 2100193023 吉本商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 吉本 瞬 神北(伊健)第1-578 令和5年3月2日 令和10年5月31日 令和5年3月2日
000028 2100193024 西本商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 西本 滉 神北(伊健)第1-581 令和5年3月3日 令和10年5月31日 令和5年3月3日
000028 2100193026 西本商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 西本 尚美 神北(伊健)第1-582 令和5年3月3日 令和10年5月31日 令和5年3月3日
000028 2100193028 新名商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 新名 誠 神北(伊健)第1-583 令和5年3月3日 令和10年5月31日 令和5年3月3日
000028 2100193063 立呑みおでん晩酌屋　しままる 664-0861 伊丹市稲野町３丁目３０－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 椛島 彩子 神北(伊健)第1-585 令和5年3月8日 令和11年5月31日 令和5年3月8日
000028 2100193107 まんぷくパン 666-0006 川西市萩原台西３丁目３１１ 7032881 菓子製造業 一般 坂井 雅信 神北(伊健)第6-61 令和5年3月9日 令和11年5月31日 令和5年3月9日
000028 2100193133 天ぷら　十割蕎麦　新次郎　川西多田店 666-0133 川西市鴬台２丁目２０－８ 7679971 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ＷＯＲＬＤ　ＶＩＬＬＡＧＥ株式会社 代表取締役 西村 賢司 665-0848 兵庫県宝塚市川面字長尾山１５番地の３５０－７ 797875585 神北(伊健)第1-586 令和5年3月10日 令和11年5月31日 令和5年3月10日
000028 2100193134 天ぷら　十割蕎麦　新次郎　川西多田店 666-0133 川西市鴬台２丁目２０－８ 7679971 麺類製造業 一般 ＷＯＲＬＤ　ＶＩＬＬＡＧＥ株式会社 代表取締役 西村 賢司 665-0848 兵庫県宝塚市川面字長尾山１５番地の３５０－７ 797875585 神北(伊健)第19-3 令和5年3月10日 令和11年5月31日 令和5年3月10日
000028 2100193142 たこぽん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 村上 玲子 神北(伊健)第1-592 令和5年3月13日 令和10年5月31日 令和5年3月13日
000028 2100193143 ＲＯＣＫＡＷＡＹ　ＢＵＧＧＹ  －Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｄｉｎｅｒ＆Ｌｉｖｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 7646005 飲食店営業(4)その他 露店40L 榎本 祐大 神北(伊健)第1-591 令和5年3月13日 令和10年5月31日 令和5年3月13日
000028 2100193146 ＧＬＡＳＳ　ＨＯＰＰＥＲ 664-0851 伊丹市中央１丁目９－１３山本不動産第７ビル６ＦＣ 飲食店営業(4)その他 一般 石濱 拓哉 神北(伊健)第1-587 令和5年3月10日 令和11年5月31日 令和5年3月10日
000028 2100193147 うめ家 664-0895 伊丹市宮ノ前１丁目２－３４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 梅内 聡 神北(伊健)第1-590 令和5年3月13日 令和11年5月31日 令和5年3月13日
000028 2100193171 祐生病院　ベネミール事業所 664-0874 伊丹市山田５丁目３番１３号 7854577 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ベネミール 代表取締役 野口 晃伸 101-0021 東京都千代田区外神田１丁目１８番１３号秋葉原ダイビル１２階 332531711 神北(伊健)第1-594 令和5年3月14日 令和11年5月31日 令和5年3月14日
000028 2100193175 ＢＵＴＴＥＲＦＬＹ　ＬＩＢＲＡＲＹ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 山科 達己 神北(伊健)第1-593 令和5年3月14日 令和10年5月31日 令和5年3月14日
000028 2100193180 和み家 666-0024 川西市久代１丁目２－４ 7570240 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大谷 紀恵 神北(伊健)第1-597 令和5年3月14日 令和11年5月31日 令和5年3月14日
000028 2100193207 真味 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 728812901 飲食店営業(4)その他 自動車200L 福井 武治 神北(伊健)第1-599 令和5年3月15日 令和10年5月31日 令和5年3月15日
000028 2100193208 鴻鶴麺屋 664-0854 伊丹市南町２丁目３－５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 万客来株式会社 代表取締役 韓 強 664-0854 兵庫県伊丹市南町２丁目３番５号 神北(伊健)第1-598 令和5年3月15日 令和11年5月31日 令和5年3月15日
000028 2100193210 鮮魚　うみや 664-0012 伊丹市緑ケ丘５丁目１２－１ 魚介類販売業 一般 筒井 亮吏 神北(伊健)第4-9 令和5年3月15日 令和11年5月31日 令和5年3月15日
000028 2100193211 鮮魚　うみや 664-0012 伊丹市緑ケ丘５丁目１２－１ 飲食店営業(4)その他 一般 筒井 亮吏 神北(伊健)第1-600 令和5年3月15日 令和11年5月31日 令和5年3月15日
000028 2100193236 ㈱水産流通　伊丹水産センター 664-0831 伊丹市北伊丹８丁目２０４日水物流(株)伊丹物流センター内 7723986 そうざい製造業 一般 株式会社水産流通 代表取締役 長本 克義 104-0055 東京都中央区豊海町６番８号 362282692 神北(伊健)第20-15 令和5年3月9日 令和12年5月31日 令和5年3月9日
000028 2100193243 ふゆ屋 666-0025 川西市加茂１丁目１－１１ 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 吉岡 冬 神北(伊健)第1-601 令和5年3月16日 令和11年5月31日 令和5年3月16日
000028 2100193244 ふゆ屋 666-0025 川西市加茂１丁目１－１１ 菓子製造業 一般 吉岡 冬 神北(伊健)第6-62 令和5年3月16日 令和11年5月31日 令和5年3月16日
000028 2100193251 川西源氏うどん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 小原 行貴 神北(伊健)第1-602 令和5年3月16日 令和10年5月31日 令和5年3月16日
000028 2100193271 バーガーキング　アステ川西店 666-0033 川西市栄町２５－１　アステ川西１階 7689649 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ビーケー・ジャパン 代表取締役 野村 一裕 102-0082 東京都千代田区一番町１６番１号共同ビル一番町３階 368567660 神北(伊健)第1-588 令和5年3月10日 令和11年5月31日 令和5年3月10日
000028 2100193276 かに道楽　伊丹店 664-0006 伊丹市鴻池５丁目９－４１ 7721008 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社かに道楽 代表取締役 今津 博之 542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋２丁目９番１６号 662130051 神北(伊健)第1-603 令和5年3月17日 令和12年5月31日 令和5年3月17日
000028 2100193290 ３８めりーほーむｃａｆｅ 666-0035 川西市花屋敷１丁目８－１ 7072620 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社めりーほーむ 代表取締役 川村 隼太 666-0035 兵庫県川西市花屋敷１丁目５番１７号 7072620 神北(伊健)第1-589 令和5年3月13日 令和11年5月31日 令和5年3月13日
000028 2100193292 むげん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 寺本 正和 神北(伊健)第1-595 令和5年3月14日 令和10年5月31日 令和5年3月14日
000028 2100193296 ぽまる 666-0014 川西市小戸２丁目４－４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ａ．Ｐプランニング 代表取締役 林 拓朗 666-0143 兵庫県川西市清和台西１丁目１－４７ 7033507 神北(伊健)第1-596 令和5年3月14日 令和11年5月31日 令和5年3月14日
000028 2100193302 小西荘園 664-0004 伊丹市東野５丁目２０ 7844765 漬物製造業 一般 小西 佐智子 神北(伊健)第24-2 令和5年3月20日 令和11年5月31日 令和5年3月20日
000028 2100193324 Ｆｕｍａｎｄｏ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 今井 城次 神北(伊健)第1-606 令和5年3月20日 令和11年5月31日 令和5年3月20日
000028 2100193338 ０Ｈ２０６４兵庫 666-0026 川西市南花屋敷４丁目２２－２３ 7585406 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 グリーンホスピタリティフードサービス株式会社 代表取締役 黒川 知輝 160-0023 東京都新宿区西新宿３丁目２０番２号 333794185 神北(伊健)第1-609 令和5年3月22日 令和11年5月31日 令和5年3月22日
000028 2100193341 ひだまり 666-0142 川西市清和台東３丁目１－８　Ａ－１－１ 7766893 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中西 嘉男 神北(伊健)第1-608 令和5年3月22日 令和11年5月31日 令和5年3月22日
000028 2100193347 Ｋａｕ　Ｋａｕ　Ｋｉｔｃｈｅｎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社Ｓｐｉｒｉｔｓ　ｏｆ　Ｊａｐａｎ 代表取締役 ホーキンズ　リチャード　アンドリュー 561-0811 大阪府豊中市若竹町１丁目１９番２号 5037401681 神北(伊健)第1-604 令和5年3月17日 令和10年5月31日 令和5年3月17日
000028 2100193350 秀 664-0865 伊丹市南野１丁目４－２３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 清水 秀之 神北(伊健)第1-610 令和5年3月23日 令和11年5月31日 令和5年3月23日
000028 2100193351 おかん 664-0898 伊丹市千僧４丁目２４５１Ｆ 7443911 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松本 江利子 神北(伊健)第1-605 令和5年3月17日 令和11年5月31日 令和5年3月17日
000028 2100193356 Ｔｈｅ　Ｖｅｌｖｅｔ　Ｈｏｕｓｅ 666-0015 川西市小花１丁目５－７ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 久木田 依子 神北(伊健)第1-607 令和5年3月22日 令和11年5月31日 令和5年3月22日
000028 2100193378 海道　伊丹店 664-0851 伊丹市中央４丁目１－２１ 魚介類販売業 一般 株式会社海道 代表取締役 海道 要 569-0825 大阪府高槻市栄町４丁目１１番２号 726975533 神北(伊健)第4-10 令和5年3月24日 令和12年5月31日 令和5年3月24日
000028 2100193382 ファミリーマート伊丹昆陽店 664-0888 伊丹市昆陽南１丁目１－３７ 7735356 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社サンアック 代表取締役 山下 芳彦 660-0085 兵庫県尼崎市元浜町２丁目１５番地 664301991 神北(伊健)第1-611 令和5年3月24日 令和11年5月31日 令和5年3月24日



000028 2100193384 有限会社フクモト 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 有限会社フクモト 代表取締役 福本 嘉孝 533-0004 大阪府大阪市東淀川区小松５丁目１－１１ 663253015 神北(伊健)第1-612 令和5年3月24日 令和10年5月31日 令和5年3月24日
000028 2100193385 創作料理　厨 664-0846 伊丹市伊丹１丁目８－２２－１ 7434558 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 菅田 寛樹 神北(伊健)第1-613 令和5年3月24日 令和11年5月31日 令和5年3月24日
000028 2100193387 立ち飲み　こはるちゃん 664-0029 伊丹市中野北４丁目１－１ 飲食店営業(4)その他 一般 樫山 隆 神北(伊健)第1-614 令和5年3月24日 令和11年5月31日 令和5年3月24日
000028 2100193447 ０Ｈ４７４２兵庫 664-0881 伊丹市昆陽８丁目４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 グリーンホスピタリティフードサービス株式会社 代表取締役 黒川 知輝 160-0023 東京都新宿区西新宿３丁目２０番２号 333794185 神北(伊健)第1-617 令和5年3月27日 令和11年5月31日 令和5年3月27日
000028 2100193448 ０Ｈ４７４５兵庫 664-0017 伊丹市瑞ケ丘２丁目２昆陽池寮 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 グリーンホスピタリティフードサービス株式会社 代表取締役 黒川 知輝 160-0023 東京都新宿区西新宿３丁目２０番２号 333794185 神北(伊健)第1-620 令和5年3月27日 令和12年5月31日 令和5年3月27日
000028 2100193450 ＢＨ４７４１兵庫 664-0016 伊丹市昆陽北１丁目１－１北食堂 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 グリーンホスピタリティフードサービス株式会社 代表取締役 黒川 知輝 160-0023 東京都新宿区西新宿３丁目２０番２号 333794185 神北(伊健)第1-616 令和5年3月27日 令和12年5月31日 令和5年3月27日
000028 2100193451 ０Ｈ４７４６兵庫 664-0017 伊丹市瑞ケ丘２丁目２第１応心寮 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 グリーンホスピタリティフードサービス株式会社 代表取締役 黒川 知輝 160-0023 東京都新宿区西新宿３丁目２０番２号 333794185 神北(伊健)第1-621 令和5年3月27日 令和11年5月31日 令和5年3月27日
000028 2100193453 ＢＨ４７４６兵庫 664-0017 伊丹市瑞ケ丘２丁目２第２応心寮 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 グリーンホスピタリティフードサービス株式会社 代表取締役 黒川 知輝 160-0023 東京都新宿区西新宿３丁目２０番２号 333794185 神北(伊健)第1-622 令和5年3月27日 令和11年5月31日 令和5年3月27日
000028 2100193454 ０Ｈ４７４１兵庫 664-0016 伊丹市昆陽北１丁目１－１中央食堂 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 グリーンホスピタリティフードサービス株式会社 代表取締役 黒川 知輝 160-0023 東京都新宿区西新宿３丁目２０番２号 333794185 神北(伊健)第1-615 令和5年3月27日 令和12年5月31日 令和5年3月27日
000028 2100193472 てっぱん　竹家 664-0851 伊丹市中央２丁目２－２ 7780180 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平良 佳也 神北(伊健)第1-624 令和5年3月28日 令和11年5月31日 令和5年3月28日
000028 2100193475 ＢＨ４７４４兵庫 664-0017 伊丹市瑞ケ丘２丁目２第２信友寮 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 グリーンホスピタリティフードサービス株式会社 代表取締役 黒川 知輝 160-0023 東京都新宿区西新宿３丁目２０番２号 333794185 神北(伊健)第1-618 令和5年3月27日 令和11年5月31日 令和5年3月27日
000028 2100193481 ０Ｈ４７４４兵庫 664-0017 伊丹市瑞ケ丘２丁目２第１信友寮 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 グリーンホスピタリティフードサービス株式会社 代表取締役 黒川 知輝 160-0023 東京都新宿区西新宿３丁目２０番２号 333794185 神北(伊健)第1-619 令和5年3月27日 令和11年5月31日 令和5年3月27日
000028 2100193490 立ち呑み　かっちゃん 664-0851 伊丹市中央１丁目５－１８伊丹中央プラザビル３Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森 勝則 神北(伊健)第1-627 令和5年3月29日 令和11年5月31日 令和5年3月29日
000028 2100193494 季節料理　湧 664-0851 伊丹市中央４丁目３－８タナベビル１Ｆ 727445707 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 戸田 湧也 神北(伊健)第1-628 令和5年3月29日 令和11年5月31日 令和5年3月29日
000028 2100193495 Ｓａｉ　Ｇｏｎ　Ｓｗｅｅｔｓ 664-0846 伊丹市伊丹１丁目１０－１５　アリオⅠ１０８号 飲食店営業(4)その他 一般 キエウ ミン　トウアン 神北(伊健)第1-623 令和5年3月28日 令和11年5月31日 令和5年3月28日
000028 2100193496 吉乃 666-0014 川西市小戸２丁目４－４ 飲食店営業(4)その他 一般 松本 憲司 神北(伊健)第1-626 令和5年3月29日 令和11年5月31日 令和5年3月29日
000028 2100193506 でんえんらーめん　川西市役所前店 666-0016 川西市中央町２－５ 7645070 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田園商事株式会社 代表取締役 園田 直史 665-0013 兵庫県宝塚市宝梅２丁目７番６号 797807073 神北(伊健)第1-625 令和5年3月29日 令和11年5月31日 令和5年3月29日
000028 2100193513 ＲＯＵＴＥ９０８ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 呉屋 健悟 神北(伊健)第1-629 令和5年3月29日 令和10年5月31日 令和5年3月29日
000028 2100193520 Ｌｉｖｅ＆Ｂａｒ　Ｔｏｍｏｒｒｏｗ　２ｎｄ 664-0851 伊丹市中央３丁目２－６ＩＣＢ伊丹中央ビルＢ１Ｆ 727796121 飲食店営業(4)その他 一般 宮谷 富久美 神北(伊健)第1-630 令和5年3月30日 令和11年5月31日 令和5年3月30日
000028 2100193528 かす焼き屋　次郎 664-0008 伊丹市荒牧南２丁目１－２ 7447344 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森本 加奈子 神北(伊健)第1-631 令和5年3月30日 令和11年5月31日 令和5年3月30日
000028 2100193532 ケアホーム　おはな 664-0888 伊丹市昆陽南２丁目２－３６ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ハーベスト株式会社 代表取締役 脇本 実 240-0004 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町２丁目１２０番地 453361101 神北(伊健)第1-633 令和5年3月30日 令和11年5月31日 令和5年3月30日
000028 2100193535 Ｔｅｐｐａｎ　豊 664-0851 伊丹市中央２丁目１－１伊丹中央ビル２０２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 内田 豊 神北(伊健)第1-632 令和5年3月30日 令和11年5月31日 令和5年3月30日
000028 2100193551 移動販売　はなれ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 佐藤 茜 神北(伊健)第1-1 令和5年4月3日 令和11年5月31日 令和5年4月3日
000028 2100193559 牛かつ処　やまと 666-0021 川西市栄根２丁目１－１０ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岸田 英章 神北(伊健)第1-2 令和5年4月4日 令和11年5月31日 令和5年4月4日
000028 2100193564 ｐｉｅｒ’ｓ　ＢＡＫＥＲＹ  イオンモール伊丹昆陽店 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオンモール伊丹昆陽 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ピアーサーティー近畿 代表取締役 髙橋 章之 710-0065 岡山県倉敷市宮前４１８－３ 864261473 神北(伊健)第1-3 令和5年4月4日 令和11年5月31日 令和5年4月4日
000028 2100193566 ＣＨ４７４１兵庫 664-0016 伊丹市昆陽北１丁目１－１来客食堂 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 グリーンホスピタリティフードサービス株式会社 代表取締役 黒川 知輝 160-0023 東京都新宿区西新宿３丁目２０番２号 333794185 神北(伊健)第1-7 令和5年4月4日 令和12年5月31日 令和5年4月4日
000028 2100193567 ＤＯＬＣＥ１０４ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 津田 寿浩 神北(伊健)第1-4 令和5年4月4日 令和10年5月31日 令和5年4月4日
000028 2100193573 フードトラック「１年３組」 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 柊木 宗樹 神北(伊健)第1-5 令和5年4月4日 令和11年5月31日 令和5年4月4日
000028 2100193574 Ｒｅｌａｘ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 澤田 おりゑ 神北(伊健)第1-8 令和5年4月4日 令和11年5月31日 令和5年4月4日
000028 2100193580 ＦＥＥＤ　ＭＥ　オレンジジュース自動販売機  イオンタウン川西　２階 666-0124 川西市多田桜木１丁目４－１ 667846660 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 ＭＥ　Ｇｒｏｕｐ　Ｊａｐａｎ株式会社 代表取締役 クリスチャン オーティエ 107-0062 東京都港区南青山５丁目１番１０号南青山第一マンションズ１２０１号 5053297452 神北(伊健)第2-1 令和5年4月5日 令和10年5月31日 令和5年4月5日
000028 2100193581 三浦牧場直販店 666-0105 川西市見野２丁目１４－２０ 727944129 飲食店営業(4)その他 一般 三浦 広司 神北(伊健)第1-10 令和5年4月5日 令和11年5月31日 令和5年4月5日
000028 2100193582 三浦牧場直販店 666-0105 川西市見野２丁目１４－２０ 727944129 食肉販売業 一般 三浦 広司 神北(伊健)第3-1 令和5年4月5日 令和11年5月31日 令和5年4月5日
000028 2100193583 三浦牧場直販店 666-0105 川西市見野２丁目１４－２０ 727944129 魚介類販売業 一般 三浦 広司 神北(伊健)第4-1 令和5年4月5日 令和11年5月31日 令和5年4月5日
000028 2100193588 ＭａｈａｌｏＡ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 小野 明夢美 神北(伊健)第1-6 令和5年4月4日 令和10年5月31日 令和5年4月4日
000028 2100193593 ＢＡＲ　ＹＵＣＣＡ 664-0851 伊丹市中央４丁目３－２１池信ビル３０２ 飲食店営業(4)その他 一般 廣橋 祐樹 神北(伊健)第1-12 令和5年4月6日 令和11年5月31日 令和5年4月6日
000028 2100193594 ジオング 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 内田 卓也 神北(伊健)第1-13 令和5年4月6日 令和10年5月31日 令和5年4月6日
000028 2100193622 Ａｓｓｏｃｉａ　Ｊｏｂ　Ｋａｗａｎｉｓｈｉ 666-0024 川西市久代３丁目１６－３０ 727439097 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社アソシア 代表取締役 神谷 牧人 904-0100 沖縄県中頭郡北谷町北前１丁目１０番地８ 989891078 神北(伊健)第1-14 令和5年4月6日 令和11年5月31日 令和5年4月6日
000028 2100193624 糀カフェ　ＣＯＴＯＢＡ 664-0865 伊丹市南野６丁目８－２１－１０１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 花永 神北(伊健)第1-15 令和5年4月7日 令和11年5月31日 令和5年4月7日
000028 2100193625 ケイズファクトリー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 梶浦 賢 神北(伊健)第1-16 令和5年4月7日 令和10年5月31日 令和5年4月7日
000028 2100193642 ｈｏａｎｇ　ｈｏａｎｇ　ｃａｆｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 川端 健二 神北(伊健)第1-17 令和5年4月10日 令和10年5月31日 令和5年4月10日
000028 2100193647 ビアードパパ 664-0027 伊丹市池尻４丁目１－１イオンモール伊丹昆陽１Ｆ１３３区画 727447276 菓子製造業 一般 株式会社麦の穂 代表取締役 杉内 健吉 530-0047 大阪府大阪市北区西天満３丁目１３番２０号 663617000 神北(伊健)第6-1 令和5年4月7日 令和12年5月31日 令和5年4月7日
000028 2100193649 ０Ｈ３９２８兵庫 664-0842 伊丹市森本１丁目８－１９ 727647278 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社グリーンヘルスケアサービス 代表取締役 黒川 知輝 160-0023 東京都新宿区西新宿３丁目２０番２号 333791211 神北(伊健)第1-18 令和5年4月10日 令和12年5月31日 令和5年4月10日
000028 2100193650 ０Ｈ４０３３兵庫 664-0003 伊丹市大野１丁目５９－３ 727647611 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社グリーンヘルスケアサービス 代表取締役 黒川 知輝 160-0023 東京都新宿区西新宿３丁目２０番２号 333791211 神北(伊健)第1-19 令和5年4月10日 令和11年5月31日 令和5年4月10日
000028 2100193663 華音 664-0851 伊丹市中央２丁目９－２９Ｐａｓｅｏ三軒寺通り１０２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｇａｌａｘｙ 代表取締役 河本 哲 664-0864 兵庫県伊丹市安堂寺町４丁目４９番地２９ 727853977 神北(伊健)第1-20 令和5年4月11日 令和11年5月31日 令和5年4月11日
000028 2100193678 ＡＷＡＪＩ　ＫＩＴＣＨＥＮ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L ネオヴェーション合同会社 代表社員 髙橋 良任 562-0041 大阪府箕面市桜２丁目５－７６ 神北(伊健)第1-22 令和5年4月12日 令和10年5月31日 令和5年4月12日
000028 2100193683 ＳＨ１６ＭＡ　ＤＯＵＧＨＮＵＴＳ  （シロクマドーナツ） 664-0872 伊丹市車塚２丁目８４－６－１ 菓子製造業 一般 合同会社ＡＯＩ 代表社員 藤原 久嗣 664-0862 兵庫県伊丹市若菱町６丁目２０番地２ 神北(伊健)第6-2 令和5年4月10日 令和11年5月31日 令和5年4月10日
000028 2100193690 ＡＣＥ　ＣＯＦＦＥＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 川口 泰弘 神北(伊健)第1-23 令和5年4月13日 令和10年5月31日 令和5年4月13日
000028 2100193719 からあげ　まんぷく亭 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 國友 聖一 神北(伊健)第1-11 令和5年4月5日 令和10年5月31日 令和5年4月5日
000028 2100193722 株式会社阪急阪神百貨店　川西阪急  １階催場「フランスウイーク」 666-0033 川西市栄町２６－１ 727571231 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急阪神百貨店 代表取締役 山口 俊比古 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 663611381 神北(伊健)第1-21 令和5年4月12日 令和11年5月31日 令和5年4月12日
000028 2100193729 矢野商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 大田 篤志 神北(伊健)第1-24 令和5年4月13日 令和10年5月31日 令和5年4月13日
000028 2100193730 矢野商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 中村 正信 神北(伊健)第1-25 令和5年4月13日 令和10年5月31日 令和5年4月13日
000028 2100193740 Ｂａｒ　Ａｏ 664-0858 伊丹市西台５丁目１－１５本山ビル１Ｆ 727677896 飲食店営業(4)その他 一般 橋本 優希 神北(伊健)第1-28 令和5年4月17日 令和11年5月31日 令和5年4月17日
000028 2100193743 ＢＩＧＵＰ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 大上 和将 神北(伊健)第1-29 令和5年4月17日 令和10年5月31日 令和5年4月17日
000028 2100193787 Ｌｕｓｃｉｏｕｓ　ｏｎ　Ⅱ号 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 662045533 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社ＲＩＧ 代表取締役 澤井 智麿 541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町１丁目７番１５－１００３号 642562855 神北(伊健)第1-35 令和5年4月19日 令和10年5月31日 令和5年4月19日
000028 2100193789 ＦＥＥＤ　ＭＥ　オレンジジュース自動販売機  イオンモール猪名川３階 666-0257 川辺郡猪名川町白金２丁目１ 667846660 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 ＭＥ　Ｇｒｏｕｐ　Ｊａｐａｎ株式会社 代表取締役 クリスチャン オーティエ 107-0062 東京都港区南青山５丁目１番１０号南青山第一マンションズ１２０１号 5053297452 神北(伊健)第2-2 令和5年4月19日 令和11年5月31日 令和5年4月19日
000028 2100193791 芦田珈琲店 664-0871 伊丹市堀池１丁目３－３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 芦田 美喜子 神北(伊健)第1-37 令和5年4月19日 令和11年5月31日 令和5年4月19日
000028 2100193809 Ｌｕｓｃｉｏｕｓ　ｏｎ　Ⅰ号 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 662045533 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社ＲＩＧ 代表取締役 澤井 智麿 541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町１丁目７番１５－１００３号 642562855 神北(伊健)第1-36 令和5年4月19日 令和10年5月31日 令和5年4月19日
000028 2100193828 祭隊　龍 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 渡邊 弘龍 神北(伊健)第1-41 令和5年4月20日 令和10年5月31日 令和5年4月20日
000028 2100193833 うえなか商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 上仲 拓郎 神北(伊健)第1-38 令和5年4月20日 令和10年5月31日 令和5年4月20日
000028 2100193856 川西ミートセンター 666-0025 川西市加茂６丁目９２－３ 727577717 食肉製品製造業 一般 株式会社阪神フード 代表取締役 北田 祐一 666-0025 兵庫県川西市加茂６丁目８９番－１ 727577717 神北(伊健)第10-1 令和5年4月21日 令和11年5月31日 令和5年4月21日
000028 2100193864 おばんざい　酒処　まぁーちゃん 664-0007 伊丹市北野２丁目１－３ 727445913 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 河元 真里奈 神北(伊健)第1-45 令和5年4月21日 令和11年5月31日 令和5年4月21日
000028 2100193865 かき氷ゆきのこ 666-0112 川西市大和西１丁目６６－２シーダービル２Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 杉本 佳苗 神北(伊健)第1-46 令和5年4月21日 令和11年5月31日 令和5年4月21日
000028 2100193874 海誠 664-0851 伊丹市中央４丁目１－２１プロマート内 727646722 魚介類販売業 一般 須﨑 誠 神北(伊健)第4-3 令和5年4月21日 令和12年5月31日 令和5年4月21日
000028 2100193885 Ｍ　ｉｎ 664-0851 伊丹市中央１丁目９－１３遊楽館山本不動産第７ビル４ＦＢ 飲食店営業(4)その他 一般 森作 弘美 神北(伊健)第1-50 令和5年4月24日 令和11年5月31日 令和5年4月24日
000028 2100193925 チッキン鶏ｃｏ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 大久保 聡 神北(伊健)第1-53 令和5年4月25日 令和10年5月31日 令和5年4月25日
000028 2100193960 ＦＥＥＤ　ＭＥ　オレンジジュース自動販売機  西友川西店　地下１階 666-0033 川西市栄町１６－８ 667846660 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 ＭＥ　Ｇｒｏｕｐ　Ｊａｐａｎ株式会社 代表取締役 クリスチャン・オーティエ 107-0062 東京都港区南青山５丁目１番１０号南青山第一マンションズ１２０１号 5053297452 神北(伊健)第2-3 令和5年4月26日 令和11年5月31日 令和5年4月26日
000028 2100193961 せいろ屋 666-0015 川西市小花１丁目１－１０ベルフローラかわにしＥ－１１９ 727592110 水産製品製造業 一般 䦰橋 明博 神北(伊健)第11-1 令和5年4月25日 令和12年5月31日 令和5年4月25日
000028 2100193966 ＯＬＬＩＥ’Ｓ　ＣＡＦＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 瀧本 かおり 神北(伊健)第1-62 令和5年4月26日 令和10年5月31日 令和5年4月26日
000028 2100193976 みこし 666-0135 川西市錦松台３２－１０ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中岡 弓雄 神北(伊健)第1-65 令和5年4月27日 令和11年5月31日 令和5年4月27日
000028 2100194034 ４７９５４事業所 666-0253 川辺郡猪名川町差組字小谷１０１－１ 727899201 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田３丁目３番２０号 664587331 神北(伊健)第1-72 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 2100194099 ０Ｈ３９２６兵庫 664-0029 伊丹市中野北２丁目１１－２１ 727442801 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社グリーンヘルスケアサービス 代表取締役 黒川 知輝 163-1477 東京都新宿区西新宿３丁目２０番２号 333791211 神北(伊健)第1-47 令和5年4月21日 令和12年5月31日 令和5年4月21日
000028 3000028991 つつみ 675-0031 加古川市加古川町北在家４５３－７ 794212821 飲食店営業(4)その他 一般 堤 福江 東播(加健)第401-264 平成30年7月26日 令和6年8月31日 昭和52年8月10日
000028 3000028992 手打うどん琴平 675-0031 加古川市加古川町北在家２４８１ 794214589 飲食店営業(4)その他 一般 納 宏和 東播(加健)第401-268 平成30年7月27日 令和6年8月31日 昭和52年7月26日
000028 3000028996 長谷川銘菓堂 675-0031 加古川市加古川町北在家２２０２ 794223369 菓子製造業 一般 長谷川 淳一 東播(加健)第403-63 令和2年11月10日 令和8年11月30日 昭和50年11月27日
000028 3000029025 ギャザ４１ 675-0031 加古川市加古川町北在家２５９６ベネフィス北在家１Ｆ 794217802 飲食店営業(4)その他 一般 山口 雅徳 東播(加健)第401-438 令和1年11月27日 令和7年11月30日 平成4年11月6日
000028 3000029041 バロン 675-0031 加古川市加古川町北在家２４４４ 794249504 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 岡田 かほる 東播(加健)第401-282 令和2年8月20日 令和8年8月31日 平成8年7月11日
000028 3000029047 善乃 675-0031 加古川市加古川町北在家２２４０ 794203757 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 杉本 善彦 東播(加健)第401-326 令和3年8月17日 令和9年8月31日 令和3年8月17日
000028 3000029050 レストラン　ポム・ココット 675-0031 加古川市加古川町北在家２６７４ 794270155 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ポム・ココット 代表取締役 寺西 雄介 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２６７４セポワール加古川 794270155 東播(加健)第401-492 令和3年11月1日 令和9年11月30日 令和3年11月1日
000028 3000029052 （有）前田食品加古川市役所食堂 675-0031 加古川市加古川町北在家２０００ 794230540 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社前田食品 代表取締役 前田 一秀 675-0037 兵庫県加古川市加古川町本町５１７番地の１ 794230540 東播(加健)第401-651 令和4年1月19日 令和11年2月28日 令和4年1月19日
000028 3000029066 有限会社高松清太夫老舗 675-0031 加古川市加古川町北在家３１７ 794212200 みそ製造業 一般 有限会社高松清太夫老舗 代表取締役 高松 清英 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家３１７ 794212200 東播(加健)第411-1 令和1年7月24日 令和6年8月31日 平成11年6月8日
000028 3000029071 関西電力加古川配電営業所食堂（４階） 675-0031 加古川市加古川町北在家２５５２ 794219030 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 増永 満枝 東播(加健)第401-48 令和5年4月20日 令和11年5月31日 令和5年4月20日
000028 3000029080 丸亀製麺 675-0031 加古川市加古川町北在家１４０－１西海ビル１０１号 794229880 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社丸亀製麺 代表取締役 山口 寛 150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目２１番１号 342218900 東播(加健)第401-508 平成30年11月15日 令和6年11月30日 平成12年11月9日
000028 3000029089 ロビンフッド 675-0039 加古川市加古川町粟津２９３－１ 794238928 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 久裕 東播(加健)第401-732 令和4年2月9日 令和10年2月29日 令和4年2月9日
000028 3000029091 カラオケモア 675-0039 加古川市加古川町粟津４５０ 794239678 飲食店営業(4)その他 一般 三木 幸子 東播(加健)第401-127 平成30年5月18日 令和6年5月31日 昭和55年5月10日
000028 3000029095 葵寿司 675-0039 加古川市加古川町粟津６０２－１１ 794216647 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西野 定男 東播(加健)第401-275 平成30年7月27日 令和6年8月31日 昭和55年8月26日
000028 3000029096 そば喜 675-0039 加古川市加古川町粟津１１２１ 794238698 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 齋藤 喜男 東播(加健)第401-207 平成29年7月31日 令和5年8月31日 昭和56年6月8日
000028 3000029112 野路菊 675-0039 加古川市加古川町粟津７７１－７ 794217382 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 柏木 忠由 東播(加健)第401-550 令和3年11月12日 令和9年11月30日 令和3年11月12日
000028 3000029117 ヴァン・ヴェール 675-0039 加古川市加古川町粟津４１９－１ 794256820 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 早瀬 正行 東播(加健)第401-710 令和4年2月3日 令和10年2月29日 令和4年2月3日
000028 3000029127 さつま 675-0039 加古川市加古川町粟津１１２２ル・シャブラ粟津１Ｆ 794252138 飲食店営業(4)その他 一般 新福 多美子 東播(加健)第401-343 平成30年8月22日 令和6年8月31日 平成4年6月9日
000028 3000029137 フランス菓子工房　ブロワ 675-0039 加古川市加古川町粟津４２１ 794225914 菓子製造業 一般 三村 博文 東播(加健)第410-43 令和4年10月26日 令和10年11月30日 令和4年10月26日
000028 3000029139 小僧寿し加古川粟津店 675-0039 加古川市加古川町粟津７５４－１ 794214351 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社サニーフーヅ 代表取締役 中村 彰宏 780-0083 高知県高知市北御座９－１１ 888788925 東播(加健)第401-388 令和1年11月13日 令和7年11月30日 平成7年11月22日
000028 3000029162 ラーメンたろう加古川店 675-0039 加古川市加古川町粟津字宮ノ下４４７－１ 794201104 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社チャイナロードジャパン 代表取締役 藤井 栄蔵 650-0003 兵庫県神戸市中央区山本通２丁目１－４ＦＢ２ビル 783514232 東播(加健)第401-270 令和4年7月25日 令和10年8月31日 令和4年7月25日
000028 3000029176 たこちゃん 675-0039 加古川市加古川町粟津４４８－４ 794562388 飲食店営業(4)その他 一般 浅山 信秀 東播(加健)第401-295 平成30年8月6日 令和6年8月31日 平成12年7月7日
000028 3000029183 喫茶あかしや 675-0066 加古川市加古川町寺家町４６７ 飲食店営業(4)その他 一般 田中 日出男 東播(加健)第401-321 平成30年8月15日 令和6年8月31日 昭和52年8月16日
000028 3000029190 喫茶オアシス 675-0066 加古川市加古川町寺家町３４４ 794249403 飲食店営業(4)その他 一般 一角 巖 東播(加健)第401-70 令和2年5月12日 令和8年5月31日 昭和47年5月24日
000028 3000029192 望月製餡所 675-0066 加古川市加古川町寺家町１２ 794244343 あん類製造業 一般 有限会社望月製餡所 代表取締役 望月 美孝 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町１２ 794244343 東播(加健)第404-2 令和3年2月2日 令和9年2月28日 昭和45年1月16日
000028 3000029196 鳥幸 675-0066 加古川市加古川町寺家町１５１－１ 794222877 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社鳥幸 代表取締役 関口 圭一郎 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町１５１－１ 794222877 東播(加健)第401-336 令和2年10月15日 令和8年11月30日 昭和41年12月1日
000028 3000029199 ゆり 675-0066 加古川市加古川町寺家町３６２－１ビアンテ寺家町２Ｆ 794254467 飲食店営業(4)その他 一般 石沢 由利子 東播(加健)第401-542 令和3年1月19日 令和9年2月28日 昭和63年12月5日
000028 3000029206 こまち 675-0066 加古川市加古川町寺家町３６２－１ビアンテ寺家町２Ｆ 794212866 飲食店営業(4)その他 一般 花木 てるみ 東播(加健)第401-352 令和2年10月20日 令和8年11月30日 昭和58年11月21日
000028 3000029212 スナック初美 675-0066 加古川市加古川町寺家町３６２－１ビアンテ寺家町１Ｆ 794217980 飲食店営業(4)その他 一般 北口 榮 東播(加健)第401-100 令和3年5月12日 令和9年5月31日 昭和54年5月29日
000028 3000029241 こんぴらさん 675-0066 加古川市加古川町寺家町１５－７ 794216538 飲食店営業(4)その他 一般 榎本 悦子 東播(加健)第401-537 令和3年1月18日 令和9年2月28日 昭和53年12月26日
000028 3000029247 勘九郎 675-0066 加古川市加古川町寺家町１４９ 794243666 飲食店営業(4)その他 一般 林 陽逸 東播(加健)第401-297 令和1年10月16日 令和7年11月30日 昭和52年10月4日
000028 3000029250 ＡＭＵＳＥ 675-0066 加古川市加古川町寺家町６５６１０１番館ビル１Ｆ 794272750 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 内藤 靖 東播(加健)第401-359 令和4年8月22日 令和10年8月31日 令和4年8月22日
000028 3000029262 喫茶山河 675-0066 加古川市加古川町寺家町２６ 794223240 飲食店営業(4)その他 一般 岸本 節子 東播(加健)第401-14 令和2年4月22日 令和8年5月31日 昭和44年3月26日
000028 3000029264 ○万本店 675-0066 加古川市加古川町寺家町３５０ 794222020 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木田 光之 東播(加健)第401-422 令和2年11月2日 令和8年11月30日 昭和58年11月17日
000028 3000029272 光月堂 675-0066 加古川市加古川町寺家町１５－７ 794223131 菓子製造業 一般 中崎 弘一 東播(加健)第403-39 令和3年8月17日 令和9年8月31日 令和3年8月17日
000028 3000029279 喫茶カトレア 675-0066 加古川市加古川町寺家町６５７ 794226807 飲食店営業(4)その他 一般 竹峰 美智子 東播(加健)第401-232 平成29年8月4日 令和5年8月31日 平成3年7月24日
000028 3000029285 三井住友銀行加古川支店シダックス店 675-0066 加古川市加古川町寺家町５３－２ 794212181 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 シダックスコントラクトフードサービス株式会社 佐藤 好男 182-0021 東京都調布市調布ヶ丘三丁目６番地３ 424893421 東播(加健)第401-231 令和1年8月13日 令和8年8月31日 平成3年8月30日
000028 3000029291 モンブラン 675-0066 加古川市加古川町寺家町４２７－１ 794245519 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社モンブラン 代表取締役 松田 安正 651-2411 兵庫県神戸市西区上新地１丁目１番地２ 789677001 東播(加健)第401-411 平成29年10月31日 令和5年11月30日 平成3年11月20日
000028 3000029293 ガスト加古川駅南店 675-0066 加古川市加古川町寺家町９４－２ 794292070 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保一丁目２５番８号 422375218 東播(加健)第401-595 平成30年1月30日 令和6年2月29日 平成4年2月12日
000028 3000029305 でたきり雀 675-0066 加古川市加古川町寺家町１４７ 794267779 飲食店営業(4)その他 一般 岸本 治樹 東播(加健)第401-119 令和3年5月17日 令和9年5月31日 平成6年3月1日
000028 3000029309 萩原製麺所 675-0066 加古川市加古川町寺家町４４ 794215133 麺類製造業 一般 萩原 純一 東播(加健)第417-2 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日



000028 3000029315 スナックまつば 675-0066 加古川市加古川町寺家町３６２ビアンテビル２階 794202290 飲食店営業(4)その他 一般 佐平 多加子 東播(加健)第401-667 令和4年1月21日 令和10年2月29日 令和4年1月21日
000028 3000029320 お好み焼とうしょう 675-0066 加古川市加古川町寺家町１１ 794223746 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 東生 茂代 東播(加健)第401-259 令和4年7月21日 令和10年8月31日 令和4年7月21日
000028 3000029340 サラ 675-0066 加古川市加古川町寺家町３６２－１ビアンテ寺家町１階 794217454 飲食店営業(4)その他 一般 高田 徳子 東播(加健)第401-540 令和3年1月18日 令和9年2月28日 平成9年2月7日
000028 3000029372 木村精肉店 675-0066 加古川市加古川町寺家町１５－７ 794220374 食肉販売業 一般 木村 耕作 東播(加健)第427-24 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 3000029373 木村精肉店 675-0066 加古川市加古川町寺家町１５－７ 794220374 飲食店営業(4)その他 一般 木村 耕作 東播(加健)第401-487 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 3000029379 ラスティック 675-0066 加古川市加古川町寺家町字北五反田１５１－２４ 飲食店営業(4)その他 一般 福井 孝佳 東播(加健)第401-92 令和4年5月10日 令和10年5月31日 令和4年5月10日
000028 3000029409 鳥料理　今井 675-0066 加古川市加古川町寺家町字西ノ町３４０－２ 794259411 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社今井 代表取締役 竹内 正好 675-0067 兵庫県加古川市加古川町河原３４７－１ 794237088 東播(加健)第401-59 平成30年4月26日 令和6年5月31日 平成12年5月8日
000028 3000029410 加古川製氷冷蔵（株） 675-0066 加古川市加古川町寺家町字将軍１６６－３ 794213111 氷雪製造業 一般 加古川製氷冷蔵株式会社 代表取締役 山本 賀也 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町字将軍１６６－３ 794222358 東播(加健)第407-1 平成30年4月24日 令和6年5月31日 平成12年5月24日
000028 3000029455 胡蝶苑 675-0065 加古川市加古川町篠原町３丁目７２ 794214616 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石丸 晴文 東播(加健)第401-371 令和2年10月22日 令和8年11月30日 昭和58年9月3日
000028 3000029463 コーヒーハウスアンクル 675-0065 加古川市加古川町篠原町３－７３ 794212771 飲食店営業(4)その他 一般 山本 賢 東播(加健)第401-412 平成29年10月31日 令和5年11月30日 昭和51年9月8日
000028 3000029477 ㈲下村正之商店 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８カピル２１　１Ｆ－１０４ 794222278 飲食店営業(4)その他 一般 ㈲下村正之商店 代表取締役 卜部 友貴 675-0063 兵庫県加古川市加古川町平野２０６ 794265858 東播(加健)第401-442 令和3年10月15日 令和9年11月30日 令和3年10月15日
000028 3000029485 ㈲魚光商店 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８カピル２１  ＢＦ－９ 794224500 魚介類販売業 一般 ㈲魚光商店 代表取締役 近藤 博 675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原町２１－８カピル２１地下 794224500 東播(加健)第429-27 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 3000029487 松風堂 675-0065 加古川市加古川町篠原町３－１－６ 794222389 菓子製造業 一般 田中 勝美 東播(加健)第403-36 平成29年8月17日 令和5年8月31日 昭和61年7月21日
000028 3000029492 立呑み処よっちゃん 675-0065 加古川市加古川町篠原町１丁目７０－２ 794221156 飲食店営業(4)その他 一般 宮永 吉春 東播(加健)第401-324 平成30年8月15日 令和6年8月31日 昭和62年7月16日
000028 3000029500 酔処 675-0065 加古川市加古川町篠原町６９－４ 794263236 飲食店営業(4)その他 一般 米澤 美千子 東播(加健)第401-306 令和1年10月18日 令和7年11月30日 平成4年10月1日
000028 3000029502 ㈲かき庄 675-0065 加古川市加古川町篠原町７７ 794222178 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ㈲かき庄 代表取締役 畠山 愛子 675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原町７７ 794222178 東播(加健)第401-240 令和2年8月7日 令和8年8月31日 平成5年7月9日
000028 3000029505 お好み工房　ツインズ 675-0065 加古川市加古川町篠原町１４ 794222190 飲食店営業(4)その他 一般 魚住 満雄 東播(加健)第401-107 令和3年5月13日 令和9年5月31日 平成6年3月24日
000028 3000029513 ランボ 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８ＢＦ 794271577 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ランボ 代表取締役 河本 博明 675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原町２１－８ 794271577 東播(加健)第401-54 令和2年5月7日 令和8年5月31日 平成8年3月28日
000028 3000029539 メンバーズ　愛－縷 675-0065 加古川市加古川町篠原町３－７シャトレ・ドゥオール１Ａ号 794260411 飲食店営業(4)その他 一般 鳴美 たつ子 東播(加健)第401-312 令和4年8月4日 令和10年8月31日 令和4年8月4日
000028 3000029541 膳家　加古川総本店 675-0065 加古川市加古川町篠原町１４－６　３階４階 794242698 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社カノコ 代表取締役 大辻 利紀 675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原町１４－６ 794242678 東播(加健)第401-249 令和4年7月19日 令和10年8月31日 令和4年7月19日
000028 3000029565 ？クエスチョン 675-0065 加古川市加古川町篠原町３－７　６ＦＡ号シャトレドゥオール加古川 794251646 飲食店営業(4)その他 一般 長谷川 美代子 東播(加健)第401-587 平成31年1月29日 令和7年2月28日 平成12年12月18日
000028 3000029581 懐石料理  東京田村 675-0064 加古川市加古川町溝之口８００加古川プラザホテル内 794214151 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 シンエーフーヅ株式会社 代表取締役 宮内 賢二 650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通二丁目３番２号三共神戸ツインビル２階 783417117 東播(加健)第401-368 令和4年8月25日 令和11年8月31日 令和4年8月25日
000028 3000029599 ごんた寿し 675-0064 加古川市加古川町溝之口５９９－３ 794230890 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ごんた 代表取締役 紀 貞幸 675-0064 兵庫県加古川市加古川町溝之口５９９－３ 794230890 東播(加健)第401-372 令和1年11月12日 令和7年11月30日 平成4年10月22日
000028 3000029602 Ｌｉｂｅｒｔｙ 675-0064 加古川市加古川町溝之口５０１－１８加古川レジャービル３Ｆ 794233939 飲食店営業(4)その他 一般 小林 洋子 東播(加健)第401-271 令和2年8月14日 令和8年8月31日 平成5年7月22日
000028 3000029614 ミスタードーナツ加古川駅前ショップ 675-0064 加古川市加古川町溝之口５０７ 794207900 飲食店営業(4)その他 一般 ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯６番地 799743257 東播(加健)第401-524 平成28年11月8日 令和5年11月30日 平成7年9月29日
000028 3000029615 ミスタードーナツ加古川駅前ショップ 675-0064 加古川市加古川町溝之口５０７ 794207900 菓子製造業 一般 ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯６番地 799743257 東播(加健)第403-60 平成28年11月8日 令和5年11月30日 平成7年9月29日
000028 3000029616 いろは食堂（ビストロ） 675-0064 加古川市加古川町溝之口７３－１ 794277800 飲食店営業(4)その他 一般 ㈲ユニコーン 代表取締役 一角 昌史 675-0039 兵庫県加古川市加古川町粟津８１４番地シャーメゾンＩＲＯＨＡ２０１号 794277800 東播(加健)第401-576 令和2年2月26日 令和8年2月28日 平成7年12月5日
000028 3000029643 千代の湯　加古川店 675-0064 加古川市加古川町溝之口１２０－１ 794222626 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社イトウ商会 代表取締役 伊藤 美子 675-0112 兵庫県加古川市平岡町山之上６００番地の１ 794220770 東播(加健)第401-609 平成30年1月31日 令和6年2月29日 平成11年12月24日
000028 3000029647 立呑処　こお 675-0064 加古川市加古川町溝之口７１８プレジャービル１階 794227856 飲食店営業(4)その他 一般 為家 功 東播(加健)第401-168 平成30年5月30日 令和6年5月31日 平成12年4月28日
000028 3000029651 元祖加古川ラーメン 675-0063 加古川市加古川町平野４－５ 794241102 飲食店営業(4)その他 一般 橋本 良彦 東播(加健)第401-283 平成29年8月16日 令和5年8月31日 昭和56年6月17日
000028 3000029658 ㈲下村正之商店 675-0063 加古川市加古川町平野２０６ 4265858 そうざい製造業 一般 ㈲下村正之商店 代表取締役 卜部 友貴 675-0063 兵庫県加古川市加古川町平野２０６ 4265858 東播(加健)第409-10 令和2年1月27日 令和8年2月28日 昭和63年2月8日
000028 3000029663 サンマルク加古川 675-0063 加古川市加古川町平野５３５ 794210309 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社エルアンドジー 代表取締役 湖中 明憲 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家１１７ 794262555 東播(加健)第401-108 平成30年5月14日 令和6年5月31日 平成4年4月16日
000028 3000029664 サンマルク加古川 675-0063 加古川市加古川町平野５３５ 794210309 菓子製造業 一般 株式会社エルアンドジー 代表取締役 湖中 明憲 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家１１７ 794262555 東播(加健)第403-17 平成30年5月14日 令和6年5月31日 平成4年4月16日
000028 3000029694 とりどーる加古川店 675-0063 加古川市加古川町平野２５０ 794296210 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社トリドールジャパン 代表取締役 粟田 貴也 150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目２１番１号 342218900 東播(加健)第401-591 平成31年1月30日 令和7年2月28日 平成13年2月2日
000028 3000029703 カルトンアイ（株）本社工場 675-0034 加古川市加古川町稲屋１１０６－１ 794274116 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社日米クック 代表取締役 米谷 素明 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中一丁目１７番２２号 664522131 東播(加健)第401-646 令和3年2月17日 令和9年2月28日 平成8年12月12日
000028 3000029714 キャロル 675-0038 加古川市加古川町木村９９－１ 794217299 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 生柄 絹代 東播(加健)第401-85 平成30年5月9日 令和6年5月31日 昭和57年3月9日
000028 3000029735 喫茶レミー 675-0038 加古川市加古川町木村７１３－１ 794239094 飲食店営業(4)その他 一般 福嶋 正裕 東播(加健)第401-538 令和3年1月18日 令和9年2月28日 平成9年2月3日
000028 3000029737 キッチン「土器土喜」 675-0038 加古川市加古川町木村１５０－８ 794207758 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 遠藤 由美子 東播(加健)第401-589 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 3000029752 味季料理　りんどう 675-0038 加古川市加古川町木村４７４－２ 794248100 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社りんどう 代表取締役 宮本 鹿司夫 675-0038 兵庫県加古川市加古川町木村４７４－２ 794248100 東播(加健)第401-489 平成29年11月22日 令和5年11月30日 平成11年10月7日
000028 3000029756 ＣＯＦＦＥＥ  ＨＯＵＳＥ  りんご亭 675-0035 加古川市加古川町友沢４２２－１ 794271370 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 寺田 安夫 東播(加健)第401-288 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 3000029763 六萬石 675-0035 加古川市加古川町友沢４４６－１ 794240103 菓子製造業 一般 株式会社奈央 代表取締役 赤池 牧夫 675-0034 兵庫県加古川市加古川町稲屋９７１－７ 794240103 東播(加健)第403-90 令和3年2月17日 令和9年2月28日 平成6年1月31日
000028 3000029765 マックスバリュ友沢店 675-0035 加古川市加古川町友沢字野田１２ 794229203 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第401-532 令和3年11月12日 令和10年11月30日 令和3年11月12日
000028 3000029766 マックスバリュ友沢店 675-0035 加古川市加古川町友沢字野田１２ 794229203 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第427-31 令和3年11月12日 令和10年11月30日 令和3年11月12日
000028 3000029768 マックスバリュ友沢店 675-0035 加古川市加古川町友沢字野田１２ 794229203 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第429-33 令和3年11月12日 令和10年11月30日 令和3年11月12日
000028 3000029769 マックスバリュ友沢店 675-0035 加古川市加古川町友沢字野田１２ 794229203 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第401-531 令和3年11月12日 令和10年11月30日 令和3年11月12日
000028 3000029778 つくしの子 675-0036 加古川市加古川町西河原１６７－１ 794238445 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山崎 正富 東播(加健)第401-250 令和4年7月19日 令和10年8月31日 令和4年7月19日
000028 3000029781 おかだラーメン 675-0036 加古川市加古川町西河原字五ノ坪３４西河原グランプレステージ１階Ａ 794276799 飲食店営業(4)その他 一般 岡田 良 東播(加健)第401-591 令和3年1月27日 令和9年2月28日 平成8年12月3日
000028 3000029831 675-0033 加古川市加古川町南備後字小池１３－１ 794292556 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 代表取締役 渡邉 喜広 103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町３６番２号 356518601 東播(加健)第401-152 平成30年5月25日 令和6年5月31日 平成12年3月22日
000028 3000029853 アルトピーノ 675-0037 加古川市加古川町本町１８７－７ 794544212 飲食店営業(4)その他 一般 高松 秀年 東播(加健)第401-414 平成29年10月31日 令和5年11月30日 平成11年11月24日
000028 3000029869 ＯＡＡはりまハイツ 675-0061 加古川市加古川町大野日岡山１７５４－２ 794243846 飲食店営業(3)旅館 一般 一般財団法人野外活動協会 理事長 金澤 和夫 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通四丁目１６番３号兵庫県民会館内 783608578 東播(加健)第401-123 平成30年5月16日 令和6年5月31日 昭和43年4月30日
000028 3000029878 ピネスト　がらくた亭 675-0061 加古川市加古川町大野１２２０－４ 794270400 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西松 俊明 東播(加健)第401-524 令和3年11月10日 令和9年11月30日 令和3年11月10日
000028 3000029888 アイリス 675-0061 加古川市加古川町大野７２５－１ 794218496 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 敏和 東播(加健)第401-26 令和2年4月20日 令和7年5月31日 平成12年3月10日
000028 3000029916 とみさん 675-0068 加古川市加古川町中津７１５－５ 794241033 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高田 富雄 東播(加健)第401-235 令和4年7月14日 令和10年8月31日 令和4年7月14日
000028 3000029919 やきとり　とり路 675-0068 加古川市加古川町中津２４２－１ 794233533 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大路 マサ子 東播(加健)第401-378 令和4年8月30日 令和10年8月31日 令和4年8月30日
000028 3000029921 チサ 675-0068 加古川市加古川町中津４７１－１ 794233797 飲食店営業(4)その他 一般 三俣 智佐子 東播(加健)第401-281 令和3年8月4日 令和9年8月31日 令和3年8月4日
000028 3000029936 まるみ 675-0068 加古川市加古川町中津５１２ 794203493 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮本 行治 東播(加健)第401-256 令和4年7月21日 令和10年8月31日 令和4年7月21日
000028 3000029970 ムーミン 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７５－１サンライフビル１号館 794239055 飲食店営業(4)その他 一般 新川 津根子 東播(加健)第401-380 令和4年8月31日 令和10年8月31日 令和4年8月31日
000028 3000029973 居酒屋  ＹＯＳＨＩ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６５－８生田ビル１Ｆ 794254579 飲食店営業(4)その他 一般 浅野 昌良 東播(加健)第401-357 令和2年10月22日 令和8年11月30日 昭和63年11月22日
000028 3000029976 お好み焼マー坊 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７１－１二番館ビル１Ｆ 794264288 飲食店営業(4)その他 一般 中井 政広 東播(加健)第401-605 令和3年1月29日 令和9年2月28日 平成1年2月15日
000028 3000029986 兵庫県立農業高等学校 675-0101 加古川市平岡町新在家９０２－４ 794243341 乳処理業 一般 兵庫県立農業高等学校 校長 澤井 正志 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家９０２－４ 794243341 東播(加健)第421-1 平成30年5月21日 令和6年5月31日 平成1年5月18日
000028 3000029993 兵庫県立農業高等学校 675-0101 加古川市平岡町新在家９０２－４ 794243341 みそ又はしょうゆ製造業 一般 兵庫県立農業高等学校 校長 澤井 正志 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家９０２－４ 794243341 東播(加健)第437-1 令和3年8月17日 令和9年8月31日 令和3年8月17日
000028 3000030005 兵庫県立農業高等学校 675-0101 加古川市平岡町新在家９０２－４ 794243341 アイスクリーム類製造業 一般 兵庫県立農業高等学校 校長 澤井 正志 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家９０２－４ 794243341 東播(加健)第420-8 令和2年11月13日 令和8年11月30日 昭和63年11月2日
000028 3000030012 にしき 675-0101 加古川市平岡町新在家７１６－２７ 794216137 飲食店営業(4)その他 一般 西川 和代 東播(加健)第401-558 令和3年1月19日 令和9年2月28日 昭和58年12月22日
000028 3000030020 カフェ・ド・ロゼ 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２６３－１８ 794269939 飲食店営業(4)その他 一般 中田 艶子 東播(加健)第401-86 平成30年5月8日 令和6年5月31日 昭和57年4月2日
000028 3000030038 鶏道場 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５７－２ 794217272 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 髙松 降 東播(加健)第401-274 令和4年7月25日 令和10年8月31日 令和4年7月25日
000028 3000030069 兵庫県立農業高等学校 675-0101 加古川市平岡町新在家９０２－４ 794243341 菓子製造業 一般 兵庫県立農業高等学校 校長 澤井 正志 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家９０２－４ 794243341 東播(加健)第403-67 令和2年11月13日 令和8年11月30日 昭和63年11月18日
000028 3000030071 カロリー 675-0101 加古川市平岡町新在家１３７４－１ 794266947 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 尾上 克己 東播(加健)第401-670 令和4年1月21日 令和10年2月29日 令和4年1月21日
000028 3000030078 ガラスの城 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６４－２０村上ビル４Ｆ 794269950 飲食店営業(4)その他 一般 藤沢 礼子 東播(加健)第401-170 令和4年5月26日 令和10年5月31日 令和4年5月26日
000028 3000030079 魚しげ 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５２－４ 794252388 魚介類販売業 一般 浦田 滋 東播(加健)第429-47 令和3年1月21日 令和9年2月28日 昭和59年2月29日
000028 3000030081 串の店　串亭 675-0101 加古川市平岡町新在家３丁目２８１ 794253532 飲食店営業(4)その他 一般 岡田 年正 東播(加健)第401-335 令和2年10月15日 令和8年11月30日 昭和58年10月27日
000028 3000030082 お好み焼河童 675-0101 加古川市平岡町新在家３丁目２８１アドニス２１　１Ｆ 794260998 飲食店営業(4)その他 一般 鈴木 一義 東播(加健)第401-84 令和2年5月18日 令和8年5月31日 昭和58年3月2日
000028 3000030097 兵庫県立農業高等学校 675-0101 加古川市平岡町新在家９０２－４ 243341 かん詰又はびん詰食品製造業 一般 兵庫県立農業高等学校 校長 澤井 正志 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家９０２－４ 794243341 東播(加健)第418-1 平成30年5月21日 令和6年5月31日 平成3年5月27日
000028 3000030105 虞美人 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７６－１２スカイラークビル２Ｆ 794246643 飲食店営業(4)その他 一般 室井 澄子 東播(加健)第401-88 平成30年5月9日 令和6年5月31日 昭和62年4月10日
000028 3000030116 兵庫県立農業高等学校 675-0101 加古川市平岡町新在家９０２－４ 794243341 乳酸菌飲料製造業 一般 兵庫県立農業高等学校 校長 澤井 正志 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家９０２－４ 794243341 東播(加健)第433-1 令和2年11月13日 令和8年11月30日 昭和63年11月2日
000028 3000030124 呑呑 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６７－１１シテイライフ東加古川１Ｆ 794260933 飲食店営業(4)その他 一般 宮本 龍一 東播(加健)第401-30 令和2年4月23日 令和8年5月31日 昭和63年3月10日
000028 3000030134 喜太八 675-0101 加古川市平岡町新在家１４４０－８ 794253880 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中山 好章 東播(加健)第401-623 平成30年2月6日 令和6年2月29日 平成3年12月3日
000028 3000030151 スナック　マリアン 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６５－２邦栄ビル　１Ｆ 794229450 飲食店営業(4)その他 一般 若松 あけみ 東播(加健)第401-484 令和2年1月27日 令和8年2月28日 平成5年1月12日
000028 3000030165 マルナオ製麺 675-0101 加古川市平岡町新在家４１３－２ 794261934 めん類製造業 一般 東川 尚己 東播(加健)第417-1 令和2年5月15日 令和8年5月31日 平成5年5月31日
000028 3000030168 小てんぐ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７３－４ 794200041 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長永 文和 東播(加健)第401-264 令和2年8月17日 令和8年8月31日 平成5年7月26日
000028 3000030173 エトランゼ 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２６２－８エトランゼビル１Ｆ 794226154 飲食店営業(4)その他 一般 澤田 義明 東播(加健)第401-559 令和3年1月19日 令和9年2月28日 平成6年1月7日
000028 3000030179 花更紗 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７６－１２スカイラークビル２Ｆ 794250557 飲食店営業(4)その他 一般 野元 一枝 東播(加健)第401-77 令和3年5月6日 令和9年5月31日 平成6年4月18日
000028 3000030214 イオン加古川店　しばたけ 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１ 794254121 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0000 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 432126500 東播(加健)第401-415 令和4年10月18日 令和11年11月30日 令和4年10月18日
000028 3000030216 イオン加古川店　畜産加工室 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１ 794254121 食肉販売業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0000 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 432126500 東播(加健)第403-26 令和4年10月18日 令和11年11月30日 令和4年10月18日
000028 3000030223 花水木 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１イオン加古川内 794275800 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ねずみや 代表取締役 大橋 伸人 668-0225 兵庫県豊岡市出石町八木３２ 796522054 東播(加健)第401-572 令和3年11月25日 令和9年11月30日 令和3年11月25日
000028 3000030239 ドルフィン 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２８０－１３メゾン東加古川１０１ 794245947 飲食店営業(4)その他 一般 上谷 久子 東播(加健)第401-751 令和4年2月17日 令和11年2月28日 令和4年2月17日
000028 3000030335 有限会社　すし昭 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５３－１ 794242736 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　すし昭 代表取締役 山本 昭和 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家１－２５３－１ 794242736 東播(加健)第401-64 令和3年5月6日 令和9年5月31日 平成9年4月7日
000028 3000030336 龍　（ロン） 675-0101 加古川市平岡町新在家３丁目２８５－２ 794207315 飲食店営業(4)その他 一般 大西 達也 東播(加健)第401-35 令和3年4月27日 令和9年5月31日 平成9年4月17日
000028 3000030343 Ｆワン 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７６－１２スカイラークビル１Ｆ 794268791 飲食店営業(4)その他 一般 髙橋 芙佐子 東播(加健)第401-231 令和3年7月19日 令和9年8月31日 令和3年7月19日
000028 3000030373 御料理彩々　都久志 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７８－１４ 794541638 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 志久 博文 東播(加健)第401-671 令和4年1月21日 令和10年2月29日 令和4年1月21日
000028 3000030384 （株）入船　加古川事業部 675-0101 加古川市平岡町新在家９２１－１ 794266336 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社入船 代表取締役 入江 建介 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町１０３３番地 794435500 東播(加健)第401-22 平成31年4月19日 令和7年5月31日 平成10年5月6日
000028 3000030457 （株）下村 675-0101 加古川市平岡町新在家１３６－１ 794221448 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社下村 代表取締役 下村 勝範 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家１３６－１ 794221448 東播(加健)第401-215 平成29年8月4日 令和5年8月31日 平成11年7月19日
000028 3000030486 たこ焼　大ちゃん 675-0101 加古川市平岡町新在家１７４５－５ 794246615 飲食店営業(4)その他 露店 長谷川 大介 東播(加健)第401-343 令和1年11月5日 令和6年11月30日 平成11年10月29日
000028 3000030547 炉ばた焼　てまくら 675-0101 加古川市平岡町新在家３丁目２８１－１ 4264285 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 幹田 和昭 東播(加健)第401-359 平成30年8月27日 令和6年8月31日 平成12年7月25日
000028 3000030575 ＢＡＲ　ＴＲＩＢＥＣＡ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６８－１２せぴあはうす２Ｆ 794275166 飲食店営業(4)その他 一般 大串 信也 東播(加健)第401-583 平成31年1月25日 令和7年2月28日 平成12年12月8日
000028 3000030586 イオンシネマ加古川 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１ 794206171 飲食店営業(4)その他 一般 イオンエンターテイメント株式会社 代表取締役 浅田 靖浩 135-0091 東京都港区台場二丁目３番１号 364572820 東播(加健)第401-599 平成31年1月31日 令和7年2月28日 平成13年1月22日
000028 3000030602 平八 675-0111 加古川市平岡町二俣４３９ 794353423 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 古川 研三 東播(加健)第401-606 令和3年1月29日 令和9年2月28日 平成1年2月16日
000028 3000030604 味処いりふね 675-0111 加古川市平岡町二俣７３－５ 794358555 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社入船 代表取締役 入江 建介 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町１０３３ 794435500 東播(加健)第401-273 令和4年7月25日 令和10年8月31日 令和4年7月25日
000028 3000030615 （株）平岡やまと 675-0111 加古川市平岡町二俣１００５ 794351988 魚介類販売業 一般 株式会社平岡やまと 代表取締役 大篠 和彦 675-0111 兵庫県加古川市平岡町二俣１００５ 794351988 東播(加健)第429-25 令和1年11月12日 令和7年11月30日 昭和46年11月20日
000028 3000030620 谷口 675-0111 加古川市平岡町二俣８６２－２ 794356459 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷口 京子 東播(加健)第401-54 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 3000030646 ル・パスタガーデン 675-0111 加古川市平岡町二俣７６９－３ 794356000 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社エルアンドジー 代表取締役 湖中 明憲 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家１１７番地 794262555 東播(加健)第401-357 令和3年8月31日 令和9年8月31日 令和3年8月31日
000028 3000030652 スナック亜貴 675-0111 加古川市平岡町二俣７５２－５ 飲食店営業(4)その他 一般 大住 澄子 東播(加健)第401-356 令和2年10月22日 令和8年11月30日 平成8年11月6日
000028 3000030675 牛角　東加古川店 675-0111 加古川市平岡町二俣６４３－１ 794306129 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社エルアンドジー 代表取締役 湖中 明憲 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家１１７番地 794262555 東播(加健)第401-634 平成31年2月19日 令和7年2月28日 平成12年12月1日
000028 3000030684 寿司幸 675-0115 加古川市平岡町一色７４５－２１ 794264610 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川尻 幸敏 東播(加健)第401-261 平成30年7月27日 令和6年8月31日 昭和52年7月26日
000028 3000030693 いのもと 675-0115 加古川市平岡町一色７８７－１カーサ一色　１Ｆ 794357898 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 安部 萌二 東播(加健)第401-93 平成29年5月22日 令和5年5月31日 平成3年3月4日
000028 3000030705 来々軒 675-0115 加古川市平岡町一色７８７－３４ 794354946 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 金下 和正 東播(加健)第401-641 平成30年2月14日 令和6年2月29日 平成4年1月7日
000028 3000030750 ガスト加古川平岡店 675-0115 加古川市平岡町一色２２５－１ 794300415 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 中島 尚志 180-0013 東京都武蔵野市西久保一丁目２５番８号 422375218 東播(加健)第401-237 平成29年8月4日 令和5年8月31日 平成11年7月15日
000028 3000030782 田舎 675-0104 加古川市平岡町土山４２１－５８ 789428273 飲食店営業(4)その他 一般 濵田 孝子 東播(加健)第401-425 令和2年11月6日 令和8年11月30日 平成5年10月21日
000028 3000030783 日乃出 675-0104 加古川市平岡町土山１２２１ 789421276 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮澤 英光 東播(加健)第401-375 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成5年11月8日
000028 3000030789 焼肉レストラン錦 675-0104 加古川市平岡町土山９０９ 789435638 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社錦 代表取締役 田中 金作 675-0104 兵庫県加古川市平岡町土山９０９ 789422854 東播(加健)第401-72 令和4年5月2日 令和10年5月31日 令和4年5月2日
000028 3000030812 バニラの木 675-0104 加古川市平岡町土山４２１－６０ 789436467 菓子製造業 一般 藤田 恵子 東播(加健)第403-44 令和3年10月26日 令和9年11月30日 令和3年10月26日
000028 3000030858 炉ばた割烹冨貴路 675-0103 加古川市平岡町高畑古岡山４７２－１１７ 794216877 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤田 一夫 東播(加健)第401-214 平成29年8月4日 令和5年8月31日 平成3年8月26日
000028 3000030864 十四 675-0103 加古川市平岡町高畑字西ヶ市２６５－６ 260954 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中原 妙子 東播(加健)第401-73 平成30年5月2日 令和6年5月31日 平成4年4月20日



000028 3000030893 オーマイ（株）加古川工場 675-0103 加古川市平岡町高畑８３０－１ 794245621 めん類製造業 一般 オーマイ株式会社 代表取締役 山中 武彦 243-0041 神奈川県厚木市緑ケ丘五丁目１番２号 462216660 東播(加健)第417-1 平成29年4月26日 令和6年5月31日 平成10年3月30日
000028 3000030894 張家 675-0103 加古川市平岡町高畑４７２－１２２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 張本 恵理子 東播(加健)第401-112 令和4年5月13日 令和10年5月31日 令和4年5月13日
000028 3000030907 植垣米菓（株） 675-0103 加古川市平岡町高畑５２０－１０ 794245445 菓子製造業 一般 植垣米菓株式会社 代表取締役 植垣 清貴 653-0031 兵庫県神戸市長田区西尻池町３丁目１番３号 786110118 東播(加健)第403-68 令和2年2月25日 令和9年2月28日 平成11年1月22日
000028 3000030925 さつまラーメン東加古川店 675-0102 加古川市平岡町西谷７８－１０ 794230153 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高田 眷二 東播(加健)第401-99 平成30年5月10日 令和6年5月31日 昭和57年5月19日
000028 3000030930 生活協同組合コープこうべ　コープ東加古川 675-0102 加古川市平岡町西谷７７－１ 794268566 飲食店営業(4)その他 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山　利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目３番１９号 788561003 東播(加健)第401-115 令和3年5月18日 令和10年5月31日 平成4年3月18日
000028 3000030931 生活協同組合コープこうべ　コープ東加古川 675-0102 加古川市平岡町西谷７７－１ 794268566 魚介類販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山　利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目３番１９号 788561003 東播(加健)第429-10 令和3年5月18日 令和10年5月31日 平成4年3月18日
000028 3000030933 生活協同組合コープこうべ　コープ東加古川 675-0102 加古川市平岡町西谷７７－１ 794268566 食肉販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山　利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目３番１９号 788561003 東播(加健)第427-12 令和3年5月18日 令和10年5月31日 平成4年3月18日
000028 3000030934 愛菜東加古川店 675-0102 加古川市平岡町西谷字北側７７－１ 794269408 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社コープフーズ 代表取締役 友重 伸和 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３－１９ 794956001 東播(加健)第401-12 平成31年4月15日 令和7年5月31日 平成4年3月18日
000028 3000030938 ビッグボーイレストラン東加古川店 675-0102 加古川市平岡町西谷１８５－２ 794278575 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ビッグボーイジャパン 代表取締役 平山 賢太郎 175-0094 東京都港区港南二丁目１８番１号 368338001 東播(加健)第401-512 令和4年11月14日 令和11年11月30日 令和4年11月14日
000028 3000030954 民生 675-0113 加古川市平岡町中野５１３－１ 794374144 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 劉 華晃 東播(加健)第401-76 令和3年4月30日 令和9年5月31日 平成6年3月10日
000028 3000030964 ＢＯＯ－ＧＥＹ－ＷＯＯ 675-0112 加古川市平岡町山之上２９８ 794229448 飲食店営業(4)その他 一般 前田 まつ代 東播(加健)第401-277 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 3000030976 喫茶　いるか 675-0112 加古川市平岡町山之上１４９－８ 794237917 飲食店営業(4)その他 一般 田中 ちさ子 東播(加健)第401-563 令和3年1月19日 令和9年2月28日 平成9年1月27日
000028 3000030984 炉ばた　笑喜 675-0117 加古川市平岡町一色西２丁目２０３－２ヴェルハイツ１０１ 794356856 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大竹 千恵子 東播(加健)第401-330 令和3年8月17日 令和10年8月31日 令和3年8月17日
000028 3000030989 驛家 675-0117 加古川市平岡町一色西２－１０３ 794357760 飲食店営業(4)その他 一般 木村 眞弓 東播(加健)第401-536 平成30年11月28日 令和6年11月30日 平成12年10月13日
000028 3000030993 すし三和 675-0005 加古川市神野町石守３７２－１ 794253098 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山渕 和昭 東播(加健)第401-402 令和1年11月19日 令和7年11月30日 昭和57年11月17日
000028 3000031018 マックスバリュ西日本（株）石守店 675-0005 加古川市神野町石守字整理４７１－６ 794541671 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第401-713 令和4年2月4日 令和11年2月28日 令和4年2月4日
000028 3000031019 マックスバリュ西日本（株）石守店 675-0005 加古川市神野町石守字整理４７１－６ 794541671 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第401-714 令和4年2月4日 令和11年2月28日 令和4年2月4日
000028 3000031021 マックスバリュ西日本（株）石守店 675-0005 加古川市神野町石守字整理４７１－６ 794541671 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第403-62 令和4年2月4日 令和11年2月28日 令和4年2月4日
000028 3000031022 マックスバリュ西日本（株）石守店 675-0005 加古川市神野町石守字整理４７１－６ 794541671 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第429-37 令和4年2月4日 令和11年2月28日 令和4年2月4日
000028 3000031023 マックスバリュ西日本（株）石守店 675-0005 加古川市神野町石守字整理４７１－６ 794541671 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第427-36 令和4年2月4日 令和11年2月28日 令和4年2月4日
000028 3000031047 喫茶　グッドモーニング 675-0003 加古川市神野町神野６１３－１ 794380391 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山口 正 東播(加健)第401-230 令和4年7月13日 令和11年8月31日 令和4年7月13日
000028 3000031074 魔女の店　サマンサﾑﾑ 675-0008 加古川市新神野３丁目２７－８－４ 794385969 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 浅野 あつ子 東播(加健)第401-575 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 3000031075 小僧寿し新神野店 675-0008 加古川市新神野５丁目７－２ 794387637 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社サニーフーヅ 代表取締役 中村 彰宏 780-0083 高知県高知市北御座９－１１ 888788925 東播(加健)第401-745 令和4年2月16日 令和10年2月29日 令和4年2月16日
000028 3000031086 お好み焼　ミチ 675-0008 加古川市新神野３丁目１－５ 794381508 飲食店営業(4)その他 一般 分銅 美智子 東播(加健)第401-257 平成30年7月26日 令和6年8月31日 平成12年7月12日
000028 3000031091 中華食堂千成亭 675-0009 加古川市神野町西条４１６－３ 794384263 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 千久谷 千秋 東播(加健)第401-256 平成30年7月26日 令和6年8月31日 昭和49年8月12日
000028 3000031109 早川精肉店 675-0009 加古川市神野町西条字下ヶ瀬４２７－１ 794384298 食肉販売業 一般 早川 豊 東播(加健)第427-57 令和2年11月11日 令和8年11月30日 平成5年11月8日
000028 3000031113 渋谷鮮魚店 675-0009 加古川市神野町西条４１６－３神野市場 794382585 魚介類販売業 一般 渋谷 広一 東播(加健)第429-22 令和2年10月30日 令和7年11月30日 平成8年11月11日
000028 3000031121 ながおか 675-0007 加古川市神野町西之山２５２－１ 794380008 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長岡 清一 東播(加健)第401-638 令和4年1月17日 令和10年2月29日 令和4年1月17日
000028 3000031141 福助堂 675-1105 加古郡稲美町加古１９０９ 794922074 菓子製造業 一般 福田 好宏 東播(加健)第403-46 令和1年11月5日 令和7年11月30日 昭和52年11月17日
000028 3000031149 粟津 675-1105 加古郡稲美町加古１９５４－１ 794922933 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 粟津 好子 東播(加健)第401-239 平成29年8月9日 令和5年8月31日 平成3年8月30日
000028 3000031157 珈琲館クレヨン 675-1105 加古郡稲美町加古１６７２ 794923187 飲食店営業(4)その他 一般 稲岡 一一 東播(加健)第401-397 令和2年11月2日 令和8年11月30日 平成5年9月13日
000028 3000031158 味処　光鮨 675-1105 加古郡稲美町加古４３６８－２ 794926321 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小西 光 東播(加健)第401-261 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 3000031167 ㈲フクトク 675-1105 加古郡稲美町加古３１８６－１２ 794927130 魚介類販売業 一般 有限会社フクトク 林 法光 675-1105 兵庫県加古郡稲美町加古３１８６－１２ 794927130 東播(加健)第429-9 令和3年5月14日 令和9年5月31日 平成9年4月22日
000028 3000031183 キング醸造㈱錦工場 675-1111 加古郡稲美町印南字西場１９２２－１外６筆 794952880 酒類製造業 一般 キング醸造株式会社 代表取締役 大西 浩介 675-1116 兵庫県加古郡稲美町蛸草３２１ 794950010 東播(加健)第414-3 令和2年8月21日 令和8年8月31日 平成6年8月24日
000028 3000031184 コーヒー＆ランチかめちゃん 675-1111 加古郡稲美町印南２４７７－１ 794951663 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 梅本 愛子 東播(加健)第401-311 令和4年8月5日 令和10年8月31日 令和4年8月5日
000028 3000031187 居酒屋　グデン・グデン 675-1111 加古郡稲美町印南２４７４ 794951575 飲食店営業(4)その他 一般 梅本 次郎 東播(加健)第401-272 平成30年7月27日 令和6年8月31日 平成12年7月10日
000028 3000031192 寿司たつ 675-1102 加古郡稲美町草谷６６５－１，６６５－２ 794954116 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 母里 安信 東播(加健)第401-684 令和4年1月27日 令和10年2月29日 令和4年1月27日
000028 3000031199 いなみゴルフセンター喫茶コーナー 675-1101 加古郡稲美町下草谷４０１－１６３ 794953774 飲食店営業(4)その他 一般 いなみ観光開発株式会社 代表取締役 井澤 宏樹 675-1101 兵庫県加古郡稲美町下草谷４０１番地の１０７ 794951885 東播(加健)第401-74 令和2年5月14日 令和8年5月31日 平成5年4月15日
000028 3000031201 栞（しおり） 675-1116 加古郡稲美町蛸草７７３－３ 794952081 飲食店営業(4)その他 一般 武仲 由晴 東播(加健)第401-604 平成30年1月31日 令和6年2月29日 昭和51年12月11日
000028 3000031203 キング醸造(株) 675-1116 加古郡稲美町蛸草３２１ 794950010 酒類製造業 一般 キング醸造株式会社 代表取締役 大西 浩介 675-1116 兵庫県加古郡稲美町蛸草３２１番地 794950010 東播(加健)第414-2 令和2年8月21日 令和8年8月31日 昭和63年8月29日
000028 3000031215 かうらい屋 675-1116 加古郡稲美町蛸草字下條１４７７ 794962888 飲食店営業(4)その他 一般 藤永不動産有限会社 代表取締役 三嶋 和子 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家１３８５－２ 794265511 東播(加健)第401-69 平成30年5月1日 令和6年5月31日 平成12年3月2日
000028 3000031230 こばと園 675-1104 加古郡稲美町野寺１０５０－５６ 794951965 菓子製造業 一般 社会福祉法人こばと会 理事長 山本 隆愛 675-1104 兵庫県加古郡稲美町野寺１０５０番地の５６ 794951965 東播(加健)第403-41 令和3年8月25日 令和9年8月31日 令和3年8月25日
000028 3000031241 いな美の里 675-1113 加古郡稲美町岡１５ 794924523 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森 眞人 東播(加健)第401-515 令和3年11月5日 令和9年11月30日 令和3年11月5日
000028 3000031243 (株)神戸屋　プロダクトベース兵庫 675-1113 加古郡稲美町岡字川向２６１６－３ 794951950 菓子製造業 一般 株式会社神戸屋 代表取締役 桐山 晋 560-0083 大阪府豊中市新千里西町一丁目２番２号 668327100 東播(加健)第403-31 令和2年7月30日 令和8年8月31日 昭和50年6月18日
000028 3000031257 (株)神戸屋　プロダクトベース兵庫 675-1113 加古郡稲美町岡字川向２６１６－３ 794951996 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社神戸屋 代表取締役 桐山 晋 560-0083 大阪府豊中市新千里西町一丁目２番２号 668327100 東播(加健)第419-9 令和2年2月19日 令和8年2月28日 平成8年2月26日
000028 3000031258 (株)神戸屋　プロダクトベース兵庫 675-1113 加古郡稲美町岡字川向２６１６－３ 794951996 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社神戸屋 代表取締役 桐山 晋 560-0083 大阪府豊中市新千里西町一丁目２番２号 668327100 東播(加健)第419-10 令和2年2月19日 令和8年2月28日 平成8年2月26日
000028 3000031262 道林 675-1113 加古郡稲美町岡字出新田１２２７－４ 794953516 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 内田 一弘 東播(加健)第401-77 令和1年5月17日 令和7年5月31日 平成9年4月22日
000028 3000031285 グラス 675-1121 加古郡稲美町北山１９－１ 飲食店営業(4)その他 一般 松田 浩次 東播(加健)第401-219 令和2年8月6日 令和8年8月31日 昭和63年6月9日
000028 3000031289 お好み焼　美作 675-1121 加古郡稲美町北山１６７－２ 794928988 飲食店営業(4)その他 一般 山田 晶子 東播(加健)第401-278 平成30年7月30日 令和6年8月31日 平成12年6月21日
000028 3000031300 六甲バター（株）稲美工場 675-1115 加古郡稲美町国岡２６０－１ 794920306 乳製品製造業 一般 六甲バター株式会社 代表取締役 三宅 宏和 651-0062 兵庫県神戸市中央区坂口通１丁目３番１３号 782314681 東播(加健)第423-1 令和1年8月29日 令和8年8月31日 昭和43年7月29日
000028 3000031312 小僧寿し稲美店 675-1115 加古郡稲美町国岡２丁目１０－５ 794928033 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 ㈱サニーフーヅ 代表取締役 中村 彰宏 780-0083 高知県高知市北御座９－１１ 888829386 東播(加健)第401-399 令和2年10月29日 令和8年11月30日 平成5年9月27日
000028 3000031324 菊 675-1115 加古郡稲美町国岡３２０－３４ 794926641 飲食店営業(4)その他 一般 福元 菊江 東播(加健)第401-18 令和2年4月23日 令和8年5月31日 平成8年3月14日
000028 3000031336 喫茶　珈琲院 675-1115 加古郡稲美町国岡３７５－２１ 794920988 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 那俄性 義郎 東播(加健)第401-12 令和5年4月10日 令和11年5月31日 令和5年4月10日
000028 3000031352 日本マクドナルド  稲美ジョイフルプラザ店 675-1115 加古郡稲美町国岡１丁目１０６ 794966071 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日本マクドナルド㈱ 代表取締役 日色 保 160-0023 東京都新宿区西新宿６－５－１ 669115000 東播(加健)第401-513 令和3年11月8日 令和10年11月30日 令和3年11月8日
000028 3000031353 愛菜稲美店 675-1115 加古郡稲美町国岡1丁目106番地ジョイフルプラザ稲美内 794927621 飲食店営業(4)その他 一般 ㈱コープフーズ 代表取締役 友重 伸和 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３－１９ 794956001 東播(加健)第401-354 令和1年11月7日 令和7年11月30日 平成12年11月14日
000028 3000031354 生活協同組合コープこうべ　コープ稲美 675-1115 加古郡稲美町国岡１丁目１０６ 794923781 魚介類販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山　利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目３番１９号 788561003 東播(加健)第429-23 令和1年11月11日 令和7年11月30日 平成12年11月21日
000028 3000031355 生活協同組合コープこうべ　コープ稲美 675-1115 加古郡稲美町国岡１丁目１０６ 794923781 飲食店営業(4)その他 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山　利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目３番１９号 788561003 東播(加健)第401-356 令和1年11月11日 令和7年11月30日 平成12年11月21日
000028 3000031356 生活協同組合コープこうべ　コープ稲美 675-1115 加古郡稲美町国岡１丁目１０６ 794923781 食肉販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山　利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目３番１９号 788561003 東播(加健)第427-33 令和1年11月11日 令和7年11月30日 平成12年11月21日
000028 3000031357 生活協同組合コープこうべ　コープ稲美 675-1115 加古郡稲美町国岡１丁目１０６ 794923781 飲食店営業(4)その他 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山　利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目３番１９号 788561003 東播(加健)第401-357 令和1年11月11日 令和7年11月30日 平成12年11月21日
000028 3000031359 小麦の森 675-1115 加古郡稲美町国岡１丁目１０６ 794929123 菓子製造業 一般 株式会社コープベーカリー 代表取締役 緑 淳史 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西２－１ 788573904 東播(加健)第403-53 令和1年11月15日 令和7年11月30日 平成12年11月21日
000028 3000031360 小麦の森 675-1115 加古郡稲美町国岡１丁目１０６ 794929123 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社コープベーカリー 代表取締役 緑 淳史 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西２－１ 788573904 東播(加健)第401-380 令和1年11月15日 令和7年11月30日 平成12年11月21日
000028 3000031366 味楽 675-1114 加古郡稲美町国安３４７－２ 794921266 飲食店営業(4)その他 一般 河田 泉参 東播(加健)第401-102 令和3年5月12日 令和9年5月31日 平成1年3月27日
000028 3000031369 ポンド 675-1114 加古郡稲美町国安１２９６－５９ 794925533 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤田 定弘 東播(加健)第401-434 令和4年10月20日 令和10年11月30日 令和4年10月20日
000028 3000031370 田辺精肉店 675-1114 加古郡稲美町国安４丁目７３ 794921351 飲食店営業(4)その他 一般 田辺 隆敏 東播(加健)第401-548 令和4年11月24日 令和10年11月30日 令和4年11月24日
000028 3000031375 田辺精肉店 675-1114 加古郡稲美町国安４丁目７３ 794921351 食肉販売業 一般 田辺 隆敏 東播(加健)第403-33 令和4年11月24日 令和10年11月30日 令和4年11月24日
000028 3000031395 ケアハウス稲美万葉の郷 675-1114 加古郡稲美町国安１２５６ 794965566 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ナリコマエンタープライズ 代表取締役 竹内 美夫 567-0005 大阪府茨木市五日市一丁目７－２７ 726378433 東播(加健)第401-471 令和4年10月28日 令和10年11月30日 令和4年10月28日
000028 3000031396 天心 675-1114 加古郡稲美町国安１１３４－１ 794928870 飲食店営業(4)その他 一般 後藤 浩之 東播(加健)第401-260 平成29年8月10日 令和5年8月31日 平成11年7月5日
000028 3000031407 はまぢどり 675-1122 加古郡稲美町中村２６ 794920808 食肉販売業 一般 濱本 勝郎 東播(加健)第427-35 平成29年10月27日 令和5年11月30日 昭和48年11月17日
000028 3000031410 はまぢどり 675-1122 加古郡稲美町中村２６ 794920808 飲食店営業(4)その他 一般 濱本 勝郎 東播(加健)第401-400 平成29年10月27日 令和5年11月30日 昭和62年10月16日
000028 3000031414 牌の実 675-1122 加古郡稲美町中村１２２１－１２中村ビル 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小山 るり子 東播(加健)第401-111 令和4年5月13日 令和10年5月31日 令和4年5月13日
000028 3000031435 いのうえ 675-1127 加古郡稲美町中一色８３６－１ 4920318 飲食店営業(4)その他 一般 井上 好子 東播(加健)第401-116 令和3年5月14日 令和9年5月31日 昭和54年3月8日
000028 3000031444 １００万＄本舗稲美店 675-1127 加古郡稲美町中一色８８３ 794928855 菓子製造業 一般 足立 和也 東播(加健)第403-79 令和3年1月19日 令和9年2月28日 平成9年2月13日
000028 3000031463 印南養鶏農業協同組合食品センター 675-1112 加古郡稲美町六分一１３６２－４０ 794950080 食肉製品製造業 一般 印南養鶏農業協同組合 代表理事 岩田 正明 675-0045 兵庫県加古川市西神吉町岸８０２ 794324129 東播(加健)第428-3 平成30年8月6日 令和6年8月31日 平成1年8月9日
000028 3000031464 印南養鶏農業協同組合食品センター 675-1112 加古郡稲美町六分一１３６２－４０ 794950080 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 印南養鶏農業協同組合 代表理事 岩田 正明 675-0045 兵庫県加古川市西神吉町岸８０２ 794324129 東播(加健)第419-6 平成30年8月6日 令和6年8月31日 平成1年8月9日
000028 3000031465 印南養鶏農業協同組合食品センター 675-1112 加古郡稲美町六分一１３６２－４０ 794950080 食肉処理業 一般 印南養鶏農業協同組合 代表理事 岩田 正明 675-0045 兵庫県加古川市西神吉町岸８０２ 794324129 東播(加健)第426-4 平成30年8月6日 令和6年8月31日 平成1年8月9日
000028 3000031466 株式会社ＡＤＥＫＡ明石工場 675-1112 加古郡稲美町六分一１１８３ 794952361 乳製品製造業 一般 株式会社ＡＤＥＫＡ 代表取締役 城詰 秀尊 116-0011 東京都荒川区東尾久７丁目２－３５ 332707511 東播(加健)第423-1 平成29年8月30日 令和6年8月31日 昭和57年8月30日
000028 3000031467 株式会社ＡＤＥＫＡ明石工場 675-1112 加古郡稲美町六分一１１８３ 794952361 添加物製造業 一般 株式会社ＡＤＥＫＡ 代表取締役 城詰 秀尊 116-0011 東京都荒川区東尾久７丁目２－３５ 344552811 東播(加健)第410-3 令和3年11月16日 令和9年11月30日 令和3年11月16日
000028 3000031468 株式会社ＡＤＥＫＡ明石工場 675-1112 加古郡稲美町六分一１１８３ 794952361 マーガリン又はショートニング製造業 一般 株式会社ＡＤＥＫＡ 代表取締役 城詰 秀尊 116-0011 東京都荒川区東尾久７丁目２－３５ 332707511 東播(加健)第432-1 平成29年11月2日 令和5年11月30日 昭和42年9月2日
000028 3000031478 黒毛和牛聖 675-1112 加古郡稲美町六分一１１７７番地の９６ 794920600 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社聖 代表取締役 田中 昭彦 675-1112 兵庫県加古郡稲美町六分一１１７７番地の９６ 794920600 東播(加健)第401-35 平成30年4月23日 令和6年5月31日 昭和62年5月18日
000028 3000031479 株式会社ＡＤＥＫＡ明石工場 675-1112 加古郡稲美町六分一１１８３ 794952361 菓子製造業 一般 株式会社ＡＤＥＫＡ 代表取締役 城詰 秀尊 116-0011 東京都荒川区東尾久７丁目２－３５ 332707511 東播(加健)第403-40 令和2年8月21日 令和8年8月31日 昭和63年7月20日
000028 3000031480 株式会社ＡＤＥＫＡ明石工場 675-1112 加古郡稲美町六分一１１８３ 794952361 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社ＡＤＥＫＡ 代表取締役 城詰 秀尊 116-0011 東京都荒川区東尾久７丁目２－３５ 332707511 東播(加健)第419-4 令和2年8月21日 令和8年8月31日 昭和63年7月20日
000028 3000031481 株式会社ＡＤＥＫＡ明石工場 675-1112 加古郡稲美町六分一１１８３ 794952361 そうざい製造業 一般 株式会社ＡＤＥＫＡ 代表取締役 城詰 秀尊 116-0011 東京都荒川区東尾久７丁目２－３５ 332707511 東播(加健)第409-8 令和2年8月21日 令和8年8月31日 昭和63年7月20日
000028 3000031483 （株）オイシス加古川工場 675-1112 加古郡稲美町六分一１３６２－６２ 794953851 めん類製造業 一般 株式会社オイシス 代表取締役 池野 正明 653-0022 兵庫県神戸市長田区東尻池町２丁目５－３ 727818081 東播(加健)第417-1 平成30年5月9日 令和6年5月31日 平成4年3月5日
000028 3000031484 （株）オイシス加古川工場 675-1112 加古郡稲美町六分一１３６２－６２ 794953851 そうざい製造業 一般 株式会社オイシス 代表取締役 池野 正明 653-0022 兵庫県神戸市長田区東尻池町２丁目５－３ 727818081 東播(加健)第409-2 平成30年5月9日 令和6年5月31日 平成4年3月5日
000028 3000031488 (株)文明堂神戸店稲美工場 675-1112 加古郡稲美町六分一字百丁歩１３６２－５９ 794953900 菓子製造業 一般 (株)文明堂神戸店 代表取締役 片山 信勝 652-0036 兵庫県神戸市兵庫区福原町３－２ 785750002 東播(加健)第403-55 令和1年11月20日 令和7年11月30日 平成4年9月4日
000028 3000031489 印南養鶏農業協同組合食品センター 675-1112 加古郡稲美町六分一１３６２－４０ 794950080 食肉販売業 一般 印南養鶏農業協同組合 代表理事 岩田 正明 675-0045 兵庫県加古川市西神吉町岸８０２ 794324129 東播(加健)第427-56 令和2年2月6日 令和8年2月28日 平成5年2月1日
000028 3000031511 株式会社コープフーズ　第１工場 675-1112 加古郡稲美町六分一１３６２－６０ 794954118 そうざい製造業 一般 株式会社コープフーズ 代表取締役 友重 伸和 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３－１９ 794956001 東播(加健)第409-1 平成31年4月22日 令和7年5月31日 平成7年3月29日
000028 3000031512 株式会社コープフーズ　第１工場 675-1112 加古郡稲美町六分一１３６２－６０ 794954118 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社コープフーズ 代表取締役 友重 伸和 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３－１９ 794956001 東播(加健)第401-17 平成31年4月22日 令和7年5月31日 平成7年3月29日
000028 3000031514 （株）オイシス加古川工場 675-1112 加古郡稲美町六分一１３６２－６２ 794953851 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社オイシス 代表取締役 池野 正明 653-0022 兵庫県神戸市長田区東尻池町２丁目５－３ 727818081 東播(加健)第401-92 令和1年5月20日 令和7年5月31日 平成7年5月25日
000028 3000031515 （株）オイシス加古川工場 675-1112 加古郡稲美町六分一１３６２－６２ 794953851 そうざい製造業 一般 株式会社オイシス 代表取締役 池野 正明 653-0022 兵庫県神戸市長田区東尻池町２丁目５－３ 727818081 東播(加健)第409-4 令和1年5月20日 令和7年5月31日 平成7年5月25日
000028 3000031521 （株）オイシス加古川工場 675-1112 加古郡稲美町六分一１３６２－６２ 794953851 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社オイシス 代表取締役 池野 正明 653-0022 兵庫県神戸市長田区東尻池町２丁目５－３ 727818081 東播(加健)第401-477 令和2年1月20日 令和8年2月28日 平成8年2月21日
000028 3000031528 印南養鶏農業協同組合　食品センター 675-1112 加古郡稲美町六分一１３６２－４０ 794950080 そうざい製造業 一般 印南養鶏農業協同組合 代表理事 岩田 正明 675-0045 兵庫県加古川市西神吉町岸８０２ 794324129 東播(加健)第409-7 令和2年8月6日 令和8年8月31日 平成8年6月10日
000028 3000031573 マックスバリュ西日本（株）稲美店  揚げ物・惣菜 675-1112 加古郡稲美町六分一１３６２－５１ 794953722 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第401-269 平成30年7月27日 令和6年8月31日 平成12年8月29日
000028 3000031574 マックスバリュ西日本（株）稲美店  寿司 675-1112 加古郡稲美町六分一１３６２－５１ 794953722 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第401-270 平成30年7月27日 令和6年8月31日 平成12年8月29日
000028 3000031575 マックスバリュ西日本（株）稲美店  ベーカリー 675-1112 加古郡稲美町六分一１３６２－５１ 794953722 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第401-271 平成30年7月27日 令和6年8月31日 平成12年8月29日
000028 3000031576 マックスバリュ西日本（株）稲美店 675-1112 加古郡稲美町六分一１３６２－５１ 794953722 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第429-17 平成30年7月27日 令和6年8月31日 平成12年8月29日
000028 3000031578 マックスバリュ西日本（株）稲美店 675-1112 加古郡稲美町六分一１３６２－５１ 794953722 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第427-22 平成30年7月27日 令和6年8月31日 平成12年8月29日
000028 3000031579 マックスバリュ西日本（株）稲美店 675-1112 加古郡稲美町六分一１３６２－５１ 794953722 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第403-37 平成30年7月27日 令和6年8月31日 平成12年8月29日
000028 3000031580 酒房　よふけ 675-1112 加古郡稲美町六分一１１７８－２６２ 794922833 飲食店営業(4)その他 一般 楠 昌憲 東播(加健)第401-358 平成30年8月27日 令和6年8月31日 平成12年8月31日
000028 3000031603 砂丘 675-0019 加古川市野口町水足９４６－３ 794252386 飲食店営業(4)その他 一般 橋本 とみ子 東播(加健)第401-581 平成30年1月29日 令和6年2月29日 昭和60年2月7日
000028 3000031605 (株)大西食品 675-0019 加古川市野口町水足１３０ 794260550 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社大西食品 代表取締役 大西 信裕 675-0019 兵庫県加古川市野口町水足１３０ 794260550 東播(加健)第419-2 平成29年8月25日 令和5年8月31日 昭和61年6月26日
000028 3000031612 ハリマ食品株式会社　加古川工場 675-0019 加古川市野口町水足１７９－１２ 794266462 そうざい製造業 一般 ハリマ食品株式会社 代表取締役 小林 正彦 675-0019 兵庫県加古川市野口町水足１７９番地の１２ 794266462 東播(加健)第424-19 令和4年10月25日 令和10年11月30日 令和4年10月25日
000028 3000031615 ㈱大西食品 675-0019 加古川市野口町水足１３０ 794260550 めん類製造業 一般 株式会社大西食品 代表取締役 大西 信裕 675-0019 兵庫県加古川市野口町水足１３０ 794260550 東播(加健)第417-1 令和3年4月25日 令和9年5月31日 平成6年3月22日
000028 3000031616 ㈱大西食品 675-0019 加古川市野口町水足１３０ 794260550 そうざい製造業 一般 株式会社大西食品 代表取締役 大西 信裕 675-0019 兵庫県加古川市野口町水足１３０ 794260550 東播(加健)第409-3 令和3年4月25日 令和9年5月31日 平成6年3月22日
000028 3000031617 喫茶軽食　「ロッキー」 675-0019 加古川市野口町水足２１－２ 794241881 飲食店営業(4)その他 一般 伊藤 博司 東播(加健)第401-50 令和3年4月27日 令和9年5月31日 平成6年5月9日
000028 3000031631 もだんや 675-0019 加古川市野口町水足１８８６－１ 794251708 飲食店営業(4)その他 一般 森岡 邦子 東播(加健)第401-353 令和2年10月20日 令和8年11月30日 平成8年9月3日
000028 3000031633 ㈱大西食品 675-0019 加古川市野口町水足１３０ 794260550 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社大西食品 代表取締役 大西 信裕 675-0019 兵庫県加古川市野口町水足１３０ 794260550 東播(加健)第401-31 令和3年4月25日 令和9年5月31日 平成9年4月16日
000028 3000031644 お好み焼きふくちゃん 675-0019 加古川市野口町水足１２０８－３ 794233199 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 キヨミ 東播(加健)第401-670 令和5年2月9日 令和11年2月28日 令和5年2月9日
000028 3000031647 ティールーム　さをり 675-0019 加古川市野口町水足１３５２－１ 794242202 飲食店営業(4)その他 一般 渋谷 紀美代 東播(加健)第401-426 平成29年11月1日 令和5年11月30日 平成11年9月21日
000028 3000031648 焼鳥　でん 675-0019 加古川市野口町水足１－１０７ 794215166 飲食店営業(4)その他 一般 前本 明信 東播(加健)第401-424 平成29年11月1日 令和5年11月30日 平成11年11月18日
000028 3000031655 マックスバリュ水足店 675-0019 加古川市野口町水足３３３－３３ 794226353 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第401-292 平成30年8月2日 令和6年8月31日 平成12年7月28日
000028 3000031656 マックスバリュ西日本（株）水足店  （寿司） 675-0019 加古川市野口町水足３３３－３３ 794226353 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第401-293 平成30年8月2日 令和6年8月31日 平成12年7月28日



000028 3000031658 マックスバリュ西日本（株）水足店 675-0019 加古川市野口町水足３３３－３３ 794226353 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第403-39 平成30年8月2日 令和6年8月31日 平成12年7月28日
000028 3000031660 マックスバリュ西日本（株）水足店 675-0019 加古川市野口町水足３３３－３３ 794226353 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第427-26 平成30年8月2日 令和6年8月31日 平成12年7月28日
000028 3000031661 マックスバリュ西日本（株）水足店 675-0019 加古川市野口町水足３３３－３３ 794226353 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第429-18 平成30年8月2日 令和6年8月31日 平成12年7月28日
000028 3000031679 ミナト 675-0011 加古川市野口町北野１１５０－９ 794253033 飲食店営業(4)その他 一般 坂本 尚子 東播(加健)第401-313 令和1年10月21日 令和7年11月30日 昭和57年11月13日
000028 3000031684 (株)メイショク 675-0011 加古川市野口町北野４３４－１加古川工業団地 794236771 ソース類製造業 一般 株式会社メイショク 代表取締役 梅田 稔 652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町三丁目４０番１９号 785218181 東播(加健)第413-1 平成29年11月9日 令和5年11月30日 昭和61年9月9日
000028 3000031686 サンキョー食品(株) 675-0011 加古川市野口町北野４３４－１ 794265138 食肉処理業 一般 サンキョー食品株式会社 代表取締役 梅田 稔 652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町３丁目４０－１９ 785218181 東播(加健)第426-6 平成29年11月9日 令和5年11月30日 昭和61年11月25日
000028 3000031687 サンキョー食品(株) 675-0011 加古川市野口町北野４３４－１ 265138 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 サンキョー食品株式会社 代表取締役 梅田 稔 652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町３丁目４０－１９ 785218181 東播(加健)第419-3 平成29年11月9日 令和5年11月30日 昭和61年11月25日
000028 3000031689 （株）メイショク 675-0011 加古川市野口町北野４３４－１加古川工業団地 794236771 食肉製品製造業 一般 株式会社メイショク 代表取締役 梅田 稔 652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町三丁目４０番１９号 785218181 東播(加健)第428-3 令和3年11月4日 令和9年11月30日 令和3年11月4日
000028 3000031693 神戸ミートパッカー（株） 675-0011 加古川市野口町北野６６６－１ 794216654 食肉処理業 一般 神戸ミートパッカー株式会社 代表取締役 佐伯 雅弘 675-0011 兵庫県加古川市野口町北野６６６番１号 794216654 東播(加健)第426-2 令和1年5月20日 令和7年5月31日 平成4年3月13日
000028 3000031720 日本精化株式会社　加古川東工場 675-0011 加古川市野口町北野３７７ 794231771 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社つるし柿給食センター 代表取締役 柿木 和夫 676-0082 兵庫県高砂市曽根町１１１６番地１ 794475877 東播(加健)第401-29 令和5年4月17日 令和11年5月31日 令和5年4月17日
000028 3000031734 喫茶デルタ 675-0013 加古川市野口町二屋１０５－１ 794246601 飲食店営業(4)その他 一般 松本 慶治 東播(加健)第401-119 平成30年5月16日 令和6年5月31日 昭和57年7月24日
000028 3000031736 中華料理　大和 675-0013 加古川市野口町二屋１２７－１ 794231648 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北口 貢一 東播(加健)第401-396 平成29年10月27日 令和5年11月30日 昭和48年10月8日
000028 3000031738 石庭 675-0013 加古川市野口町二屋１２９－３ 794217990 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 髙橋 賢 東播(加健)第401-601 平成30年1月31日 令和6年2月29日 昭和62年2月5日
000028 3000031744 喫茶バーディー 675-0013 加古川市野口町二屋３５０－４３ 794223723 飲食店営業(4)その他 一般 西山 信一 東播(加健)第401-156 令和3年5月25日 令和9年5月31日 平成6年5月23日
000028 3000031755 カラオケ喫茶　あざみ 675-0013 加古川市野口町二屋３５０－１５ 794277300 飲食店営業(4)その他 一般 大西 二六子 東播(加健)第401-444 平成29年11月7日 令和5年11月30日 平成11年10月7日
000028 3000031769 （株）加古川食鳥 675-0016 加古川市野口町長砂７０７加古川公設卸売市場 794246881 食肉販売業 一般 株式会社加古川食鳥 代表取締役 後藤 英和 675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂７０７加古川公設卸売市場 794246881 東播(加健)第427-55 平成30年1月29日 令和6年2月29日 昭和52年2月9日
000028 3000031771 加古川水産株式会社 675-0016 加古川市野口町長砂７０７加古川公設卸売市場 794241271 魚介類競り売り営業 一般 加古川水産㈱ 代表取締役 柳本 喜博 675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂７０７加古川公設卸売市場 794241271 東播(加健)第430-1 令和3年7月14日 令和9年8月31日 令和3年7月14日
000028 3000031772 加古川水産株式会社 675-0016 加古川市野口町長砂７０７加古川公設卸売市場 794241271 魚介類販売業 一般 加古川水産㈱ 代表取締役 柳本 喜博 675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂７０７加古川公設卸売市場 794241271 東播(加健)第429-17 令和3年7月14日 令和9年8月31日 令和3年7月14日
000028 3000031775 大同海産 675-0016 加古川市野口町長砂７０７加古川公設卸売市場 794242305 魚介類販売業 一般 大同海産株式会社 代表取締役 橘 由人 675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂７０７番地 794242305 東播(加健)第429-3 令和3年4月28日 令和9年5月31日 昭和51年5月24日
000028 3000031779 ニシカワ食品（株） 675-0016 加古川市野口町長砂７９９ 794260102 菓子製造業 一般 ニシカワ食品株式会社 代表取締役 西川 廣 675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂７９９ 794261000 東播(加健)第403-12 平成30年5月9日 令和6年5月31日 昭和56年5月19日
000028 3000031809 加古川水産㈱ 675-0016 加古川市野口町長砂７０７ 794241271 魚介類販売業 一般 加古川水産㈱ 代表取締役 柳本 喜博 675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂７０７ 794241271 東播(加健)第429-23 令和3年10月18日 令和9年11月30日 令和3年10月18日
000028 3000031826 昌 675-0016 加古川市野口町長砂１４１－１ 794266856 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 東播(加健)第401-65 令和4年5月2日 令和10年5月31日 令和4年5月2日
000028 3000031830 株式会社グルメサービス 675-0016 加古川市野口町長砂７９９ 794221200 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社グルメサービス 代表取締役 西川 廣 675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂７９９ 794221200 東播(加健)第401-324 令和1年10月24日 令和7年11月30日 平成10年9月1日
000028 3000031836 せいりょう園喫茶ルーム　ラヴィック 675-0016 加古川市野口町長砂９５－２ 794243433 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人はりま福祉会 理事長 大西 弘文 675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂９５－２０ 794217156 東播(加健)第401-83 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 3000031861 廻鮮鮨　力丸 675-0015 加古川市野口町坂井１０５－１ 794358222 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社関西フーズ 代表取締役 福永 力夫 670-0984 兵庫県姫路市町坪１７９－９ 792938000 東播(加健)第401-427 平成30年10月12日 令和7年11月30日 平成9年10月29日
000028 3000031863 味処　さしすせそ 675-0015 加古川市野口町坂井２５７－１ 794353435 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 竹田 敬二 東播(加健)第401-51 令和5年4月20日 令和11年5月31日 令和5年4月20日
000028 3000031879 モスバーガー加古川野口店 675-0018 加古川市野口町坂元１４５－１ 794546033 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 モンド有限会社 取締役 高橋 秀司 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町４７番地の６ 794218480 東播(加健)第401-301 令和4年8月3日 令和10年8月31日 令和4年8月3日
000028 3000031891 茶恋路 675-0012 加古川市野口町野口１４４－２６ 794252510 飲食店営業(4)その他 一般 栗山 和美 東播(加健)第401-463 令和2年11月12日 令和8年11月30日 昭和58年10月20日
000028 3000031896 ビフテキのカワムラ 675-0012 加古川市野口町野口１７５－１ 794260980 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社カワムラ 代表取締役 川村 春二 651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬１５２４ 789745883 東播(加健)第401-191 平成29年7月18日 令和5年8月31日 昭和56年8月11日
000028 3000031905 ふぁみりー 675-0012 加古川市野口町野口１２９－１３１ 794247872 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 奥 政子 東播(加健)第401-635 令和4年1月14日 令和10年2月29日 令和4年1月14日
000028 3000031906 ちゃあしゅうや亀王 675-0012 加古川市野口町野口１７－２ 794258557 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大真実業株式会社 代表取締役 大里 仁志 531-0071 大阪府大阪市北区中津３丁目３－３５ 663758787 東播(加健)第401-89 令和4年5月9日 令和10年5月31日 令和4年5月9日
000028 3000031908 すずらん 675-0012 加古川市野口町野口１２９－７３ 794273927 飲食店営業(4)その他 一般 山下 千代子 東播(加健)第401-317 令和4年8月8日 令和10年8月31日 令和4年8月8日
000028 3000031912 カラオケ喫茶　ひと休み 675-0012 加古川市野口町野口１２９－１３０ 794228416 飲食店営業(4)その他 一般 野邊 由美子 東播(加健)第401-506 令和2年1月30日 令和8年2月28日 平成4年12月15日
000028 3000031936 サイゼリヤ加古川野口店 675-0012 加古川市野口町野口１７２－１ 794545360 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社サイゼリヤ 代表取締役 正垣 泰彦 342-0008 埼玉県吉川市旭２－５ 489919611 東播(加健)第401-693 令和5年2月16日 令和11年2月28日 令和5年2月16日
000028 3000031968 合名会社岡田本家 675-0017 加古川市野口町良野１０２１ 794267288 酒類製造業 一般 合名会社岡田本家 代表社員 岡田 正敏 675-0017 兵庫県加古川市野口町良野１０２１ 794222061 東播(加健)第414-2 平成30年8月10日 令和5年8月31日 昭和54年7月19日
000028 3000031970 ちから 675-0017 加古川市野口町良野１６０７ 794225997 菓子製造業 一般 小林 實 東播(加健)第403-56 平成29年11月8日 令和5年11月30日 昭和56年10月22日
000028 3000031972 加古川市職員会館鹿児川荘 675-0017 加古川市野口町良野１７１５番地 794240234 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 加古川市職員互助会 会長 川西 三良 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２０００番地 794212000 東播(加健)第401-465 平成29年11月14日 令和5年11月30日 昭和56年9月11日
000028 3000031973 ビレッジボックス 675-0017 加古川市野口町良野３１３播磨ビル１Ｆ 794269374 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高山 伸治 東播(加健)第401-361 令和4年8月23日 令和10年8月31日 令和4年8月23日
000028 3000031974 さわなか 675-0017 加古川市野口町良野９６１－４ 794253338 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 澤中 貴人 東播(加健)第401-4 令和3年4月8日 令和9年5月31日 昭和59年5月23日
000028 3000031977 ちから 675-0017 加古川市野口町良野１６０７ 794225997 飲食店営業(4)その他 一般 小林 實 東播(加健)第401-442 平成29年11月8日 令和5年11月30日 昭和56年10月22日
000028 3000031983 かりん 675-0017 加古川市野口町良野１５７５番地 794249338 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 水間 道彦 東播(加健)第401-323 平成30年8月16日 令和6年8月31日 平成4年7月10日
000028 3000031989 おたやん 675-0017 加古川市野口町良野５１－１ 794227818 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ㈲おたやん商事 代表取締役 高橋 保 675-0017 兵庫県加古川市野口町良野５１－１ 794227818 東播(加健)第401-345 令和3年8月27日 令和10年8月31日 令和3年8月27日
000028 3000031991 中国飯店 675-0017 加古川市野口町良野１１６－６ 794213808 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社中国飯店 代表取締役 森 明昌 675-0017 兵庫県加古川市野口町良野１１６－６ 794237699 東播(加健)第401-88 令和4年5月9日 令和10年5月31日 令和4年5月9日
000028 3000031999 う八 675-0017 加古川市野口町良野２０７－１ 794253518 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橋本 律紀美 東播(加健)第401-312 令和3年8月17日 令和9年8月31日 令和3年8月17日
000028 3000032024 お好み焼　凜々亭 675-0017 加古川市野口町良野１９８－１ 794237778 飲食店営業(4)その他 一般 東播(加健)第401-502 平成30年11月12日 令和6年11月30日 平成12年11月27日
000028 3000032027 四興楼 675-0122 加古川市別府町別府９９７－１９ 794372286 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木内 一孝 東播(加健)第401-240 平成30年7月23日 令和6年8月31日 昭和52年6月24日
000028 3000032038 ケンタッキーフライドチキン明姫別府店 675-0122 加古川市別府町別府９０４－１ 794302250 菓子製造業 一般 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 代表取締役 判治　孝之 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目４番５号 456642810 東播(加健)第403-77 令和3年1月19日 令和9年2月28日 昭和63年12月12日
000028 3000032051 グリーンはっぴい 675-0122 加古川市別府町別府８３５－２ 794374970 飲食店営業(4)その他 一般 山田 カツ子 東播(加健)第401-565 令和2年2月26日 令和8年2月28日 平成5年2月10日
000028 3000032053 カラオケ喫茶　愛 675-0122 加古川市別府町別府９１８－３ 794352467 飲食店営業(4)その他 一般 豊永 節代 東播(加健)第401-272 令和2年8月14日 令和8年8月31日 平成5年7月28日
000028 3000032056 大吉別府店 675-0122 加古川市別府町別府９４６ 794374910 飲食店営業(4)その他 一般 浜本 隆司 東播(加健)第401-577 令和3年1月20日 令和9年2月28日 平成6年1月17日
000028 3000032069 ラーメン　まいど 675-0122 加古川市別府町別府９７９－２ 794363309 飲食店営業(4)その他 一般 厚海 信子 東播(加健)第401-385 令和1年11月13日 令和7年11月30日 平成7年11月6日
000028 3000032074 ケンタッキーフライドチキン明姫別府店 675-0122 加古川市別府町別府９０４－１ 794302250 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 代表取締役 判治　孝之 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目４番５号 456642810 東播(加健)第401-49 令和2年4月30日 令和9年5月31日 平成8年4月25日
000028 3000032103 からら 675-0122 加古川市別府町別府７０５－１ 794363383 飲食店営業(4)その他 一般 山本 宏 東播(加健)第401-303 平成29年8月25日 令和5年8月31日 平成11年6月21日
000028 3000032115 小料理　はい 675-0122 加古川市別府町別府７０８－７茜七番館１－Ｃ 794360451 飲食店営業(4)その他 一般 藤岡 敏子 東播(加健)第401-635 平成30年2月13日 令和6年2月29日 平成12年2月8日
000028 3000032117 焼鳥　あさやん 675-0122 加古川市別府町別府７１８－１ 794365757 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社あさやん 代表取締役 浅原 靖宏 675-0122 兵庫県加古川市別府町別府７１８－１ 794365757 東播(加健)第401-150 平成30年5月25日 令和6年5月31日 平成12年4月7日
000028 3000032119 カラオケ喫茶　優賀 675-0122 加古川市別府町別府８６１－７２Ｆ 794352519 飲食店営業(4)その他 一般 安大 千賀子 東播(加健)第401-352 平成30年8月24日 令和6年8月31日 平成12年6月1日
000028 3000032124 炉ばた焼　なか 675-0122 加古川市別府町別府字せいろ１０５３－９ 794363121 飲食店営業(4)その他 一般 仲 秀幸 東播(加健)第401-429 平成30年10月12日 令和6年11月30日 平成12年9月6日
000028 3000032132 澤味 675-0122 加古川市別府町別府６６６－６ 794363745 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日坂 年秀 東播(加健)第401-573 平成31年1月23日 令和7年2月28日 平成13年1月26日
000028 3000032134 スナック幸 675-0122 加古川市別府町別府９４５－７ 794365906 飲食店営業(4)その他 一般 甲谷 幸男 東播(加健)第401-621 平成31年2月12日 令和7年2月28日 平成13年2月22日
000028 3000032150 (株)山田屋 675-0131 加古川市別府町新野辺１４２９－４２ 794378258 食肉販売業 一般 株式会社山田屋 代表取締役 伊達 修一 675-0131 兵庫県加古川市別府町新野辺１４２９－４２ 794378258 東播(加健)第427-42 令和1年11月27日 令和7年11月30日 昭和52年11月15日
000028 3000032151 (株)山田屋 675-0131 加古川市別府町新野辺１４２９－４２ 794378258 魚介類販売業 一般 株式会社山田屋 代表取締役 伊達 修一 675-0131 兵庫県加古川市別府町新野辺１４２９－４２ 794378258 東播(加健)第429-30 令和1年11月27日 令和7年11月30日 昭和52年11月15日
000028 3000032154 居酒屋晶子 675-0131 加古川市別府町新野辺１４５－６ 794374962 飲食店営業(4)その他 一般 向野 庄子 東播(加健)第401-594 平成30年1月30日 令和6年2月29日 昭和61年12月1日
000028 3000032157 吉四六 675-0131 加古川市別府町新野辺８３４－１ 794372444 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大塚 秀昭 東播(加健)第401-237 令和4年7月14日 令和10年8月31日 令和4年7月14日
000028 3000032166 細見酒店 675-0131 加古川市別府町新野辺５７４－１７１ 794350339 飲食店営業(4)その他 一般 細見 美恵子 東播(加健)第401-483 令和4年11月1日 令和10年11月30日 令和4年11月1日
000028 3000032185 松風苑 675-0131 加古川市別府町新野辺畑下１５２５－２ 794372621 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ウオクニ株式会社 代表取締役 野々村 充教 657-0842 兵庫県神戸市灘区船寺通四丁目５番１６号 788017755 東播(加健)第401-50 平成30年4月25日 令和6年5月31日 平成12年3月27日
000028 3000032195 喫茶 待ちぼうけ 675-0121 加古川市別府町新野辺北町８丁目３１－６ 794373340 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 村上 重信 東播(加健)第401-56 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 3000032207 北京料理　桂林 675-0121 加古川市別府町新野辺北町８丁目２５ 794374957 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 尹 超強 東播(加健)第401-117 平成30年5月16日 令和6年5月31日 平成9年5月28日
000028 3000032218 創作料理　芳賀 675-0121 加古川市別府町新野辺北町６－３８－１０２ 794367345 飲食店営業(4)その他 一般 芳賀 安徳 東播(加健)第401-406 平成29年10月31日 令和5年11月30日 平成11年10月15日
000028 3000032237 よっちゃん 675-0123 加古川市別府町朝日町７ 794374347 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前田 好美 東播(加健)第401-130 令和3年5月19日 令和9年5月31日 平成1年5月23日
000028 3000032241 満福亭 675-0123 加古川市別府町朝日町７ 4374983 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 内野 秀代 東播(加健)第401-42 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 3000032261 香林坊 675-0123 加古川市別府町朝日町３８－２ 794353544 飲食店営業(4)その他 一般 田中 敏子 東播(加健)第401-531 令和4年11月21日 令和10年11月30日 令和4年11月21日
000028 3000032278 シルキーウェイ 675-0127 加古川市別府町石町６－２別府マンション１階 4364067 飲食店営業(4)その他 一般 石本 絹子 東播(加健)第401-208 令和2年7月30日 令和8年8月31日 平成5年8月23日
000028 3000032279 多木化学㈱神鍬倶楽部 675-0127 加古川市別府町石町７３－７２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ウオクニ株式会社 代表取締役 野々村 充教 657-0842 兵庫県神戸市灘区船寺通４丁目５番１６号 788017755 東播(加健)第401-515 令和2年2月3日 令和8年2月28日 平成7年12月12日
000028 3000032285 こあらちゃん 675-0128 加古川市別府町中島町８－２ 794377486 飲食店営業(4)その他 一般 山元 百合子 東播(加健)第401-467 平成30年10月25日 令和6年11月30日 平成12年9月21日
000028 3000032288 長崎チャンポン　エミ 675-0132 加古川市別府町宮田町５４栄光ビル１Ｆ 794376628 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石垣 清秀 東播(加健)第401-297 令和3年8月10日 令和9年8月31日 令和3年8月10日
000028 3000032296 居酒屋ありばば 675-0125 加古川市別府町西脇１２１ 794360035 飲食店営業(4)その他 一般 先山 多英子 東播(加健)第401-390 令和2年10月29日 令和8年11月30日 平成8年9月10日
000028 3000032309 けいこ 675-0135 加古川市別府町東町２４，１Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三木 啓子 東播(加健)第401-374 令和4年8月29日 令和10年8月31日 令和4年8月29日
000028 3000032310 小川食堂 675-0135 加古川市別府町東町４ 794378429 飲食店営業(4)その他 一般 小川 信子 東播(加健)第401-92 令和2年5月15日 令和8年5月31日 平成8年5月22日
000028 3000032324 おし鳥 675-0126 加古川市別府町本町１丁目５９－２ 794354976 飲食店営業(4)その他 一般 斉藤 大介 東播(加健)第401-445 令和2年11月10日 令和8年11月30日 平成5年10月4日
000028 3000032336 ７ＦＳ社員食堂加古川店 675-0124 加古川市別府町緑町２番地 794358458 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社セブン＆アイ・フードシステムズ 代表取締役 小松 雅美 102-0084 東京都千代田区二番町８番地８ 362383501 東播(加健)第401-478 令和2年1月20日 令和9年2月28日 昭和63年2月5日
000028 3000032341 ㈲初田食鶏 675-0124 加古川市別府町緑町２グリーンマート 794374641 食肉販売業 一般 ㈲初田食鶏 初田 禎信 676-0824 兵庫県高砂市阿弥陀町南池３１ 794470212 東播(加健)第427-46 令和2年1月21日 令和8年2月28日 昭和63年2月17日
000028 3000032342 ㈲初田食鶏 675-0124 加古川市別府町緑町２グリーンマート 794374641 飲食店営業(4)その他 一般 ㈲初田食鶏 初田 禎信 676-0824 兵庫県高砂市阿弥陀町南池３１ 794470212 東播(加健)第401-480 令和2年1月21日 令和8年2月28日 昭和63年2月17日
000028 3000032348 お肉の日の出 675-0124 加古川市別府町緑町２ 794378961 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社日の出 代表取締役 岡田 洋一 675-0027 兵庫県加古川市尾上町今福５６５ 794223638 東播(加健)第401-648 令和5年2月1日 令和11年2月28日 令和5年2月1日
000028 3000032349 お肉の日の出 675-0124 加古川市別府町緑町２ 794378961 食肉販売業 一般 株式会社日の出 代表取締役 岡田 洋一 675-0027 兵庫県加古川市尾上町今福５６５ 794223638 東播(加健)第403-39 令和5年2月1日 令和11年2月28日 令和5年2月1日
000028 3000032355 イトーヨーカ堂加古川店（惣菜作業室１） 675-0124 加古川市別府町緑町２ 794353131 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社イトーヨーカ堂 代表取締役 山本 哲也 102-0084 東京都千代田区二番町８番地８ 362382111 東播(加健)第401-298 令和3年8月10日 令和10年8月31日 令和3年8月10日
000028 3000032358 イトーヨーカ堂加古川店（精肉売場） 675-0124 加古川市別府町緑町２ 794353131 食肉販売業 一般 株式会社イトーヨーカ堂 代表取締役 山本 哲也 102-0084 東京都千代田区二番町８番地８ 362382111 東播(加健)第427-17 令和3年8月10日 令和10年8月31日 令和3年8月10日
000028 3000032377 和牛いぐち 675-0124 加古川市別府町緑町２ 794352901 飲食店営業(4)その他 一般 ㈲イグチ 代表取締役 井口 健一 675-0124 兵庫県加古川市別府町緑町２ 794352901 東播(加健)第401-365 令和1年11月1日 令和7年11月30日 平成7年11月17日
000028 3000032378 和牛いぐち 675-0124 加古川市別府町緑町２ 794352901 食肉販売業 一般 ㈲イグチ 代表取締役 井口 健一 675-0124 兵庫県加古川市別府町緑町２ 794352901 東播(加健)第427-35 令和1年11月1日 令和7年11月30日 平成7年11月17日
000028 3000032387 イトーヨーカ堂加古川店（寿司作業室） 675-0124 加古川市別府町緑町２ 794353131 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社イトーヨーカ堂 代表取締役 山本 哲也 102-0084 東京都千代田区二番町８番地８ 362382111 東播(加健)第401-299 令和3年8月10日 令和10年8月31日 令和3年8月10日
000028 3000032392 Ｆｒｅｓｈ　Ｆｉｓｈ　さかなや 675-0124 加古川市別府町緑町２グリーンマート内 4374570 魚介類販売業 一般 住山 英樹 東播(加健)第404-16 令和4年11月1日 令和10年11月30日 令和4年11月1日
000028 3000032417 美食　庭 675-0151 加古郡播磨町野添１６６２－４瓜生ビル１Ｆ 789438284 飲食店営業(4)その他 一般 赤松 博美 東播(加健)第401-572 令和2年2月25日 令和8年2月28日 昭和52年12月14日
000028 3000032485 カラオケ喫茶　るうしいー 675-0158 加古郡播磨町北野添２丁目２番１０号土山共同センター内 789438988 飲食店営業(4)その他 一般 中島 律子 東播(加健)第401-701 令和5年2月16日 令和11年2月28日 令和5年2月16日
000028 3000032490 愛菜播磨店 675-0151 加古郡播磨町野添２６７－１ 789446961 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社コープフーズ 代表取締役 友重 伸和 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３－１９ 794956001 東播(加健)第401-351 令和2年10月20日 令和8年11月30日 平成11年9月28日
000028 3000032491 小麦の森　播磨店 675-0151 加古郡播磨町野添字丹波墓２６７－１ 789447414 菓子製造業 一般 株式会社コープベーカリー 代表取締役 緑 淳史 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西２－１ 788573904 東播(加健)第403-68 令和2年11月16日 令和8年11月30日 平成11年9月28日
000028 3000032493 生活協同組合コープこうべ　コープ播磨 675-0151 加古郡播磨町野添２６７－１ 789440239 飲食店営業(4)その他 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山　利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目３番１９号 788561003 東播(加健)第401-348 令和2年10月20日 令和8年11月30日 平成11年9月28日
000028 3000032494 生活協同組合コープこうべ　コープ播磨 675-0151 加古郡播磨町野添２６７－１ 789440239 飲食店営業(4)その他 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山　利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目３番１９号 788561003 東播(加健)第401-349 令和2年10月20日 令和8年11月30日 平成11年9月28日
000028 3000032495 生活協同組合コープこうべ　コープ播磨 675-0151 加古郡播磨町野添２６７－１ 789440239 魚介類販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山　利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目３番１９号 788561003 東播(加健)第429-21 令和2年10月20日 令和8年11月30日 平成11年9月28日
000028 3000032496 生活協同組合コープこうべ　コープ播磨 675-0151 加古郡播磨町野添２６７－１ 789440239 食肉販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山　利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目３番１９号 788561003 東播(加健)第427-44 令和2年10月20日 令和8年11月30日 平成11年9月28日
000028 3000032514 珈琲工房　カフェクラフト 675-0161 加古郡播磨町東野添２－８－２９ 789444965 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佐伯 志朗 東播(加健)第401-101 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 3000032522 升田十兵衛 675-0153 加古郡播磨町野添南１丁目２－５ 794366664 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小西 俊夫 東播(加健)第401-376 令和4年8月30日 令和10年8月31日 令和4年8月30日
000028 3000032528 ビストロ　やまもと 675-0150 加古郡播磨町南野添１－３－２７北村ビル 794365748 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 敏夫 東播(加健)第401-574 令和3年1月20日 令和9年2月28日 平成8年12月5日
000028 3000032530 Cashiの樹 675-0153 加古郡播磨町南野添１－３－２１　エムズタウンＢ 794368221 菓子製造業 一般 吉田 豊広 東播(加健)第403-55 平成29年11月6日 令和5年11月30日 平成11年11月2日
000028 3000032531 やきにく武蔵 675-0153 加古郡播磨町南野添１丁目１７番２号 794358789 飲食店営業(4)その他 一般 山本 和保 東播(加健)第401-620 平成30年2月5日 令和6年2月29日 平成12年2月23日
000028 3000032532 やきにく武蔵 675-0153 加古郡播磨町南野添１丁目１７番２号 794358789 食肉販売業 一般 山本 和保 東播(加健)第427-66 平成30年2月5日 令和6年2月29日 平成12年2月23日
000028 3000032545 ジョリーパスタ　播磨店 675-0142 加古郡播磨町大中３丁目８－１６ 794363291 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ジョリーパスタ 代表取締役 南 哲史 108-0075 東京都港区港南二丁目１８番１号 368338833 東播(加健)第401-474 令和4年10月31日 令和11年11月30日 令和4年10月31日
000028 3000032562 浪漫亭 675-0163 加古郡播磨町古宮３－２－７ 789412860 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡田 薫 東播(加健)第401-369 令和2年10月22日 令和8年11月30日 平成8年10月28日
000028 3000032564 ＫＯＮＡＭＩ 675-0163 加古郡播磨町古宮７丁目８－２６ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮宅 こなみ 東播(加健)第401-150 令和4年5月23日 令和10年5月31日 令和4年5月23日
000028 3000032576 藤田酸素工業（株）  播磨事業所 675-0155 加古郡播磨町新島２２ 794370214 添加物製造業 一般 藤田酸素工業株式会社 代表取締役 藤田 元久 652-0823 兵庫県神戸市兵庫区東出町２－９－１ 786713036 東播(加健)第410-1 平成30年4月26日 令和6年5月31日 昭和62年4月17日
000028 3000032682 カラオケ茶屋　かぼちゃの馬車 675-0162 加古郡播磨町東野添２丁目２２－１５ 789443858 飲食店営業(4)その他 一般 相原 千壽代 東播(加健)第401-228 令和3年7月13日 令和9年8月31日 令和3年7月13日
000028 3000032684 きせ川 675-0159 加古郡播磨町東野添２丁目２０－９ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷辺 芙紀子 東播(加健)第401-108 令和4年5月12日 令和10年5月31日 令和4年5月12日
000028 3000032686 芽衣 675-0161 加古郡播磨町東野添２－２１－１ 789446566 飲食店営業(4)その他 一般 坂本 五月 東播(加健)第401-55 令和2年5月7日 令和8年5月31日 平成8年3月21日
000028 3000032691 有限会社　松井食品 675-0162 加古郡播磨町二子６２０－１ 789421305 清涼飲料水製造業 一般 有限会社松井食品 代表取締役 松井 昭雄 675-0162 兵庫県加古郡播磨町二子６２０番地の１ 789421305 東播(加健)第413-1 令和4年10月27日 令和11年11月30日 令和4年10月27日



000028 3000032693 餃子の王将　播磨町店 675-0159 加古郡播磨町東野添２－２１－１２ 789441071 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ペルゴ 代表取締役 小林 康浩 670-0976 兵庫県姫路市中地１８８－１ 792934064 東播(加健)第401-633 令和5年1月26日 令和11年2月28日 令和5年1月26日
000028 3000032694 和 675-0158 加古郡播磨町北野添１丁目２－４０ 789423831 飲食店営業(4)その他 一般 青山 奈津子 東播(加健)第401-435 平成29年11月6日 令和5年11月30日 平成11年11月15日
000028 3000032723 カフェテラスハミングバード 675-0154 加古郡播磨町本荘１丁目５－３５ 794350973 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平郡 兼宗 東播(加健)第401-702 令和5年2月16日 令和11年2月28日 令和5年2月16日
000028 3000032725 ごちそう村　播磨店 675-0154 加古郡播磨町本荘１丁目１－４５ 794373113 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　入船 代表取締役 入江 建介 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町１０３３ 794435500 東播(加健)第401-576 令和3年1月20日 令和9年2月28日 昭和63年12月6日
000028 3000032734 住友精化株式会社 675-0145 加古郡播磨町宮西３４６－１ 794372101 添加物製造業 一般 住友精化株式会社 代表取締役 小川 育三 675-0145 兵庫県加古郡播磨町宮西３４６番地の１ 794372101 東播(加健)第410-1 令和3年5月19日 令和9年5月31日 昭和48年5月2日
000028 3000032738 スナック美好 675-0145 加古郡播磨町宮西１－１７－１５ 794350979 飲食店営業(4)その他 一般 小川 美代子 東播(加健)第401-448 令和3年10月20日 令和9年11月30日 令和3年10月20日
000028 3000032743 だん 675-0145 加古郡播磨町宮西１丁目１－１２ 794356018 飲食店営業(4)その他 一般 住所 美智代 東播(加健)第401-60 令和2年5月12日 令和8年5月31日 昭和63年4月5日
000028 3000032744 ㈱東播自動車教習所 675-0145 加古郡播磨町宮西１丁目２－５東播自動車教習所２Ｆ 794357000 飲食店営業(4)その他 一般 ㈱東播自動車教習所 代表取締役 山口 勝英 675-0145 兵庫県加古郡播磨町宮西１丁目２－５ 794357000 東播(加健)第401-12 令和2年4月17日 令和8年5月31日 昭和63年4月27日
000028 3000032758 お好み焼伊吹 675-0144 加古郡播磨町北本荘１丁目１４－３０ 794371403 飲食店営業(4)その他 一般 岩田 輝子 東播(加健)第401-96 令和3年5月12日 令和9年5月31日 昭和54年5月24日
000028 3000032768 喫茶スモール 675-0144 加古郡播磨町北本荘２丁目７－３ 794354612 飲食店営業(4)その他 一般 中松 レイ子 東播(加健)第401-464 令和2年11月12日 令和8年11月30日 昭和58年11月19日
000028 3000032769 バロン 675-0144 加古郡播磨町北本荘３丁目８－２５ 794370964 飲食店営業(4)その他 一般 高橋 一美 東播(加健)第401-209 令和2年7月30日 令和8年8月31日 昭和53年6月22日
000028 3000032793 徳川 675-0144 加古郡播磨町北本荘３－８－２５ 飲食店営業(4)その他 一般 清水 長子 東播(加健)第401-459 令和4年10月27日 令和10年11月30日 令和4年10月27日
000028 3000032806 鄙星 675-0144 加古郡播磨町北本荘２－６－４２ 794365855 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 村津 進 東播(加健)第401-422 平成29年11月1日 令和5年11月30日 平成11年9月22日
000028 3000032838 土田食品工業株式会社 675-0164 加古郡播磨町東新島１２ 789492222 添加物製造業 一般 土田食品工業株式会社 代表取締役 竹前 祐児 381-2243 長野県長野市稲里一丁目５番地３ 262854166 東播(加健)第410-1 令和2年5月7日 令和8年5月31日 平成8年4月10日
000028 3000032864 お好焼夢工房 675-0143 加古郡播磨町宮北１丁目１－６ 794371917 飲食店営業(4)その他 一般 山口 初美 東播(加健)第401-99 令和3年5月14日 令和9年5月31日 平成9年3月10日
000028 3000032870 さつま屋 675-0156 加古郡播磨町東本荘３丁目２－６味の街 794353913 飲食店営業(4)その他 一般 坂本 実則 東播(加健)第401-381 平成30年8月31日 令和6年8月31日 昭和52年6月21日
000028 3000032876 舞楽雲 675-0156 加古郡播磨町東本荘３丁目１－２ 794358581 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中作 正典 東播(加健)第401-259 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 3000032877 宝月 675-0156 加古郡播磨町東本荘１丁目７－８ 794371056 飲食店営業(4)その他 一般 山本 信子 東播(加健)第401-307 令和1年10月18日 令和7年11月30日 昭和52年10月18日
000028 3000032883 ＡＫＫＯ 675-0156 加古郡播磨町東本荘１丁目３－３ 794351475 飲食店営業(4)その他 一般 山本 信子 東播(加健)第401-52 令和2年4月30日 令和8年5月31日 昭和63年3月28日
000028 3000032894 徳之島 675-0156 加古郡播磨町東本荘２丁目３－５ 794366476 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松本 喜美子 東播(加健)第401-490 令和4年11月4日 令和10年11月30日 令和4年11月4日
000028 3000032901 魚鮮酒場　ひろやん 675-0156 加古郡播磨町東本荘２丁目７－１２ 794363436 飲食店営業(4)その他 一般 中作 裕之 東播(加健)第401-469 令和2年11月16日 令和8年11月30日 平成8年11月28日
000028 3000032939 酒のコニシ 675-0100 加古郡播磨町南大中３丁目８－１７ 794371555 飲食店営業(4)その他 一般 小西 良治 東播(加健)第401-57 令和2年5月7日 令和8年5月31日 平成8年3月8日
000028 3000032964 揚子江飯店 675-0148 加古郡播磨町北古田１丁目１５－１３ 794365830 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 楊 明忠 東播(加健)第401-291 平成29年8月21日 令和5年8月31日 平成11年7月28日
000028 3000032966 675-0148 加古郡播磨町北古田１丁目１９－２ 794302345 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 代表取締役 渡邉 喜広 103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町３６番２号 356518601 東播(加健)第401-336 平成30年8月22日 令和6年8月31日 平成12年6月23日
000028 3000032990 廣家 675-0021 加古川市尾上町安田１０５－７ 794202141 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 梶野 廣一 東播(加健)第401-567 令和3年11月22日 令和9年11月30日 令和3年11月22日
000028 3000033006 酒処　タバコヤ 675-0021 加古川市尾上町安田９１６ 794251902 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大植 昭子 東播(加健)第401-709 令和4年2月3日 令和10年2月29日 令和4年2月3日
000028 3000033015 マックスバリュ西日本（株）安田店 675-0021 加古川市尾上町安田４８０ 794545002 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第401-603 令和5年1月16日 令和12年2月28日 令和5年1月16日
000028 3000033016 マックスバリュ西日本（株）安田店 675-0021 加古川市尾上町安田４８０ 794545002 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第401-602 令和5年1月16日 令和12年2月28日 令和5年1月16日
000028 3000033018 マックスバリュ西日本（株）安田店 675-0021 加古川市尾上町安田４８０ 794545002 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第410-56 令和5年1月16日 令和12年2月28日 令和5年1月16日
000028 3000033019 マックスバリュ西日本（株）安田店 675-0021 加古川市尾上町安田４８０ 794545002 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第404-22 令和5年1月16日 令和12年2月28日 令和5年1月16日
000028 3000033020 マックスバリュ西日本（株）安田店 675-0021 加古川市尾上町安田４８０ 794545002 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第403-37 令和5年1月16日 令和12年2月28日 令和5年1月16日
000028 3000033028 カフェリゾート　白馬 675-0021 加古川市尾上町安田１３０－１ 794218995 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木下 茂 東播(加健)第401-407 平成29年10月31日 令和5年11月30日 平成11年9月7日
000028 3000033029 焼肉の牛太加古川店 675-0021 加古川市尾上町安田４８０番地マックスバリュー内 794545429 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社焼肉の牛太 代表取締役 松田 清治 670-0826 兵庫県姫路市楠町１１３番地 792215129 東播(加健)第401-79 平成30年5月7日 令和6年5月31日 平成12年3月8日
000028 3000033037 ごちそう村 675-0021 加古川市尾上町安田２９３－１ 794564387 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社入船 代表取締役 入江 建介 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町１０３３ 794444511 東播(加健)第401-649 平成31年2月22日 令和7年2月28日 平成13年1月12日
000028 3000033038 喫茶  ぶらんか 675-0026 加古川市尾上町旭１丁目３６ 4215115 飲食店営業(4)その他 一般 浦本 昭幸 東播(加健)第401-287 平成29年8月17日 令和5年8月31日 昭和61年6月16日
000028 3000033046 富士 675-0026 加古川市尾上町旭１丁目４８－１２富士ビル１Ｆ 794253555 飲食店営業(4)その他 一般 上橋 テル子 東播(加健)第401-509 令和4年11月14日 令和10年11月30日 令和4年11月14日
000028 3000033052 めらんこりい 675-0026 加古川市尾上町旭１丁目４８－１９ 794217102 飲食店営業(4)その他 一般 三浦 マスミ 東播(加健)第401-316 令和3年8月17日 令和9年8月31日 令和3年8月17日
000028 3000033060 広瀬とうふ店 675-0026 加古川市尾上町旭１丁目２９ 794215614 豆腐製造業 一般 廣瀬 勇 東播(加健)第415-1 平成30年5月31日 令和6年5月31日 平成4年4月10日
000028 3000033063 升庵 675-0026 加古川市尾上町旭３丁目５６－１プリオール加古川　１０３ 794212911 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 寺井 貴浩 東播(加健)第401-552 令和2年2月19日 令和8年2月28日 平成5年2月4日
000028 3000033071 松原屋 675-0026 加古川市尾上町旭１丁目３３－５８　１階 794214149 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松原 秀和 東播(加健)第401-526 令和3年11月9日 令和9年11月30日 令和3年11月9日
000028 3000033079 優² 675-0026 加古川市尾上町旭１－５０ 794274755 飲食店営業(4)その他 一般 寺師 久美子 東播(加健)第401-390 令和1年11月21日 令和7年11月30日 平成7年11月14日
000028 3000033096 丸福精肉店 675-0026 加古川市尾上町旭１丁目３３－５６ 794248881 食肉販売業 一般 柴田 光 東播(加健)第403-2 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 3000033097 丸福 675-0026 加古川市尾上町旭１丁目３３－５６ 794248881 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 柴田 光 東播(加健)第401-49 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 3000033102 お店ばなし 675-0026 加古川市尾上町旭１－５０ 794203506 飲食店営業(4)その他 一般 松岡 安代 東播(加健)第401-585 平成30年1月29日 令和6年2月29日 平成12年2月23日
000028 3000033104 神鋼鋼線工業（株） 675-0027 加古川市尾上町今福字中村１２８－１ 794257189 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ウオクニ株式会社 代表取締役 野々村 充教 657-0842 兵庫県神戸市灘区船寺通４丁目５番１６号 788019413 東播(加健)第401-75 令和3年5月6日 令和9年5月31日 昭和51年3月18日
000028 3000033113 やきとり大吉　今福店 675-0027 加古川市尾上町今福５３１－３ 794276671 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 政 国広 東播(加健)第401-48 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 3000033115 びっくりドンキー　ジョイパーク加古川店 675-0027 加古川市尾上町今福４９－５ 794292226 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社アレフ 代表取締役 庄司 大 003-0806 北海道札幌市白石区菊水６条３－１－２６ 118238301 東播(加健)第401-278 令和4年8月1日 令和11年8月31日 令和4年8月1日
000028 3000033117 神鋼鋼線社員クラブ 675-0027 加古川市尾上町今福字中村１２８－１ 794257189 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ウオクニ株式会社 代表取締役 野々村 充教 657-0842 兵庫県神戸市灘区船寺通４丁目５番１６号 788019413 東播(加健)第401-353 令和4年8月22日 令和10年8月31日 令和4年8月22日
000028 3000033125 マックスバリュ西日本（株）今福店　寿司 675-0027 加古川市尾上町今福七反田３８６ 794205301 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第401-437 令和2年11月10日 令和8年11月30日 平成8年9月26日
000028 3000033126 マックスバリュ西日本（株）今福店　揚げ物 675-0027 加古川市尾上町今福七反田３８６ 794205301 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第401-438 令和2年11月10日 令和8年11月30日 平成8年9月26日
000028 3000033127 マックスバリュ西日本（株）今福店 675-0027 加古川市尾上町今福七反田３８６ 794205301 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第429-29 令和2年11月10日 令和8年11月30日 平成8年9月26日
000028 3000033128 マックスバリュ西日本（株）今福店 675-0027 加古川市尾上町今福七反田３８６ 794205301 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第427-55 令和2年11月10日 令和8年11月30日 平成8年9月26日
000028 3000033136 ビジネスホテル松葉 675-0027 加古川市尾上町今福字行信４０７－１ 794272300 飲食店営業(3)旅館 一般 鷲 忠勝 東播(加健)第401-239 令和3年7月19日 令和9年8月31日 令和3年7月19日
000028 3000033140 マルアイ今福店 675-0027 加古川市尾上町今福２２１－１ 794542810 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第401-247 令和4年7月19日 令和11年8月31日 令和4年7月19日
000028 3000033142 マルアイ今福店 675-0027 加古川市尾上町今福２２１－１ 794542810 食肉販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第403-13 令和4年7月19日 令和11年8月31日 令和4年7月19日
000028 3000033143 マルアイ今福店 675-0027 加古川市尾上町今福２２１－１ 794542810 魚介類販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第404-10 令和4年7月19日 令和11年8月31日 令和4年7月19日
000028 3000033145 焼き鳥　くら 675-0027 加古川市尾上町今福４１５－７ 794202832 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷本 智隆 東播(加健)第401-337 令和4年8月12日 令和10年8月31日 令和4年8月12日
000028 3000033178 カラオケ喫茶　なな 675-0025 加古川市尾上町養田７２７－１ 794229317 飲食店営業(4)その他 一般 藤井 奈奈美 東播(加健)第401-283 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 3000033203 Ｆｒｅｓｈ　Ｆｏｏｄｓ　こぶた 675-0025 加古川市尾上町養田１５８６－４ 794266974 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 山本 郁代 東播(加健)第401-362 平成30年8月28日 令和6年8月31日 平成12年7月24日
000028 3000033209 フレンドハウス 675-0024 加古川市尾上町長田５１７－６０ 飲食店営業(4)その他 一般 前田 光子 東播(加健)第401-640 令和3年2月16日 令和9年2月28日 昭和58年12月22日
000028 3000033214 細谷中店（飲酒コーナー） 675-0024 加古川市尾上町長田１７２－６ 794213035 飲食店営業(4)その他 一般 細谷 秀美 東播(加健)第401-504 令和3年11月4日 令和9年11月30日 令和3年11月4日
000028 3000033238 とし爺 675-0024 加古川市尾上町長田５１７－５０パルカ－ムＡ１０２ 794545137 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三好 俊幸 東播(加健)第401-61 令和5年4月21日 令和11年5月31日 令和5年4月21日
000028 3000033244 さつき 675-0022 加古川市尾上町口里３－３ 4248036 飲食店営業(4)その他 一般 池澤 寿賀子 東播(加健)第401-436 令和2年11月10日 令和8年11月30日 昭和63年10月6日
000028 3000033250 有限会社マルヨシ製パン所 675-0022 加古川市尾上町口里１６６ 794236782 菓子製造業 一般 有限会社マルヨシ製パン所 取締役 村上 眞理 675-0022 兵庫県加古川市尾上町口里１６６番地 794236782 東播(加健)第403-64 平成29年11月27日 令和5年11月30日 昭和45年9月21日
000028 3000033253 シルバー 675-0022 加古川市尾上町口里４０－１１ 794217380 飲食店営業(4)その他 一般 小嶋 知子 東播(加健)第401-397 平成29年10月27日 令和5年11月30日 昭和56年11月7日
000028 3000033257 松葉食堂 675-0022 加古川市尾上町口里８１４－６９ 794225235 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鷲 興代 東播(加健)第401-427 平成29年11月2日 令和5年11月30日 昭和61年11月5日
000028 3000033260 バール・マール 675-0022 加古川市尾上町口里７３４－５ 794242867 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三寺 雄策 東播(加健)第401-481 令和2年1月27日 令和8年2月28日 昭和63年2月29日
000028 3000033262 あーるだー 675-0022 加古川市尾上町口里８１ 794216889 飲食店営業(4)その他 一般 河村 秀美 東播(加健)第401-434 平成29年11月6日 令和5年11月30日 平成3年10月24日
000028 3000033266 松屋 675-0022 加古川市尾上町口里１１０－４ 794231501 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高山 由紀枝 東播(加健)第401-108 令和3年5月14日 令和9年5月31日 平成6年5月26日
000028 3000033280 株式会社マルアイ浜の宮店 675-0022 加古川市尾上町口里７３２ 794545810 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第401-151 平成30年5月24日 令和6年5月31日 平成12年3月17日
000028 3000033281 株式会社マルアイ浜の宮店 675-0022 加古川市尾上町口里７３２ 794545810 食肉販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第427-16 平成30年5月24日 令和6年5月31日 平成12年3月17日
000028 3000033282 株式会社マルアイ浜の宮店 675-0022 加古川市尾上町口里７３２ 794545810 魚介類販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第429-9 平成30年5月24日 令和6年5月31日 平成12年3月17日
000028 3000033286 呑処　ありま 675-0022 加古川市尾上町口里７６３－８ 飲食店営業(4)その他 一般 有馬 正彦 東播(加健)第401-450 平成30年10月19日 令和6年11月30日 平成12年9月21日
000028 3000033287 尾上荘 675-0023 加古川市尾上町池田１８４０ 794212001 飲食店営業(3)旅館 一般 橋本商事株式会社 代表取締役 橋本 敬介 675-0023 兵庫県加古川市尾上町池田１８４０番地 794212001 東播(加健)第401-458 令和4年10月27日 令和10年11月30日 令和4年10月27日
000028 3000033296 えびの 675-0023 加古川市尾上町池田６４４－２１ 飲食店営業(4)その他 一般 脇丸 のり子 東播(加健)第401-361 令和2年10月21日 令和8年11月30日 昭和58年10月12日
000028 3000033303 マツオカ屋 675-0023 加古川市尾上町池田６２４－８０ 4216677 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 松岡 晴美 東播(加健)第401-512 令和2年1月30日 令和8年2月28日 昭和58年2月15日
000028 3000033304 ポールロジェ 675-0023 加古川市尾上町池田２３４９ 794221777 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橋本 洋三 東播(加健)第401-413 平成29年10月31日 令和5年11月30日 昭和61年11月6日
000028 3000033340 お多福寿司 675-0023 加古川市尾上町池田４５９－１４ 794216661 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 米澤 史泰 東播(加健)第401-547 令和3年11月15日 令和9年11月30日 令和3年11月15日
000028 3000033357 デッケンドハマダ 675-0023 加古川市尾上町池田７３２－２１ 794224016 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 濱田 正幸 東播(加健)第401-31 令和5年4月17日 令和11年5月31日 令和5年4月17日
000028 3000033370 ウオクニ株式会社　東播支店  加古川給食センター 675-0137 加古川市金沢町１７ 794242258 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 ウオクニ株式会社 代表取締役 野々村 充教 657-0842 兵庫県神戸市灘区船寺通四丁目５番１６号 788019413 東播(加健)第401-288 令和2年8月20日 令和8年8月31日 昭和46年7月12日
000028 3000033408 株式会社ＭＣエバテック　加古川事業所 675-0137 加古川市金沢町７ 794361507 添加物製造業 一般 株式会社ＭＣエバテック 代表取締役 山口 洋史 660-0808 兵庫県尼崎市潮江一丁目２番６号 643005430 東播(加健)第410-2 令和2年5月19日 令和8年5月31日 平成8年4月10日
000028 3000033472 イハラヤ 675-0053 加古川市米田町船頭５１４－１３川西ＳＣ 飲食店営業(4)その他 一般 井原 シヅヱ 東播(加健)第401-547 令和3年1月18日 令和9年2月28日 昭和47年12月6日
000028 3000033475 小町寿司 675-0053 加古川市米田町船頭６５０ 794312874 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 花木 敏彦 東播(加健)第401-439 令和3年10月15日 令和9年11月30日 令和3年10月15日
000028 3000033479 ニッケ乗馬クラブ・クレイン加古川 675-0053 加古川市米田町船頭５－４ 794319000 飲食店営業(4)その他 一般 日本毛織㈱ 代表取締役 長岡 豊 650-0037 兵庫県神戸市中央区明石町４７ 783335050 東播(加健)第401-364 令和2年10月21日 令和8年11月30日 平成5年9月29日
000028 3000033493 和八寿司 675-0054 加古川市米田町平津３１３－１ 794322967 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山下 俊和 東播(加健)第401-243 平成30年7月23日 令和6年8月31日 昭和52年8月18日
000028 3000033494 日本産業株式会社 675-0054 加古川市米田町平津４７４－１ 794321200 魚介類販売業 一般 日本産業株式会社 代表取締役 冨田 英孝 675-0054 兵庫県加古川市米田町平津４７４番地の１ 794321200 東播(加健)第429-14 平成30年7月23日 令和6年8月31日 昭和57年8月24日
000028 3000033508 たこ八 675-0054 加古川市米田町平津６６６－１２ 4313939 飲食店営業(4)その他 一般 田中 美鶴 東播(加健)第401-342 令和2年10月19日 令和8年11月30日 昭和50年10月31日
000028 3000033525 長崎ちゃんぽん・皿うどんの店　ながやん 675-0054 加古川市米田町平津３２８－１ 794322780 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長谷 栄次 東播(加健)第401-664 令和4年1月21日 令和10年2月29日 令和4年1月21日
000028 3000033539 前島食品（株） 675-0054 加古川市米田町平津６５５番地 794310081 そうざい製造業 一般 前島食品株式会社 代表取締役 川井 規宏 675-0054 兵庫県加古川市米田町平津６５５番地 794310081 東播(加健)第424-7 令和4年5月27日 令和10年5月31日 令和4年5月27日
000028 3000033558 勇寿司 675-0054 加古川市米田町平津４６－２６ 794318287 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 坂元 幸祐 東播(加健)第401-434 令和2年11月9日 令和8年11月30日 平成8年11月6日
000028 3000033564 近藤商店 675-0054 加古川市米田町平津４６２－６ 794325677 菓子製造業 一般 近藤 忠 東播(加健)第410-35 令和4年8月25日 令和10年8月31日 令和4年8月25日
000028 3000033573 まんやま 675-0054 加古川市米田町平津６６６－１４ 794333909 飲食店営業(4)その他 一般 萬山 健一 東播(加健)第401-308 平成29年8月24日 令和5年8月31日 平成11年7月30日
000028 3000033574 うたごえ雀 675-0054 加古川市米田町平津４５８ 794330568 飲食店営業(4)その他 一般 神村 一子 東播(加健)第401-390 平成29年10月26日 令和5年11月30日 平成11年10月4日
000028 3000033586 中尾ストアー神吉店 675-0058 加古川市東神吉町天ヶ原３３８ 794312397 食肉販売業 一般 中尾 五郎 東播(加健)第427-36 平成29年11月1日 令和5年11月30日 昭和56年10月15日
000028 3000033589 中尾ストアー神吉店 675-0058 加古川市東神吉町天ヶ原３３８ 794312397 飲食店営業(4)その他 一般 中尾 五郎 東播(加健)第401-59 令和3年4月28日 令和9年5月31日 平成9年3月5日
000028 3000033590 中尾ストアー神吉店 675-0058 加古川市東神吉町天ヶ原３３８ 794312397 魚介類販売業 一般 中尾 五郎 東播(加健)第429-4 令和3年4月28日 令和9年5月31日 平成9年3月5日
000028 3000033597 Ｙショップ　オアシス 675-0056 加古川市東神吉町砂部字出口１３３－７ 794320304 飲食店営業(4)その他 一般 金澤 龍太郎 東播(加健)第401-344 令和4年8月17日 令和10年8月31日 令和4年8月17日
000028 3000033599 Ｙショップ　オアシス 675-0056 加古川市東神吉町砂部字出口１３３－７ 794320304 食肉販売業 一般 金澤 龍太郎 東播(加健)第403-22 令和4年8月17日 令和10年8月31日 令和4年8月17日
000028 3000033612 カフェロッジ　コスタ・ボダ 675-0057 加古川市東神吉町神吉８２３－１４８ 794322110 飲食店営業(4)その他 一般 吉田 泰三 東播(加健)第401-642 平成30年2月14日 令和6年2月29日 昭和56年12月14日
000028 3000033618 カラオケ＆ライブスタジオ  ウィズユー 675-0057 加古川市東神吉町神吉１１５８ 794314526 飲食店営業(4)その他 一般 横山 敦郎 東播(加健)第401-718 令和5年2月22日 令和11年2月28日 令和5年2月22日
000028 3000033627 システムフーズ（株） 675-0057 加古川市東神吉町神吉８２３－１２ 794318429 食肉処理業 一般 システムフーズ株式会社 代表取締役 梅谷 光志 675-0057 兵庫県加古川市東神吉町神吉８２３－１２ 794318429 東播(加健)第426-8 平成29年11月22日 令和5年11月30日 平成3年9月12日
000028 3000033628 システムフーズ（株） 675-0057 加古川市東神吉町神吉８２３－１２ 794318429 そうざい製造業 一般 システムフーズ株式会社 代表取締役 梅谷 光志 675-0057 兵庫県加古川市東神吉町神吉８２３－１２ 794318429 東播(加健)第409-7 平成29年11月22日 令和5年11月30日 平成3年9月12日
000028 3000033630 山寿司 675-0057 加古川市東神吉町神吉１０８８－１ 794325567 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 山岡 修三 東播(加健)第401-39 平成30年4月24日 令和6年5月31日 平成4年5月25日
000028 3000033632 はまう 675-0057 加古川市東神吉町神吉１７１７－１ 794317992 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 永井 龍一 東播(加健)第401-228 令和2年8月3日 令和8年8月31日 平成5年8月11日
000028 3000033646 システムフーズ㈱ 675-0057 加古川市東神吉町神吉８２３－１２ 794318429 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 システムフーズ株式会社 代表取締役 梅谷 光志 675-0057 兵庫県加古川市東神吉町神吉８２３－１２ 794318429 東播(加健)第419-5 令和2年10月26日 令和8年11月30日 平成8年9月18日
000028 3000033710 ミユキ 675-0044 加古川市西神吉町大国６９３－２３ 794317954 飲食店営業(4)その他 一般 藤井 かつ子 東播(加健)第401-493 平成29年11月22日 令和5年11月30日 昭和61年11月13日
000028 3000033724 スタミナのあらき 675-0044 加古川市西神吉町大国６７０－１５ 794318078 食肉販売業 一般 荒木 幹彦 東播(加健)第427-7 平成30年5月8日 令和6年5月31日 平成12年3月10日
000028 3000033725 スタミナのあらき 675-0044 加古川市西神吉町大国６７０－１５ 794318078 飲食店営業(4)その他 一般 荒木 幹彦 東播(加健)第401-82 平成30年5月8日 令和6年5月31日 平成12年3月10日
000028 3000033728 居酒屋　なべやん 675-0044 加古川市西神吉町大国６６６－２ 794331677 飲食店営業(4)その他 一般 渡邊 優子 東播(加健)第401-443 平成30年10月19日 令和6年11月30日 平成12年11月29日
000028 3000033730 うを石 675-0047 加古川市西神吉町鼎１６９－１ 794322053 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 野村 一夫 東播(加健)第401-456 令和4年10月27日 令和10年11月30日 令和4年10月27日
000028 3000033742 レリーフ 675-0045 加古川市西神吉町岸字川原田１５３－１明輝ビル２０３ 794315269 飲食店営業(4)その他 一般 大西 由香子 東播(加健)第401-282 令和4年8月1日 令和10年8月31日 令和4年8月1日
000028 3000033745 喫茶　あかり 675-0045 加古川市西神吉町岸７９２－１ 794314356 飲食店営業(4)その他 一般 橋本 ひろ子 東播(加健)第401-341 令和1年10月28日 令和7年11月30日 昭和62年10月13日



000028 3000033762 しんちゃんラーメン 675-0045 加古川市西神吉町岸１３８ 飲食店営業(4)その他 一般 谷口 信悟 東播(加健)第401-382 令和2年10月26日 令和8年11月30日 平成8年11月6日
000028 3000033794 （株）ドライブインこまのつめ 675-0301 加古川市志方町大沢１０３８ 794524776 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ドライブインこまのつめ 代表取締役 荒内 光雄 675-0301 兵庫県加古川市志方町大沢１０３８ 794524776 東播(加健)第401-336 令和1年10月28日 令和7年11月30日 昭和49年9月11日
000028 3000033807 （株）日本デリカ加古川工場 675-0314 加古川市志方町上富木６０３－１ 794524423 食肉処理業 一般 株式会社日本デリカ 代表取締役 平井 良幸 650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通１丁目７－２ 783210351 東播(加健)第409-1 令和4年5月31日 令和10年5月31日 令和4年5月31日
000028 3000033808 （株）日本デリカ加古川工場 675-0314 加古川市志方町上富木６０３－１ 794524423 そうざい製造業 一般 株式会社日本デリカ 代表取締役 平井 良幸 650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通１丁目７－２ 783210351 東播(加健)第424-8 令和4年5月31日 令和10年5月31日 令和4年5月31日
000028 3000033818 焼き肉　味園 675-0314 加古川市志方町上富木７９３－４ 794520676 飲食店営業(4)その他 一般 金井 夏子 東播(加健)第401-106 令和2年5月18日 令和8年5月31日 平成8年4月25日
000028 3000033821 カフェテラスＡ’ 675-0303 加古川市志方町細工所８８３－６ 794524133 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三船 美丈 東播(加健)第401-300 令和4年8月3日 令和10年8月31日 令和4年8月3日
000028 3000033825 鶴林園 675-0303 加古川市志方町細工所１０８６ 794520524 飲食店営業(4)その他 一般 社会福祉法人鶴林園 理事長 西井 秀爾郎 675-0303 兵庫県加古川市志方町細工所１０８６ 794520524 東播(加健)第401-573 令和3年1月19日 令和9年2月28日 平成6年1月7日
000028 3000033826 食肉製品工場 675-0321 加古川市志方町志方町１２０５－１ 794524186 食肉製品製造業 一般 株式会社ヒライ 代表取締役 平井 雄一郎 675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町１２００－２ 794524129 東播(加健)第428-2 平成30年7月30日 令和6年8月31日 昭和57年6月7日
000028 3000033827 カフェード神戸 675-0321 加古川市志方町志方町字泉ヶ岡１７５６－７ 794523888 飲食店営業(4)その他 一般 平井 和雄 東播(加健)第401-572 令和3年1月19日 令和9年2月28日 昭和63年12月23日
000028 3000033832 すし好 675-0321 加古川市志方町志方町６５７－２ 794520214 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉岡 克彦 東播(加健)第401-106 平成30年5月14日 令和6年5月31日 昭和52年3月24日
000028 3000033845 （株）バアリーミート 675-0321 加古川市志方町志方町５１７ 794523490 食肉処理業 一般 株式会社バアリーミート 代表取締役 中尾 恭明 675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町５１７ 794523490 東播(加健)第426-11 令和2年1月30日 令和8年2月28日 昭和53年2月27日
000028 3000033853 （株）ヒライ 675-0321 加古川市志方町志方町１２００－２ 794524129 食肉処理業 一般 株式会社ヒライ 代表取締役 平井 雄一郎 675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町１２００－２ 794524129 東播(加健)第426-5 平成29年11月2日 令和5年11月30日 平成3年11月1日
000028 3000033859 パルプラザ 675-0321 加古川市志方町志方町１５３８－１パルプラザ 794523205 食肉販売業 一般 株式会社ヒライ 代表取締役 平井 雄一郎 675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町１２００－２ 794524129 東播(加健)第427-57 平成30年1月31日 令和6年2月29日 平成3年12月4日
000028 3000033860 パルプラザ 675-0321 加古川市志方町志方町１５３８－１パルプラザ 794523205 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ヒライ 代表取締役 平井 雄一郎 675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町１２００－２ 794524129 東播(加健)第401-591 平成30年1月31日 令和6年2月29日 平成3年12月4日
000028 3000033863 （株）ヒライ 675-0321 加古川市志方町志方町１２００－２ 794524129 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ヒライ 代表取締役 平井 雄一郎 675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町１２００－２ 794524129 東播(加健)第401-280 平成30年7月30日 令和6年8月31日 平成4年6月15日
000028 3000033864 （株）ヒライ 675-0321 加古川市志方町志方町１２００－２ 794524129 食肉販売業 一般 株式会社ヒライ 代表取締役 平井 雄一郎 675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町１２００－２ 794524129 東播(加健)第427-24 平成30年7月30日 令和6年8月31日 平成4年6月15日
000028 3000033865 ますや 675-0321 加古川市志方町志方町１４０１ 794525250 飲食店営業(4)その他 一般 北田 欣一 東播(加健)第401-279 平成30年7月30日 令和6年8月31日 平成4年7月27日
000028 3000033867 ミートショップナカオ 675-0321 加古川市志方町志方町５１７ 4524056 ソース類製造業 一般 中尾 恭明 東播(加健)第413-1 令和2年5月12日 令和8年5月31日 平成5年4月1日
000028 3000033878 シンミチ　志方亭 675-0321 加古川市志方町志方町５３０ 794302988 食肉処理業 一般 新田 稔彦 東播(加健)第426-1 令和2年5月19日 令和8年5月31日 平成8年3月21日
000028 3000033931 藤原製菓 675-0344 加古川市志方町東飯坂１３３－１ 794522329 菓子製造業 一般 藤原 文隆 東播(加健)第410-63 令和5年2月9日 令和11年2月28日 令和5年2月9日
000028 3000033943 古谷精肉店 675-0332 加古川市志方町横大路１６－１ 794523989 食肉販売業 一般 古谷 みのる 東播(加健)第403-38 令和5年1月16日 令和11年2月28日 令和5年1月16日
000028 3000033946 珈琲倶楽部　茶茶 675-0332 加古川市志方町横大路２３－２ 794525105 飲食店営業(4)その他 一般 橋本 栞 東播(加健)第401-224 平成29年8月4日 令和5年8月31日 平成3年7月17日
000028 3000033949 ベストパッカー 675-0332 加古川市志方町横大路六反東３７－１ 794522919 食肉処理業 一般 松井 吾志 東播(加健)第426-4 平成29年11月2日 令和5年11月30日 平成3年11月1日
000028 3000033950 有限会社　大福精肉店 675-0332 加古川市志方町横大路３８３ 794524886 食肉処理業 一般 有限会社大福精肉店 代表取締役 大浦 義平 675-0332 兵庫県加古川市志方町横大路３８３ 794524886 東播(加健)第426-5 平成30年8月30日 令和6年8月31日 平成4年7月16日
000028 3000033952 焼肉　なりかわ 675-0332 加古川市志方町横大路２５８－１ 飲食店営業(4)その他 一般 成川 浩明 東播(加健)第401-429 令和1年11月26日 令和7年11月30日 平成4年10月7日
000028 3000033962 マツオカフーズ株式会社 675-0332 加古川市志方町横大路１４５－１ 794521101 食肉処理業 一般 マツオカフーズ株式会社 代表取締役 松岡 功 675-0332 兵庫県加古川市志方町横大路１４５－１ 794521101 東播(加健)第426-12 令和2年2月7日 令和9年2月28日 平成10年12月24日
000028 3000033963 マツオカフーズ株式会社 675-0332 加古川市志方町横大路１４５－１ 794521101 食肉販売業 一般 マツオカフーズ株式会社 代表取締役 松岡 功 675-0332 兵庫県加古川市志方町横大路１４５－１ 794521101 東播(加健)第427-57 令和2年2月7日 令和9年2月28日 平成10年12月24日
000028 3000033967 有限会社　大福精肉店 675-0332 加古川市志方町横大路３８３ 794524886 食肉販売業 一般 有限会社大福精肉店 代表取締役 大浦 義平 675-0332 兵庫県加古川市志方町横大路３８３ 794524886 東播(加健)第427-33 平成30年8月30日 令和6年8月31日 平成12年7月4日
000028 3000033968 有限会社　大福精肉店 675-0332 加古川市志方町横大路３８３ 794524886 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社大福精肉店 代表取締役 大浦 義平 675-0332 兵庫県加古川市志方町横大路３８３ 794524886 東播(加健)第401-370 平成30年8月30日 令和6年8月31日 平成12年7月4日
000028 3000033969 有限会社　大福精肉店 675-0332 加古川市志方町横大路３８３ 794524886 食肉製品製造業 一般 有限会社大福精肉店 代表取締役 大浦 義平 675-0332 兵庫県加古川市志方町横大路３８３ 794524886 東播(加健)第428-4 平成30年8月30日 令和6年8月31日 平成12年7月4日
000028 3000033972 とんぼ 675-1233 加古川市平荘町池尻２３８－１ 4282613 飲食店営業(4)その他 一般 小谷 正子 東播(加健)第401-188 令和2年7月20日 令和8年8月31日 昭和53年6月21日
000028 3000033973 ＴＥＡＲＯＯＭ  ｄｅｎ 675-1233 加古川市平荘町池尻５０２ 4281210 飲食店営業(4)その他 一般 十倉 萬喜 東播(加健)第401-225 令和2年8月3日 令和8年8月31日 昭和58年6月2日
000028 3000033974 お好み焼専科かかし 675-1233 加古川市平荘町池尻４６１－１ 794282791 飲食店営業(4)その他 一般 浦野 浩一 東播(加健)第401-32 令和3年4月25日 令和9年5月31日 昭和62年5月28日
000028 3000033988 うらい精肉店 675-1235 加古川市平荘町小畑１１３０ 794280215 食肉販売業 一般 ㈲うらい 代表取締役 堀 耕平 675-1235 兵庫県加古川市平荘町小畑１１３０ 794280215 東播(加健)第427-71 令和3年1月18日 令和9年2月28日 平成5年12月9日
000028 3000033989 うらい精肉店 675-1235 加古川市平荘町小畑１１３０ 794280215 飲食店営業(4)その他 一般 ㈲うらい 代表取締役 堀 耕平 675-1235 兵庫県加古川市平荘町小畑１１３０ 794280215 東播(加健)第401-546 令和3年1月18日 令和9年2月28日 平成5年12月9日
000028 3000033998 ＬＡ　ＰＲＯＶＥＮＣＥ 675-1232 加古川市平荘町里２０４－５ 794280981 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社プロヴァンス 代表取締役 土居 賢三 675-1232 兵庫県加古川市平荘町里２０４番地の５ 794280981 東播(加健)第401-544 令和2年2月19日 令和8年2月28日 平成8年2月29日
000028 3000034029 加古川ゴルフ倶楽部 675-1212 加古川市上荘町井ノ口９２５ 4282111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山陽開発㈱ 代表取締役 齋木 俊治郎 675-1212 兵庫県加古川市上荘町井ノ口９２５ 4282111 東播(加健)第401-6 令和2年4月10日 令和8年5月31日 平成8年4月5日
000028 3000034031 小町すし 675-1218 加古川市上荘町小野８１１－７ 794281906 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 髙見 国昭 東播(加健)第401-335 令和1年10月28日 令和7年11月30日 昭和47年9月29日
000028 3000034032 法楽屋高見製菓（株） 675-1218 加古川市上荘町小野３２０－１ 794280606 菓子製造業 一般 法楽屋高見製菓株式会社 代表取締役 高見 保仁 675-1218 兵庫県加古川市上荘町小野３２０番地の１ 794280606 東播(加健)第403-20 令和3年5月20日 令和8年5月31日 昭和56年5月12日
000028 3000034034 法楽屋高見製菓(株) 675-1218 加古川市上荘町小野３２０－１ 794280606 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 法楽屋高見製菓(株) 代表取締役 高見 保仁 675-1218 兵庫県加古川市上荘町小野３２０－１ 794280606 東播(加健)第401-616 令和5年1月19日 令和11年2月28日 令和5年1月19日
000028 3000034039 お食事処　焼肉たなか 675-1217 加古川市上荘町薬栗７９－１ 794280510 飲食店営業(4)その他 一般 田中 厚 東播(加健)第401-369 令和1年11月7日 令和7年11月30日 平成7年11月27日
000028 3000034063 喫茶つつじ 675-1214 加古川市上荘町見土呂８４５－１６ 794281113 飲食店営業(4)その他 一般 農事組合法人みとろ生産組合 理事 清水 政義 675-1214 兵庫県加古川市上荘町見土呂８３５－４ 794282133 東播(加健)第401-309 平成29年8月29日 令和5年8月31日 平成11年6月4日
000028 3000034064 みとろ観光果樹園 675-1214 加古川市上荘町見土呂８３５－４ 794282133 飲食店営業(4)その他 一般 農事組合法人みとろ生産組合 理事 清水 政義 675-1214 兵庫県加古川市上荘町見土呂８３５－４ 794282133 東播(加健)第401-575 平成31年1月23日 令和7年2月28日 平成12年12月28日
000028 3000034069 縁 675-1215 加古川市上荘町都台１－２３－１０ 794280957 飲食店営業(4)その他 一般 清水 裕文 東播(加健)第401-599 平成30年1月31日 令和6年2月29日 平成11年12月10日
000028 3000034081 とりよし 675-1201 加古川市八幡町宗佐１１０２－８ 794387117 飲食店営業(4)その他 一般 大西 成久 東播(加健)第401-197 令和2年7月28日 令和8年8月31日 昭和63年8月17日
000028 3000034089 すし塩谷 675-1201 加古川市八幡町宗佐１４５７－２ 794385146 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社塩谷 代表取締役 塩谷 勝彦 675-1201 兵庫県加古川市八幡町宗佐１４５７－２ 794385146 東播(加健)第401-457 平成29年11月10日 令和5年11月30日 昭和61年11月27日
000028 3000034093 マー坊 675-1201 加古川市八幡町宗佐７６８－４ 794384747 飲食店営業(4)その他 一般 中井 政信 東播(加健)第401-13 令和2年4月17日 令和8年5月31日 平成8年4月25日
000028 3000034117 ジャックと豆の樹 675-1202 加古川市八幡町野村字宮の前１９４－２ 794384141 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 沼田 清 東播(加健)第401-473 令和3年11月4日 令和9年11月30日 令和3年11月4日
000028 3000034391 ラウンドワンのカラオケ加古川店 675-0021 加古川市尾上町安田３２５－６ラウンドワン加古川店 794292513 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ラウンドワン 代表取締役 杉野 公彦 542-0076 大阪府大阪市中央区難波五丁目１番６０号 666476600 東播(加健)第401-42 平成31年4月26日 令和7年5月31日 平成13年3月19日
000028 3000034395 らーめん八角　播磨本店 675-0148 加古郡播磨町北古田２丁目４－３ 794366503 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社八角 代表取締役 大西 慎也 675-0033 兵庫県加古川市加古川町南備後４５－１ 794565757 東播(加健)第401-123 令和1年5月27日 令和7年5月31日 平成13年3月22日
000028 3000034401 カラオケスナック　らんぷ 675-0125 加古川市別府町西脇１２１－２ 794374987 飲食店営業(4)その他 一般 上橋 益代 東播(加健)第401-93 令和1年5月20日 令和7年5月31日 平成13年4月10日
000028 3000034421 シルバー人材センター稲美支部 675-1113 加古郡稲美町岡１６１２－２ 794926483 菓子製造業 一般 公益社団法人加古郡広域シルバー人材センター 代表理事 藤原 睦 675-0153 兵庫県加古郡播磨町南野添一丁目２３番７号 794377386 東播(加健)第410-8 令和4年5月2日 令和11年5月31日 令和4年5月2日
000028 3000034424 うを市東店 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２８０－２ 794225297 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上田 永子 東播(加健)第401-76 令和1年5月17日 令和7年5月31日 平成13年4月20日
000028 3000034426 天下一品　加古川店 675-0021 加古川市尾上町安田２６１－１ 794275646 飲食店営業(4)その他 一般 リザルトデザイン株式会社 代表取締役 井上 顕滋 672-8048 兵庫県姫路市飾磨区三宅一丁目２６番地 792924448 東播(加健)第401-130 令和1年5月28日 令和7年5月31日 平成13年4月23日
000028 3000034467 旭 675-0064 加古川市加古川町溝之口９８－８ 794222860 飲食店営業(4)その他 一般 孫崎 英子 東播(加健)第401-87 令和1年5月20日 令和7年5月31日 平成13年4月4日
000028 3000034471 尚亭 675-0031 加古川市加古川町北在家５８１－３ 794541330 飲食店営業(4)その他 一般 真鍋 尚子 東播(加健)第401-129 令和1年5月28日 令和7年5月31日 平成13年3月29日
000028 3000034472 花鳥風月倶楽部柿屋 675-1204 加古川市八幡町上西条５８３－２ 794382230 飲食店営業(4)その他 一般 柿本 守次 東播(加健)第401-101 令和1年5月23日 令和7年5月31日 平成13年3月28日
000028 3000034476 炭火焼鳥ぼん。 675-0026 加古川市尾上町旭３－４３メゾン尾上の松Ⅱ－１０２号 794259322 飲食店営業(4)その他 一般 原田 充貴 東播(加健)第401-109 令和1年5月21日 令和7年5月31日 平成13年4月27日
000028 3000034488 桜桃（サクランボ） 675-0017 加古川市野口町良野２４５－５ 794268066 飲食店営業(4)その他 一般 原田 英浩 東播(加健)第401-89 令和1年5月15日 令和7年5月31日 平成13年5月8日
000028 3000034502 小磯すし 675-0150 加古郡播磨町南野添３丁目６－２ 794372222 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 阿尾 政信 東播(加健)第401-46 平成31年4月26日 令和7年5月31日 平成13年5月16日
000028 3000034551 亀屋菓子店 675-0066 加古川市加古川町寺家町３丁目３２９－１ 794222587 菓子製造業 一般 松尾 恭利 東播(加健)第403-8 平成31年4月26日 令和7年5月31日 平成13年5月30日
000028 3000034585 （株）北秀 675-0332 加古川市志方町横大路１７７ 794522738 食肉処理業 一般 株式会社北秀 代表取締役 北田 廣 675-0332 兵庫県加古川市志方町横大路１７７ 794522738 東播(加健)第426-6 令和1年8月1日 令和7年8月31日 平成13年6月28日
000028 3000034612 喜多亭 675-0150 加古郡播磨町南野添３丁目９ー９ 794372727 飲食店営業(4)その他 一般 喜多山 隆夫 東播(加健)第401-184 令和1年7月31日 令和7年8月31日 平成13年7月26日
000028 3000034631 稲美中央病院　日清給食 675-1114 加古郡稲美町国安字運上林１２８６－２３ 794924524 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 332873611 東播(加健)第401-233 令和1年8月19日 令和7年8月31日 平成13年7月31日
000028 3000034650 ハリマ食品(株)加古川工場 675-0019 加古川市野口町水足１７９－１２ 794266462 清涼飲料水製造業 一般 ハリマ食品株式会社 代表取締役 小林 正彦 675-0019 兵庫県加古川市野口町水足１７９番地の１２ 794266462 東播(加健)第405-1 令和1年8月5日 令和7年8月31日 平成13年8月17日
000028 3000034651 ハリマ食品(株)加古川工場 675-0019 加古川市野口町水足１７９－１２ 794266462 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 ハリマ食品株式会社 代表取締役 小林 正彦 675-0019 兵庫県加古川市野口町水足１７９番地の１２ 794266462 東播(加健)第419-3 令和1年8月5日 令和7年8月31日 平成13年8月17日
000028 3000034733 オークラ輸送機㈱良野荘 675-0017 加古川市野口町良野９４７ 794272857 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ㈱リエイ 代表取締役 椛澤 一 279-0012 千葉県浦安市入船1-5-2 473558181 東播(加健)第401-399 令和1年11月25日 令和7年11月30日 平成13年9月13日
000028 3000034756 すたみな太郎加古川店 675-0113 加古川市平岡町中野字一口７７２－１ 794352027 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社江戸一 代表取締役 都村 毅 120-0014 東京都足立区西綾瀬二丁目２３番２２号 338492421 東播(加健)第401-303 令和1年10月18日 令和7年11月30日 平成13年9月28日
000028 3000034780 シスメックス加古川工場 675-0011 加古川市野口町北野３１４シスメックス加古川工場４Ｆ 794228886 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番２０号 664588801 東播(加健)第401-490 令和2年11月26日 令和9年11月30日 平成13年10月17日
000028 3000034782 喫茶ニュー「レッスン」 675-1235 加古川市平荘町小畑１２５８－１ 794284023 飲食店営業(4)その他 一般 南 喜代一 東播(加健)第401-318 令和1年10月24日 令和7年11月30日 平成13年10月22日
000028 3000034793 おおにし 675-0064 加古川市加古川町溝之口２５３－７ 794575377 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大西 薫 東播(加健)第401-352 令和1年11月11日 令和7年11月30日 平成13年10月26日
000028 3000034795 カラオケ喫茶ふう 675-0101 加古川市平岡町新在家９２９－１８ 794269484 飲食店営業(4)その他 一般 田村 直美 東播(加健)第401-401 令和1年11月19日 令和7年11月30日 平成13年10月29日
000028 3000034796 与多呂 675-0031 加古川市加古川町北在家２５００番地 794218890 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　与多呂 代表取締役 中西 準人 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家2500番地 794218890 東播(加健)第401-314 令和1年10月24日 令和7年11月30日 平成13年10月29日
000028 3000034903 有限会社　喃風　東加古川店 675-0012 加古川市野口町野口字大仏１７３－１ 794275055 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　喃風 代表取締役 秦 良自 670-0952 兵庫県姫路市南条２丁目１２７番地 792407520 東播(加健)第401-433 令和1年11月27日 令和7年11月30日 平成13年11月30日
000028 3000034932 うどん・そば お食事処 辰味 675-0055 加古川市東神吉町西井ノ口３０１－２ 794338100 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社タツミコーポレーション 代表取締役 李 煥辰 673-0016 兵庫県明石市松の内二丁目３番地の９ 789212222 東播(加健)第401-510 令和2年2月3日 令和8年2月28日 平成13年12月18日
000028 3000034949 魚盛 675-0026 加古川市尾上町旭１丁目４８－９ 4231201 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 榎原 照雄 東播(加健)第401-513 令和2年1月30日 令和8年2月28日 平成13年12月28日
000028 3000034957 かくれ家だいにんぐ　TANTO屋 675-0017 加古川市野口町良野１７５９ 794542332 飲食店営業(4)その他 一般 杉浦 史一 東播(加健)第401-486 令和2年1月27日 令和8年2月28日 平成14年1月11日
000028 3000034984 ＪＡ加古川南　平岡支所 675-0102 加古川市平岡町西谷２０６ 794236712 みそ製造業 一般 加古川市南農業協同組合 代表理事 岩坂 嘉邦 675-0012 兵庫県加古川市野口町野口５５番地の１ 794213738 東播(加健)第411-2 令和2年1月27日 令和8年2月28日 平成14年1月31日
000028 3000034989 １７ｍｉｌｅ　ｄｒｉｖｅ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７０番地の１富士ビル４Ｆ 794548750 飲食店営業(4)その他 一般 ＩＮＳＯＵ　Ｊａｐａｎ株式会社 代表取締役 松本 大助 550-0013 大阪府大阪市西区新町三丁目６番１０号 665327007 東播(加健)第401-546 令和2年2月19日 令和8年2月28日 平成14年2月7日
000028 3000035361 ㈲大樹商店 675-0321 加古川市志方町志方町５３０－１ 794524153 食肉処理業 一般 有限会社大樹商店 取締役 平井 敏樹 675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町５３０－１ 794524153 東播(加健)第426-10 令和2年1月29日 令和8年2月28日 平成14年2月27日
000028 3000035379 Pleasure　dining　りょう 675-0111 加古川市平岡町二俣６４２－１昭和ハイム南芳１０７号 794351507 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 横尾 亮一 東播(加健)第401-487 令和2年1月27日 令和8年2月28日 平成14年2月28日
000028 3000035482 ㈲大樹商店 675-0321 加古川市志方町志方町５３０－１ 794524153 食肉販売業 一般 有限会社大樹商店 取締役 平井 敏樹 675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町５３０－１ 794524153 東播(加健)第427-17 令和2年5月18日 令和8年5月31日 平成14年3月5日
000028 3000035685 加古川税務署　食堂 675-0038 加古川市加古川町木村字木寺５－２ 794212951 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中村 浩子 東播(加健)第401-83 令和4年5月6日 令和11年5月31日 令和4年5月6日
000028 3000035699 株式会社グルメサービス 675-0016 加古川市野口町長砂７９９ 794221200 そうざい製造業 一般 株式会社グルメサービス 代表取締役 西川 廣 675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂７９９ 794221200 東播(加健)第409-4 令和3年4月28日 令和10年5月31日 平成14年3月8日
000028 3000036341 知立 675-0031 加古川市加古川町北在家７６７－４北在家アパートメント１０２号 794560255 飲食店営業(4)その他 一般 川口 繁芳 東播(加健)第401-77 令和2年5月13日 令和8年5月31日 平成14年3月25日
000028 3000036505 じじとばば 675-0156 加古郡播磨町東本荘１丁目５－９パークサイドビル１Ｆ 794354649 飲食店営業(4)その他 一般 百崎 和海 東播(加健)第401-15 令和2年4月22日 令和8年5月31日 平成14年3月28日
000028 3000036581 マルアイ城の宮店 675-0141 加古郡播磨町野添城３丁目１番８号 789448710 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第401-42 令和2年4月23日 令和9年5月31日 平成14年4月24日
000028 3000036583 マルアイ城の宮店 675-0141 加古郡播磨町野添城３丁目１番８号 789448710 食肉販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第427-5 令和2年4月23日 令和9年5月31日 平成14年4月24日
000028 3000036584 マルアイ城の宮店 675-0141 加古郡播磨町野添城３丁目１番８号 789448710 魚介類販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第429-3 令和2年4月23日 令和9年5月31日 平成14年4月24日
000028 3000036601 イセダ屋加古川店 675-0122 加古川市別府町別府５４３番地１ 794353400 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社イセダ屋 代表取締役 伊勢田 大樹 672-8071 兵庫県姫路市飾磨区構四丁目５５番地 792334480 東播(加健)第401-122 令和2年5月21日 令和8年5月31日 平成14年4月30日
000028 3000036603 イセダ屋加古川店 675-0122 加古川市別府町別府５４３番地１ 794353400 食肉販売業 一般 株式会社イセダ屋 代表取締役 伊勢田 大樹 672-8071 兵庫県姫路市飾磨区構四丁目５５番地 792334480 東播(加健)第427-19 令和2年5月21日 令和8年5月31日 平成14年4月30日
000028 3000036616 ＬＡ　ＰＲＯＶＥＮＣＥ 675-1232 加古川市平荘町里２０４－５ 794280981 菓子製造業 一般 有限会社プロヴァンス 代表取締役 土居 賢三 675-1232 兵庫県加古川市平荘町里２０４番地の５ 794280981 東播(加健)第403-13 令和2年5月12日 令和8年5月31日 平成14年5月9日
000028 3000036630 居酒屋　宝船 675-0019 加古川市野口町水足９４６－４ 飲食店営業(4)その他 一般 玉置 和子 東播(加健)第401-25 令和2年4月20日 令和8年5月31日 平成14年5月9日
000028 3000036638 居酒屋どんぐり 675-0024 加古川市尾上町長田５２６－１０ 794245630 飲食店営業(4)その他 一般 栗林 喜代美 東播(加健)第401-76 令和2年5月13日 令和8年5月31日 平成14年5月15日
000028 3000036647 魚光 675-0054 加古川市米田町平津４３２－４ 794326017 魚介類販売業 一般 有限会社近藤食品 代表取締役 近藤 康夫 675-0054 兵庫県加古川市米田町平津４３２－４ 794326017 東播(加健)第409-4 令和2年5月13日 令和8年5月31日 平成14年5月20日
000028 3000036648 魚光 675-0054 加古川市米田町平津４３２－４ 794326017 そうざい製造業 一般 有限会社近藤食品 代表取締役 近藤 康夫 675-0054 兵庫県加古川市米田町平津４３２－４ 794326017 東播(加健)第429-6 令和2年5月13日 令和8年5月31日 平成14年5月20日
000028 3000036666 ＣＥＣＩＬ 675-0066 加古川市加古川町寺家町１２６ 794566383 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 島田 和也 東播(加健)第401-81 令和2年5月14日 令和8年5月31日 平成14年5月29日
000028 3000036691 とんかつ　きりしま 675-0131 加古川市別府町新野辺１１５０－１１ 794411510 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社きりしま産業 代表取締役 中村 里恵 675-0131 兵庫県加古川市別府町新野辺１１５０番地の１１ 794411510 東播(加健)第401-250 令和2年8月7日 令和8年8月31日 平成14年6月14日
000028 3000036715 北京料理　夜来香 675-0011 加古川市野口町北野１１５０－２ 794221177 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前田 徹信 東播(加健)第401-221 令和2年7月31日 令和8年8月31日 平成14年7月4日
000028 3000036720 鶴林 675-0101 加古川市平岡町新在家１１０６－１２ 飲食店営業(4)その他 一般 中村 淳子 東播(加健)第401-224 令和2年8月3日 令和8年8月31日 平成14年7月5日
000028 3000036732 再会 675-0065 加古川市加古川町篠原町１９ 794223022 飲食店営業(4)その他 一般 和田 幹子 東播(加健)第401-257 令和2年8月7日 令和8年8月31日 平成14年7月18日
000028 3000036750 いな穂 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６６－１森田ビル１０１号 794278328 飲食店営業(4)その他 一般 本岡 栄子 東播(加健)第401-258 令和2年8月12日 令和8年8月31日 平成14年7月30日
000028 3000036758 炉ばた焼　さつま 675-0027 加古川市尾上町今福１９８－１ 794214607 飲食店営業(4)その他 一般 浮田 幸子 東播(加健)第401-169 令和2年7月7日 令和8年8月31日 平成14年8月2日
000028 3000036762 Heart-full house Harmony 675-0131 加古川市別府町新野辺２９４２ 794365492 飲食店営業(4)その他 一般 中谷 香代子 東播(加健)第401-181 令和2年7月20日 令和8年8月31日 平成14年8月15日
000028 3000036801 セブンイレブン稲美中村店 675-1122 加古郡稲美町中村１７１５－１ 794927533 飲食店営業(4)その他 一般 松崎 義晴 東播(加健)第401-223 令和4年7月11日 令和11年8月31日 令和4年7月11日
000028 3000036834 居酒屋ＤＡＮだん。 675-0025 加古川市尾上町養田字コガノサキ７２５－６ 794255018 飲食店営業(4)その他 一般 木下 秀行 東播(加健)第401-338 令和2年10月15日 令和8年11月30日 平成14年9月4日
000028 3000036835 cafe de lala　カフェ・ド・ララ 675-0005 加古川市神野町石守１丁目５１ 794262349 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山下 南智子 東播(加健)第401-362 令和2年10月22日 令和8年11月30日 平成14年9月4日
000028 3000036847 お茶の千宗 675-0151 加古郡播磨町南野添３－１０－１１ 794372225 飲食店営業(4)その他 一般 山之内 一 東播(加健)第401-494 令和2年11月24日 令和8年11月30日 平成14年9月5日
000028 3000036849 有限会社タツマ商事 675-0101 加古川市平岡町新在家１１９７－３ 794243727 飲食店営業(4)その他 一般 ㈲タツマ商事 取締役 藤田 ヒサヱ 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家９０２番１５ 794245656 東播(加健)第401-360 令和2年10月22日 令和8年11月30日 平成14年9月11日
000028 3000036850 有限会社タツマ商事 675-0101 加古川市平岡町新在家１１９７－３ 794243727 菓子製造業 一般 ㈲タツマ商事 取締役 藤田 ヒサヱ 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家９０２番１５ 794245656 東播(加健)第403-50 令和2年10月22日 令和8年11月30日 平成14年9月11日
000028 3000036871 十割そば　いづみ庵 675-0131 加古川市別府町新野辺北町７丁目２６－１ 794359700 飲食店営業(4)その他 一般 谷岡 俊幸 東播(加健)第401-472 令和2年11月16日 令和8年11月30日 平成14年9月27日
000028 3000036872 スナック　あじさい 675-0156 4516750 飲食店営業(4)その他 一般 菊池 京子 東播(加健)第401-416 令和2年11月2日 令和8年11月30日 平成14年9月30日



000028 3000036891 唐々唐兵衛 675-0015 加古川市野口町坂井１－４ 794357070 飲食店営業(4)その他 一般 栗林 浩三 東播(加健)第401-370 令和2年10月22日 令和8年11月30日 平成14年9月30日
000028 3000036898 イオン加古川店　ダイリキ 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１ 794254121 食肉販売業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0000 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 432126500 東播(加健)第427-62 令和2年11月18日 令和8年11月30日 平成14年10月4日
000028 3000036921 sandwich　cafe　うみねこ 675-0126 加古川市別府町本町１－４３ 794360105 飲食店営業(4)その他 一般 宗佐 信彦 東播(加健)第401-477 令和2年11月18日 令和8年11月30日 平成14年10月23日
000028 3000036923 串かつ　一 675-0156 加古郡播磨町東本荘２丁目７－１３ 794359444 飲食店営業(4)その他 一般 小西 一美 東播(加健)第401-497 令和2年11月26日 令和8年11月30日 平成14年10月24日
000028 3000036941 シェルバン 675-1115 加古郡稲美町国岡１丁目１１６番地 794927413 菓子製造業 一般 尾角 真知子 東播(加健)第403-49 令和2年10月19日 令和8年11月30日 平成14年10月25日
000028 3000036944 ローソン播磨東本荘店 675-0156 加古郡播磨町東本荘２丁目１８７－１８ 794369311 飲食店営業(4)その他 一般 佐藤 義明 東播(加健)第401-419 令和4年10月18日 令和11年11月30日 令和4年10月18日
000028 3000036956 有限会社　松井食品 675-0162 加古郡播磨町二子６２０－１ 789421305 納豆製造業 一般 有限会社松井食品 代表取締役 松井 昭雄 675-0162 兵庫県加古郡播磨町二子６２０番地の１ 789421305 東播(加健)第416-2 令和2年11月6日 令和8年11月30日 平成14年10月31日
000028 3000036959 イオン加古川店　水産加工室 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１ 794254121 魚介類販売業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0000 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 432126500 東播(加健)第429-32 令和2年11月18日 令和8年11月30日 平成14年10月31日
000028 3000036960 イオン加古川店　パン工場 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１ 4254121 菓子製造業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0000 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 432126500 東播(加健)第403-69 令和2年11月18日 令和8年11月30日 平成14年10月31日
000028 3000036961 イオン加古川店　パン工場 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１ 4254121 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0000 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 432126500 東播(加健)第401-481 令和2年11月18日 令和8年11月30日 平成14年10月31日
000028 3000036967 カラオケ喫茶　あかり 675-0122 加古川市別府町別府９１８－３ハーモニータウン１０１号 794367766 飲食店営業(4)その他 一般 乗池 俊光 東播(加健)第401-446 令和2年11月10日 令和8年11月30日 平成14年11月6日
000028 3000036971 喰ing 675-1113 加古郡稲美町岡１２２９－５ 794952224 飲食店営業(4)その他 一般 松下 吉京 東播(加健)第401-396 令和2年11月2日 令和8年11月30日 平成14年11月11日
000028 3000036977 大吉　稲美町店 675-1115 加古郡稲美町国岡１丁目１１６－１０２ 794923385 飲食店営業(4)その他 一般 浅田 寿治 東播(加健)第401-393 令和2年11月2日 令和8年11月30日 平成14年11月11日
000028 3000036994 とんかつ　隅野 675-1218 加古川市上荘町小野９８６－２ 4282365 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 隅野 隆 東播(加健)第401-340 令和2年10月19日 令和8年11月30日 平成14年11月21日
000028 3000036997 マルアイ一色店 675-0115 加古川市平岡町一色３３８番地 794367910 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第401-404 令和2年11月4日 令和8年11月30日 平成14年11月21日
000028 3000036999 マルアイ一色店 675-0115 加古川市平岡町一色３３８番地 794367910 魚介類販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第429-24 令和2年11月4日 令和8年11月30日 平成14年11月21日
000028 3000037015 讃岐うどんむらさき加古川店 675-0053 加古川市米田町船頭２００－１イオンタウン加古川西内 794331168 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岸本株式会社 代表取締役社長 岸本 伸造 705-0001 岡山県備前市伊部２３７５ 869642859 東播(加健)第401-461 令和2年11月12日 令和8年11月30日 平成14年11月29日
000028 3000037026 帝神志方ミート株式会社 675-0321 加古川市志方町志方町４４５ 794523673 食肉処理業 一般 帝神志方ミート株式会社 代表取締役 前西 貴哉 675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町４４５番地 794523673 東播(加健)第426-3 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 3000037036 （有）鮨車屋 675-0126 加古川市別府町本町２丁目１０－２ 794372669 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　鮨車屋 代表取締役 白岩 功 675-0126 兵庫県加古川市別府町本町２丁目１０－２ 794372669 東播(加健)第401-331 令和2年10月15日 令和8年11月30日 平成14年11月29日
000028 3000037046 マックスバリュ加古川西店 675-0053 加古川市米田町船頭２００－１ 794334145 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第403-73 令和3年1月8日 令和9年2月28日 平成14年12月6日
000028 3000037047 マックスバリュ加古川西店 675-0053 加古川市米田町船頭２００－１ 794334145 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第401-525 令和3年1月8日 令和9年2月28日 平成14年12月6日
000028 3000037048 マックスバリュ加古川西店 675-0053 加古川市米田町船頭２００－１ 794334145 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第401-526 令和3年1月8日 令和9年2月28日 平成14年12月6日
000028 3000037049 マックスバリュ加古川西店 675-0053 加古川市米田町船頭２００－１ 794334145 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第401-527 令和3年1月8日 令和9年2月28日 平成14年12月6日
000028 3000037050 マックスバリュ加古川西店 675-0053 加古川市米田町船頭２００－１ 794334145 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第429-39 令和3年1月8日 令和9年2月28日 平成14年12月6日
000028 3000037051 マックスバリュ加古川西店 675-0053 加古川市米田町船頭２００－１ 794334145 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第427-69 令和3年1月8日 令和9年2月28日 平成14年12月6日
000028 3000037053 さくらんぼ 675-0321 加古川市志方町志方町２８５ 794521703 飲食店営業(4)その他 一般 徳重 菊江 東播(加健)第401-548 令和3年1月18日 令和9年2月28日 平成14年12月9日
000028 3000037082 医療法人共立会老人保健施設ﾊｲﾑｿﾞﾝﾈ宝寿苑 675-0057 加古川市東神吉町神吉７０８－１ 794322051 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ウオクニ株式会社 代表取締役 野々村 充教 657-0842 兵庫県神戸市灘区船寺通４丁目５番１６号 794242258 東播(加健)第401-604 令和3年1月29日 令和9年2月28日 平成14年12月24日
000028 3000037083 医療法人共立会病院 675-0054 加古川市米田町平津５９６ 794310234 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ウオクニ株式会社 代表取締役 野々村 充教 657-0842 兵庫県神戸市灘区船寺通４丁目５番１６号 794242258 東播(加健)第401-717 平成29年2月14日 令和6年2月29日 平成14年12月24日
000028 3000037088 キャフェテリアバンドー化学加古川店 675-0104 加古川市平岡町土山コモ池ノ内６４８バンドー化学㈱ 789491722 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 コンパスグループ・ジャパン株式会社 代表取締役 石田 隆嗣 104-0045 東京都中央区築地五丁目５番１２号 335440351 東播(加健)第401-615 令和3年2月4日 令和9年2月28日 平成15年1月23日
000028 3000037090 すマイル 675-0101 加古川市平岡町新在家３５－４ 794201600 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 諏訪園 光昭 東播(加健)第401-630 令和3年2月10日 令和9年2月28日 平成14年12月27日
000028 3000037110 Ｈａｒｎｅｓｓ 675-0031 加古川市加古川町北在家２２６５ 794253440 飲食店営業(4)その他 一般 藤野 大輔 東播(加健)第401-536 令和3年1月18日 令和9年2月28日 平成15年1月22日
000028 3000037115 やまびこ 675-0321 加古川市志方町志方町５２１－１ 794520285 飲食店営業(4)その他 一般 前田 ケイ子 東播(加健)第401-549 令和3年1月18日 令和9年2月28日 平成15年1月28日
000028 3000037121 堀口商店 675-0321 加古川市志方町志方町１３７７ 794522967 食肉処理業 一般 堀口 正平 東播(加健)第426-6 令和3年1月18日 令和9年2月28日 平成15年1月30日
000028 3000037165 レストラン　アジュール 675-0035 加古川市加古川町友沢字野田１６－１４ 794229897 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 髙木 誠 東播(加健)第401-539 令和3年1月18日 令和9年2月28日 平成15年2月26日
000028 3000037187 ニシカワ食品株式会社 675-0016 加古川市野口町長砂７９９ 794261000 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 ニシカワ食品株式会社 代表取締役 西川 廣 675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂７９９ 794261000 東播(加健)第401-581 令和3年1月27日 令和9年2月28日 平成15年2月28日
000028 3000037228 ＴＲＥＳ 675-0065 加古川市加古川町篠原町５９－３Ａｘｅ　1Ｆ 794273767 飲食店営業(4)その他 一般 加藤 宗司 東播(加健)第401-168 令和3年5月26日 令和9年5月31日 平成15年3月24日
000028 3000037252 加古川市立志方学校給食センター 675-0347 加古川市志方町永室３６５番地 794521445 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日本国民食株式会社 代表取締役 市川 敏一 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町二丁目４番３号新堀留ビル９階 368614499 東播(加健)第401-59 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 3000037299 フレッシュ石守稲美店 675-1127 加古郡稲美町中一色８８３番地 794926789 食肉販売業 一般 株式会社神戸物産 代表取締役 沼田 博和 675-0063 兵庫県加古川市加古川町平野１２５番１ 794575001 東播(加健)第427-9 令和3年5月6日 令和9年5月31日 平成15年4月21日
000028 3000037300 フレッシュ石守稲美店 675-1127 加古郡稲美町中一色８８３番地 794926789 魚介類販売業 一般 株式会社神戸物産 代表取締役 沼田 博和 675-0063 兵庫県加古川市加古川町平野１２５番１ 794575001 東播(加健)第429-5 令和3年5月6日 令和9年5月31日 平成15年4月21日
000028 3000037308 赤とんぼ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７８－１５ 794272437 飲食店営業(4)その他 一般 池田 睦子 東播(加健)第401-36 令和3年4月25日 令和9年5月31日 平成15年4月22日
000028 3000037311 ｷｯﾁﾝﾁﾂﾞおばさん加古川店 675-0021 加古川市尾上町安田２５－１ﾊｲﾂ神楽田店舗１号室 794276888 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松下 彦成 東播(加健)第401-109 令和3年5月14日 令和9年5月31日 平成15年4月24日
000028 3000037327 繁田糀味噌醸造所 675-1115 加古郡稲美町国岡１０６６ 794921708 みそ製造業 一般 繁田 喜彦 東播(加健)第411-1 令和3年4月22日 令和9年5月31日 平成15年5月6日
000028 3000037339 ナカシマミートセンター 675-0162 加古郡播磨町東野添２丁目２２－３ 789444878 食肉販売業 一般 有限会社ナカシマミートセンター 代表取締役 中島 靖博 675-0162 兵庫県加古郡播磨町東野添２丁目２２－３ 789444878 東播(加健)第427-8 令和3年5月6日 令和9年5月31日 平成15年5月12日
000028 3000037422 讃岐うどん　さくらや 675-0054 加古川市米田町平津４６６－６ 794325779 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田代 剛彦 東播(加健)第401-342 令和3年8月30日 令和9年8月31日 令和3年8月30日
000028 3000037437 ＧＡＲＤＥＮ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７１－９フジビルⅡ３Ｆ－Ｂ 794272132 飲食店営業(4)その他 一般 木村 朋子 東播(加健)第401-333 令和3年8月19日 令和9年8月31日 令和3年8月19日
000028 3000037489 かわもと鮮魚店 675-1115 加古郡稲美町国岡３１９－１１ 4925913 魚介類販売業 一般 河本 明成 東播(加健)第429-15 令和3年7月6日 令和8年8月31日 令和3年7月6日
000028 3000037512 うどん料理“いなみ” 675-1115 加古郡稲美町国岡６丁目２２１－１ 794924515 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 いなみ有限会社 代表取締役 辻元 義雄 675-1115 兵庫県加古郡稲美町国岡６丁目２２１－１ 794920173 東播(加健)第401-338 令和3年8月25日 令和9年8月31日 令和3年8月25日
000028 3000037513 特別養護老人ホーム　泰生 675-0005 加古川市神野町石守２３８－１ 794250888 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ナリコマエンタープライズ 代表取締役 竹内 美夫 567-0005 大阪府茨木市五日市１丁目７番２７号 726378433 東播(加健)第401-265 平成29年8月10日 令和6年8月31日 平成15年7月31日
000028 3000037523 小たぬき 675-0055 加古川市東神吉町西井ノ口３７５－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 神吉 孝子 東播(加健)第401-368 令和3年8月31日 令和9年8月31日 令和3年8月31日
000028 3000037526 １００万＄本舗稲美店 675-1127 加古郡稲美町中一色８８３ 794928855 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 足立 和也 東播(加健)第401-290 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 3000037540 株式会社　谷口 675-0025 加古川市尾上町養田１４８８ 794224671 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社　谷口 代表取締役 谷口 和也 675-0025 兵庫県加古川市尾上町養田１４８８ 794224671 東播(加健)第401-325 令和3年8月17日 令和9年8月31日 令和3年8月17日
000028 3000037554 株式会社北條製あん 675-0064 加古川市加古川町溝之口５５６－６ 794222226 菓子製造業 一般 株式会社北條製あん 代表取締役 北條 孝典 675-0064 兵庫県加古川市加古川町溝之口５５６－６ 794222226 東播(加健)第403-30 令和3年7月12日 令和9年8月31日 令和3年7月12日
000028 3000037572 和食処おおつぼ 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５４－１２ 4269482 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大坪 君子 東播(加健)第401-300 令和3年8月10日 令和9年8月31日 令和3年8月10日
000028 3000037592 アトリエ（コセキ） 675-1123 加古郡稲美町国北１丁目９－２ 794922299 菓子製造業 一般 小関 恵 東播(加健)第403-50 令和3年11月12日 令和9年11月30日 令和3年11月12日
000028 3000037622 ジョイフル加古川店 675-0021 加古川市尾上町安田４８０ 794568907 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ジョイフル関西 代表取締役 松元 隆彰 870-0141 大分県大分市三川新町一丁目１番４５号 975517131 東播(加健)第401-598 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 3000037638 カラオケスナック　こがねむし 675-0019 加古川市野口町水足９４６　１－２ 794236415 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉本 摩利子 東播(加健)第401-551 令和3年11月12日 令和9年11月30日 令和3年11月12日
000028 3000037651 うどん　木や 675-0163 加古郡播磨町古宮５－１－２９ 789420268 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 弘 東播(加健)第401-494 令和3年11月1日 令和9年11月30日 令和3年11月1日
000028 3000037656 グルメ 吉翔 675-0016 加古川市野口町長砂１１８５ 794228889 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社吉翔Ｆ 福谷 千裕 675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂１１８５ 794228889 東播(加健)第401-479 令和3年10月28日 令和9年11月30日 令和3年10月28日
000028 3000037667 お好み焼専科どんどん 675-0019 加古川市野口町水足２０４４番地の５ 794221637 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社どんどん 代表取締役 古賀 正芳 675-0019 兵庫県加古川市野口町水足２０４４番地の５ 794221637 東播(加健)第401-478 令和3年10月28日 令和9年11月30日 令和3年10月28日
000028 3000037670 本家かまどや稲美町店 675-1115 加古郡稲美町国岡６丁目２０２番地 794928930 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 平井 小百合 東播(加健)第401-548 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 3000037683 楽 675-0017 加古川市野口町良野１３－５ 794260532 飲食店営業(4)その他 一般 糀谷 千切子 東播(加健)第401-447 令和3年10月20日 令和9年11月30日 令和3年10月20日
000028 3000037713 ラ・ムー加古川店 675-0023 加古川市尾上町池田８５０－２３ 794568323 飲食店営業(4)その他 一般 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南７０４番地の５ 864351100 東播(加健)第401-467 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 3000037715 ラ・ムー加古川店 675-0023 加古川市尾上町池田８５０－２３ 794568323 菓子製造業 一般 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南７０４番地の５ 864351100 東播(加健)第403-47 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 3000037716 ラ・ムー加古川店 675-0023 加古川市尾上町池田８５０－２３ 794568323 飲食店営業(4)その他 一般 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南７０４番地の５ 864351100 東播(加健)第401-468 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 3000037717 ラ・ムー加古川店 675-0023 加古川市尾上町池田８５０－２３ 794568323 食肉販売業 一般 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南７０４番地の５ 864351100 東播(加健)第427-23 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 3000037728 瑠庵 675-0144 加古郡播磨町北本荘３丁目１－２０ 794359834 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 浜地 マリ子 東播(加健)第401-722 令和4年2月7日 令和10年2月29日 令和4年2月7日
000028 3000037779 餃子の王将　東加古川店 675-0131 加古川市野口町長砂１１８０－４ 794253537 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ペルゴ 代表取締役 小林 康浩 670-0976 兵庫県姫路市中地１８８番地の１ 792934064 東播(加健)第401-700 令和4年2月2日 令和10年2月29日 令和4年2月2日
000028 3000037780 特別養護老人ホーム　浜の宮松竹園 675-0131 加古川市別府町新野辺５３８－９ 794225552 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社明姫食品 代表取締役 松本 孝司 675-0121 兵庫県加古川市別府町新野辺北町５丁目９８番地 794354440 東播(加健)第401-651 平成30年2月19日 令和7年2月28日 平成16年1月19日
000028 3000037814 加古川ケータリング加古川店 675-0016 加古川市野口町長砂８７０－２ 794275969 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社大和生研 代表取締役 山下 裕史 670-0936 兵庫県姫路市古二階町６３ 792890117 東播(加健)第401-698 平成29年2月8日 令和6年2月29日 平成16年2月3日
000028 3000037818 日本料理　くらよし 675-0101 加古川市平岡町新在家３丁目２９１－１ 794252659 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 喜章 東播(加健)第401-761 令和4年2月21日 令和10年2月29日 令和4年2月21日
000028 3000037825 雷門 675-1112 加古郡稲美町六分一１１７７－９２ 794927903 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前田 佳三 東播(加健)第401-679 令和4年1月26日 令和10年2月29日 令和4年1月26日
000028 3000037838 ローソン稲美六分一西店 675-1112 加古郡稲美町六分一１１７８－２４ 794925030 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社アイ・シーブイエス 代表取締役 今井 宏樹 675-0068 兵庫県加古川市加古川町中津８４０－３ 794236881 東播(加健)第401-729 令和4年2月8日 令和10年2月29日 令和4年2月8日
000028 3000037842 福祉小規模作業所　パン工房さくら 675-0016 加古川市野口町長砂１１９－１３ 794251436 菓子製造業 一般 坂本 英理子 東播(加健)第403-66 令和4年2月9日 令和10年2月29日 令和4年2月9日
000028 3000037843 想い出 675-0148 加古郡播磨町北古田１丁目１７番３７号 794376333 飲食店営業(4)その他 一般 社会福祉法人　知足会 理事長 浅井 達哉 675-0148 兵庫県加古郡播磨町北古田１丁目１７番３７号 794376333 東播(加健)第401-767 令和4年2月24日 令和11年2月28日 令和4年2月24日
000028 3000037850 かつや東加古川店 675-0012 加古川市野口町野口１２２ 794569100 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社エルアンドジー 代表取締役 湖中 明憲 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家１１７番地 794262555 東播(加健)第401-708 令和4年2月3日 令和10年2月29日 令和4年2月3日
000028 3000037913 つかさ 675-0019 加古川市野口町水足２０５１－２８ 794260925 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松本 陽子 東播(加健)第401-26 令和4年4月13日 令和10年5月31日 令和4年4月13日
000028 3000037923 焼肉の牛太　播磨町店 675-0151 加古郡播磨町西野添３－１８－１１ 789453229 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社焼肉の牛太 代表取締役 松田 清治 670-0826 兵庫県姫路市楠町１１３番地 792215129 東播(加健)第401-147 令和4年5月20日 令和10年5月31日 令和4年5月20日
000028 3000037930 グランパ 675-0008 加古川市新神野７丁目１－２２－３ 菓子製造業 一般 山田 啓喜 東播(加健)第410-15 令和4年5月17日 令和10年5月31日 令和4年5月17日
000028 3000037962 シャトレーゼ明石土山店 675-1112 加古郡稲美町六分一１１８１－６ 794928111 菓子製造業 一般 ニッケアウデオＳＡＤ株式会社 代表取締役 中谷 恒史 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町３丁目５－６ナカヒロビル６階 662612261 東播(加健)第410-9 令和4年5月2日 令和10年5月31日 令和4年5月2日
000028 3000037968 川崎重工業（株）播磨工場　南食堂 675-0155 加古郡播磨町新島８番 794352129 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 コーベフーズ株式会社 代表取締役 久保 孝義 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町一丁目１番３号 783824700 東播(加健)第401-99 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 3000037969 野口小学校給食室 675-0012 加古川市野口町野口４９３番地 794276196 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 コーベフーズ株式会社 代表取締役 久保 孝義 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町一丁目１番３号 783824700 東播(加健)第401-63 平成30年5月1日 令和7年5月31日 平成16年3月25日
000028 3000037971 川崎重工業（株）播磨工場　北食堂 675-0155 加古郡播磨町新島８番 794352290 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 コーベフーズ株式会社 代表取締役 久保 孝義 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町一丁目１番３号 783824700 東播(加健)第401-100 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 3000037972 特別養護老人ホーム　稲美苑 675-1114 加古郡稲美町国安字新開１２５６番地 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ナリコマエンタープライズ 代表取締役 竹内 美夫 567-0005 大阪府茨木市五日市一丁目７番２７号 726270145 東播(加健)第401-100 平成30年5月14日 令和7年5月31日 平成16年3月29日
000028 3000037973 トーホーストア加古川ミートセンター 675-0038 加古川市加古川町木村字長９８－１ 794252239 食肉処理業 一般 株式会社トーホーストア 代表取締役 橋本 博文 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西五丁目９番 788452400 東播(加健)第426-1 平成30年5月18日 令和7年5月31日 平成16年3月29日
000028 3000037983 印南野そば倶楽部 675-1111 加古郡稲美町印南１２９ 菓子製造業 一般 井上 綾子 東播(加健)第410-12 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 3000037984 印南野そば倶楽部 675-1111 加古郡稲美町印南１２９ 麺類製造業 一般 井上 綾子 東播(加健)第423-1 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 3000037985 なか卯加古川店 675-0016 加古川市野口町長砂字三明１０１１－１ 794567876 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社なか卯 代表取締役 向山 陽 108-0075 東京都港区港南二丁目１８番１号 368338820 東播(加健)第401-148 令和4年5月20日 令和11年5月31日 令和4年5月20日
000028 3000038011 パクパク　食堂 675-0019 加古川市野口町水足２１６ファミール１Ｆ　１０１号 794221248 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 奥井 純子 東播(加健)第401-30 令和4年4月18日 令和10年5月31日 令和4年4月18日
000028 3000038012 ちぐさ 675-0066 加古川市加古川町寺家町３６２－１ビアンテビル１Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木山 繁子 東播(加健)第401-137 令和4年5月19日 令和10年5月31日 令和4年5月19日
000028 3000038035 カラオケ館加古川店 675-0124 加古川市別府町緑町１番 794361627 飲食店営業(4)その他 一般 シダックス・コミュニティー株式会社 代表取締役 渡部 記春 176-0022 東京都練馬区向山四丁目１番１号 339701201 東播(加健)第401-121 令和4年5月17日 令和9年5月31日 令和4年5月17日
000028 3000038066 株式会社エーコープ近畿フーディーズいなみ 675-1115 加古郡稲美町国岡３丁目２４番５ 794928121 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目５１番１号 726763300 東播(加健)第401-71 令和4年5月2日 令和10年5月31日 令和4年5月2日
000028 3000038068 株式会社エーコープ近畿フーディーズいなみ 675-1115 加古郡稲美町国岡３丁目２４番５ 794928121 魚介類販売業 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目５１番１号 726763300 東播(加健)第404-3 令和4年5月2日 令和10年5月31日 令和4年5月2日
000028 3000038069 株式会社エーコープ近畿フーディーズいなみ 675-1115 加古郡稲美町国岡３丁目２４番５ 794928121 食肉販売業 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目５１番１号 726763300 東播(加健)第403-3 令和4年5月2日 令和10年5月31日 令和4年5月2日
000028 3000038094 サラムーン 675-0039 加古川市加古川町粟津３１２－７ 794239016 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 水田 恵子 東播(加健)第401-110 令和4年5月13日 令和10年5月31日 令和4年5月13日
000028 3000038140 お好み焼き　風 675-1115 加古郡稲美町国岡３丁目６－６ 飲食店営業(4)その他 一般 中村 久仁子 東播(加健)第401-124 令和4年5月17日 令和10年5月31日 令和4年5月17日
000028 3000038154 カラオケみちのく 675-0115 加古川市平岡町一色７９７－４５ 794350923 飲食店営業(4)その他 一般 塩山 道栄 東播(加健)第401-116 令和4年5月16日 令和10年5月31日 令和4年5月16日
000028 3000038189 株式会社イナミ製菓 675-1102 加古郡稲美町草谷５９－３４ 794950995 菓子製造業 一般 株式会社イナミ製菓 代表取締役 福井 貴士 675-1102 兵庫県加古郡稲美町草谷５９番地の３４ 794950995 東播(加健)第410-32 令和4年8月10日 令和10年8月31日 令和4年8月10日
000028 3000038191 印南養鶏農業協同組合　食鳥センター 675-0045 加古川市西神吉町岸８０２番地 794324129 食肉販売業 一般 印南養鶏農業協同組合 代表理事 岩田 正明 675-0045 兵庫県加古川市西神吉町岸８０２番地 794324129 東播(加健)第403-14 令和4年7月28日 令和10年8月31日 令和4年7月28日
000028 3000038192 印南養鶏農業協同組合　食鳥センター 675-0045 加古川市西神吉町岸８０２番地 794324129 食肉製品製造業 一般 印南養鶏農業協同組合 代表理事 岩田 正明 675-0045 兵庫県加古川市西神吉町岸８０２番地 794324129 東播(加健)第414-1 令和4年7月28日 令和10年8月31日 令和4年7月28日
000028 3000038201 パン工房　フール　フール 675-0101 加古川市平岡町新在家１５９５－１２－１０２ 794222737 菓子製造業 一般 小林 資征 東播(加健)第410-26 令和4年7月5日 令和10年8月31日 令和4年7月5日
000028 3000038218 すき家加古川平岡町店 675-0101 加古川市平岡町新在家４１８－２ 794272495 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南二丁目１８番１号 357838850 東播(加健)第401-276 令和4年8月2日 令和10年8月31日 令和4年8月2日
000028 3000038350 セブンｰイレブン加古川備後店 675-0032 加古川市加古川町備後９番 794272393 飲食店営業(4)その他 一般 竹中 久仁尚 東播(加健)第401-259 平成30年7月27日 令和7年8月31日 平成16年8月25日
000028 3000038367 英珈珈琲　加古川店 675-0127 加古川市別府町石町９４ 794360117 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社英珈 代表取締役 野方 聡 674-0065 兵庫県明石市大久保町西島６１０番地の３エクセランス大久保Ⅱ番館１００７号 789394558 東播(加健)第401-248 令和4年7月19日 令和10年8月31日 令和4年7月19日
000028 3000038433 らー麺さくら組 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７２－７中田ビル１Ｆ 794238739 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 納 広久 東播(加健)第401-551 令和4年11月25日 令和10年11月30日 令和4年11月25日
000028 3000038446 フルート洋菓子店 675-0131 加古川市別府町新野辺２２５５番地 794366839 菓子製造業 一般 楠田 善喜 東播(加健)第410-39 令和4年10月19日 令和10年11月30日 令和4年10月19日
000028 3000038471 くら寿司　加古川平岡店 675-0113 加古川市平岡町中野７７６－１ 794413700 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 くら寿司株式会社 代表取締役 田中 邦彦 599-8253 大阪府堺市中区深阪一丁２番２号 722398071 東播(加健)第401-483 平成30年11月1日 令和6年11月30日 平成16年10月13日
000028 3000038486 そば料理　いなみ 675-1115 加古郡稲美町国岡６丁目２２８ 794925882 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 いなみ有限会社 代表取締役 辻元 義雄 675-1115 兵庫県加古郡稲美町国岡６丁目２２１ 794924515 東播(加健)第401-452 令和4年10月26日 令和10年11月30日 令和4年10月26日
000028 3000038492 炭火焼肉　いこる家 675-0021 加古川市尾上町安田２９２－１ 794575747 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社入船 代表取締役 入江 建介 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町１０３３番地 794575566 東播(加健)第401-495 令和4年11月7日 令和10年11月30日 令和4年11月7日
000028 3000038500 チェック 675-0131 加古川市別府町新野辺１４２９－１１ 794370288 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鍋谷 謙治 東播(加健)第401-427 令和4年10月19日 令和10年11月30日 令和4年10月19日
000028 3000038501 喫茶フィレンツェ 675-0111 加古川市平岡町二俣６９－３ 794353097 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 南海 清一 東播(加健)第401-431 令和4年10月19日 令和10年11月30日 令和4年10月19日
000028 3000038532 プルニエ・ド・ボワ 675-0013 加古川市野口町二屋１０４ 794561878 菓子製造業 一般 有限会社プルニエ・ド・ボワ 代表取締役 梅林 五十鈴 675-0013 兵庫県加古川市野口町二屋１０４番地 794561878 東播(加健)第410-45 令和4年11月7日 令和11年11月30日 令和4年11月7日
000028 3000038536 カラオケ街道　岸 675-0045 加古川市西神吉町岸５００－２６－２ 794317848 飲食店営業(4)その他 一般 矢野 洋子 東播(加健)第401-514 令和4年11月15日 令和10年11月30日 令和4年11月15日



000028 3000038538 Ａｋｉ 675-0055 加古川市東神吉町西井ノ口６３０－２ 飲食店営業(4)その他 一般 池田 みやび 東播(加健)第401-553 令和4年11月25日 令和10年11月30日 令和4年11月25日
000028 3000038563 カラオケ喫茶マム 675-0131 加古川市別府町新野辺３５－１６ 794379848 飲食店営業(4)その他 一般 新居 幸美 東播(加健)第401-506 令和4年11月11日 令和10年11月30日 令和4年11月11日
000028 3000038565 ワンカルビ加古川西店 675-0054 加古川市米田町平津字高川原１ 794332915 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ワン･ダイニング 代表取締役 髙橋 淳 550-0013 大阪府大阪市西区新町一丁目２７番９号 665781290 東播(加健)第401-557 令和4年11月28日 令和11年11月30日 令和4年11月28日
000028 3000038572 創作鉄板料理　利心 675-0025 加古川市尾上町養田１－７１ 794547878 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社利心 代表取締役 喜多 司 675-0025 兵庫県加古川市尾上町養田１－７１ 794547878 東播(加健)第401-499 令和4年11月9日 令和10年11月30日 令和4年11月9日
000028 3000038629 レモングラス 675-0026 加古川市尾上町旭１－５１－３ 794223863 飲食店営業(4)その他 一般 桃田 富子 東播(加健)第401-699 令和5年2月16日 令和11年2月28日 令和5年2月16日
000028 3000038630 熟成焼肉　いちばん　加古川店 675-0065 加古川市加古川町篠原町５丁目２０７－３ 794560455 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＴＡＧ－１ 代表取締役 清川 信一郎 108-0075 東京都港区港南二丁目18番１号 368334270 東播(加健)第401-597 平成31年1月29日 令和8年2月28日 平成16年12月6日
000028 3000038655 おかげさま 675-1202 加古川市八幡町野村５５６－２ 794383024 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 秋田 和美 東播(加健)第401-725 令和5年2月27日 令和11年2月28日 令和5年2月27日
000028 3000038658 マネキダイニング加古川店 675-0065 加古川市加古川町篠原町３０－１加古川駅構内 794203541 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 まねき食品株式会社 代表取締役 竹田 典高 670-0947 兵庫県姫路市北条字北川原９５３番地 792240255 東播(加健)第401-681 令和5年2月13日 令和11年2月28日 令和5年2月13日
000028 3000038666 マルナカ加古川店 675-0115 加古川市平岡町一色６４９番地の１ 794411122 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第401-673 令和5年2月9日 令和12年2月28日 令和5年2月9日
000028 3000038667 マルナカ加古川店 675-0115 加古川市平岡町一色６４９番地の１ 794411122 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第401-672 令和5年2月9日 令和12年2月28日 令和5年2月9日
000028 3000038669 マルナカ加古川店 675-0115 加古川市平岡町一色６４９番地の１ 794411122 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第403-40 令和5年2月9日 令和12年2月28日 令和5年2月9日
000028 3000038670 マルナカ加古川店 675-0115 加古川市平岡町一色６４９番地の１ 794411122 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第404-24 令和5年2月9日 令和12年2月28日 令和5年2月9日
000028 3000038703 カラオケ喫茶　志あわせ 675-1127 加古郡稲美町中一色８２０－４ 794928559 飲食店営業(4)その他 一般 藤岡 功 東播(加健)第401-618 令和5年1月19日 令和11年2月28日 令和5年1月19日
000028 3000038714 居酒屋　かぼちゃ 675-0023 加古川市尾上町池田８３－１大浜ビル１０３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井上 忠義 東播(加健)第401-607 令和5年1月17日 令和11年2月28日 令和5年1月17日
000028 3000038715 辨慶 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２６２－１ 794265225 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 近藤 良夫 東播(加健)第401-712 令和5年2月21日 令和11年2月28日 令和5年2月21日
000028 3000038720 百丁場営農組合直売所 675-1112 加古郡稲美町六分一１３６６－１ 794955888 みそ又はしょうゆ製造業 一般 加藤 敏雄 東播(加健)第419-1 令和5年2月6日 令和11年2月28日 令和5年2月6日
000028 3000038727 ごろ八・アゾレス 675-0023 加古川市尾上町池田１９６７ 794225608 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 髙橋 幸治 東播(加健)第401-632 令和5年1月26日 令和11年2月28日 令和5年1月26日
000028 3000038731 とかきぼし 675-1124 加古郡稲美町森安４７０番地の３ 794920105 飲食店営業(4)その他 一般 池田 糸美 東播(加健)第401-695 令和4年2月1日 令和10年2月29日 令和4年2月1日
000028 3000038732 とかきぼし 675-1124 加古郡稲美町森安４７０番地の３ 794920105 菓子製造業 一般 池田 糸美 東播(加健)第403-61 令和4年2月1日 令和10年2月29日 令和4年2月1日
000028 3000038734 ネーデルランド 675-0101 加古川市平岡町新在家３５－４ 794265022 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 諏訪園 順子 東播(加健)第401-660 令和5年2月3日 令和12年2月28日 令和5年2月3日
000028 3000038735 生そば竹屋 675-0123 加古川市別府町朝日町３９－４ 794370152 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大谷 陽一 東播(加健)第401-680 令和5年2月10日 令和11年2月28日 令和5年2月10日
000028 3000038781 ドトールコーヒーショップＪＲ加古川駅店 675-0064 加古川市加古川町溝之口５０３－２ 794261565 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ベッセル 代表取締役 澁谷 誠 720-0077 広島県福山市南本庄３丁目４－２７ 849201155 東播(加健)第401-28 平成31年4月25日 令和7年5月31日 平成17年3月7日
000028 3000038787 スーパーマルハチ　加古川店 675-0064 加古川市加古川町溝之口５０３－２ビエラ加古川 794560777 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マルハチ 代表取締役 栗花 正雄 651-0064 兵庫県神戸市中央区大日通一丁目２番１８号 788613451 東播(加健)第401-41 平成31年4月26日 令和7年5月31日 平成17年3月11日
000028 3000038789 スーパーマルハチ　加古川店 675-0064 加古川市加古川町溝之口５０３－２ビエラ加古川 794560777 魚介類販売業 一般 株式会社マルハチ 代表取締役 栗花 正雄 651-0064 兵庫県神戸市中央区大日通一丁目２番１８号 788613451 東播(加健)第429-2 平成31年4月26日 令和7年5月31日 平成17年3月11日
000028 3000038791 スーパーマルハチ　加古川店 675-0064 加古川市加古川町溝之口５０３－２ビエラ加古川 794560777 食肉販売業 一般 株式会社マルハチ 代表取締役 栗花 正雄 651-0064 兵庫県神戸市中央区大日通一丁目２番１８号 788613451 東播(加健)第427-3 平成31年4月26日 令和7年5月31日 平成17年3月11日
000028 3000038798 餃子の王将　加古川店 675-0064 加古川市加古川町溝之口５０３－２ビエラ加古川内 794244275 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社天将 代表取締役 丹後 昌博 675-0061 兵庫県加古川市加古川町大野１７６番地の２ 794237239 東播(加健)第401-30 令和5年4月17日 令和12年5月31日 令和5年4月17日
000028 3000038811 ハピネスさつま 675-0301 加古川市志方町大澤字中谷８４７－３５ 794531177 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ウオクニ株式会社 代表取締役 野々村 充教 657-0842 兵庫県神戸市灘区船寺通四丁目５番１６号 788017755 東播(加健)第401-64 令和1年5月17日 令和7年5月31日 平成17年3月22日
000028 3000038813 憩いキッチン　ゆうた 675-0144 加古郡播磨町北本荘３丁目８の２４ 794353731 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 清水 瑞穂 東播(加健)第401-85 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 3000038831 高砂食品㈱ 676-0066 高砂市高砂町鍵町１９１３ 794420045 菓子製造業 一般 高砂食品㈱ 代表取締役 藤本 恵史 676-0066 兵庫県高砂市高砂町鍵町１９１３ 794420045 東播(加健)第403-12 令和3年4月25日 令和9年5月31日 昭和33年6月9日
000028 3000038832 (株)柴田最正堂 676-0047 高砂市高砂町南本町９０７－２ 794421737 菓子製造業 一般 株式会社柴田最正堂 代表取締役 柴田 泰成 676-0047 兵庫県高砂市高砂町南本町９０７－２ 794421737 東播(加健)第403-51 平成29年10月30日 令和5年11月30日 昭和39年10月6日
000028 3000038842 アンシャーリ 676-0015 高砂市荒井町紙町１－１８ 794434698 菓子製造業 一般 粟野 哲郎 東播(加健)第403-52 平成29年10月30日 令和5年11月30日 昭和61年9月11日
000028 3000038858 バッケンハウス　ミサキ 676-0805 高砂市米田町米田２３７－１ 794330177 菓子製造業 一般 御﨑 成人 東播(加健)第403-39 令和1年10月9日 令和7年11月30日 平成7年11月6日
000028 3000038862 かづき堂 676-0804 高砂市美保里６－１７ 794423511 菓子製造業 一般 芝 主毅 東播(加健)第403-22 平成30年5月21日 令和6年5月31日 昭和40年3月24日
000028 3000038870 山本商店 676-0828 高砂市阿弥陀町地徳２５８－６ 794472152 菓子製造業 一般 山本 征文 東播(加健)第403-34 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 3000038874 手づくりパン亜希 676-0812 高砂市中筋５丁目１－５６ 794475298 菓子製造業 一般 坂辺 明代 東播(加健)第410-52 令和4年11月25日 令和10年11月30日 令和4年11月25日
000028 3000038878 ドイツ菓子ホーゲル 676-0808 高砂市神爪２丁目２－１０ 794317633 菓子製造業 一般 有限会社ホーゲル 代表取締役 橋本 芳秋 676-0808 兵庫県高砂市神爪２丁目２－１０ 794317633 東播(加健)第403-54 令和3年11月22日 令和10年11月30日 令和3年11月22日
000028 3000038879 味彩館　みきや 676-0805 高砂市米田町米田８７２－５２ 794313829 菓子製造業 一般 春下 栄一 東播(加健)第403-63 令和4年2月7日 令和10年2月29日 令和4年2月7日
000028 3000038883 イオンリテール（株）イオン高砂店  （パン工場） 676-0019 高砂市緑丘２丁目１番４０号 794442700 菓子製造業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 432126500 東播(加健)第410-4 令和4年4月25日 令和11年5月31日 令和4年4月25日
000028 3000038886 ロゼット 676-0019 高砂市緑丘２丁目６－２５ 794428181 菓子製造業 一般 竹内 輝英 東播(加健)第403-38 平成29年8月24日 令和5年8月31日 平成11年7月27日
000028 3000038893 宮本商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 宮本 良一 東播(加健)第403-58 令和2年10月30日 令和7年11月30日 昭和60年9月4日
000028 3000038899 カステラまんじゅうやさん 000-0000 高砂市曽根町神社前 菓子製造業 露店 村田 清野 東播(加健)第403-58 平成30年10月26日 令和5年11月30日 平成10年10月6日
000028 3000038900 （株）カネカ　高砂工業所 676-0027 高砂市高砂町宮前町１－８ 794452500 乳製品製造業 一般 株式会社カネカ 代表取締役社長 田中 稔 530-0005 大阪府大阪市北区中之島２丁目３－１８ 662265050 東播(加健)第423-2 平成30年10月26日 令和7年11月30日 昭和55年9月26日
000028 3000038922 生活協同組合コｰプこうべ  コープ高砂 676-0077 高砂市松陽１丁目１０－４３ 794473251 魚介類販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山　利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目３番１９号 788561003 東播(加健)第429-36 平成29年11月21日 令和5年11月30日 平成8年9月24日
000028 3000038936 マルアイ伊保店 676-0071 高砂市伊保東１丁目６－３７ 794495230 魚介類販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第429-30 令和3年11月2日 令和10年11月30日 令和3年11月2日
000028 3000038943 ののむらストアー 676-0822 高砂市阿弥陀町魚橋１７４０ 794471009 魚介類販売業 一般 野々村 桂亮 東播(加健)第429-9 令和2年5月21日 令和8年5月31日 昭和41年5月28日
000028 3000038950 魚亭やつか 676-0022 高砂市高砂町浜田町２丁目９－２０ 794420478 魚介類販売業 一般 八束 菅子 東播(加健)第429-35 令和3年11月11日 令和10年11月30日 令和3年11月11日
000028 3000038966 トーホーストア曽根店 676-0082 高砂市曽根町９５１－１ 794491565 魚介類販売業 一般 株式会社トーホーストア 代表取締役 橋本 博文 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西五丁目９番 788452412 東播(加健)第429-34 令和3年11月11日 令和10年11月30日 令和3年11月11日
000028 3000038974 高砂漁業協同組合 676-0032 高砂市高砂町東宮町１０４２－４ 794421801 魚介類せり売営業 一般 高砂漁業協同組合 代表理事 河村 英一 676-0033 兵庫県高砂市高砂町材木町１１９８ 794420278 東播(加健)第430-1 平成29年11月20日 令和5年11月30日 昭和51年11月30日
000028 3000038980 ニッサンフーズ㈱ 676-0805 高砂市米田町米田平津前１０１９ 4326655 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 ニッサンフーズ株式会社 代表取締役 冨田 隆司 675-0054 兵庫県加古川市米田町平津４７４－１ 794321200 東播(加健)第419-1 令和2年4月27日 令和8年5月31日 平成5年5月12日
000028 3000038994 苔の華 676-0823 高砂市阿弥陀町生石１７１ 794471006 喫茶店営業 一般 東 幸代 東播(加健)第402-110 平成31年2月8日 令和7年2月28日 平成13年1月31日
000028 3000039002 カステラまんじゅうやさん 000-0000 高砂市曽根町神社前 喫茶店営業 露店 村田 清野 東播(加健)第402-76 平成30年10月26日 令和5年11月30日 平成10年10月6日
000028 3000039005 末吉 676-0005 高砂市荒井町御旅２丁目６－２３ アイスクリーム類製造業 一般 鎌谷 兼三 東播(加健)第420-1 平成29年4月28日 令和5年5月31日 平成3年4月30日
000028 3000039006 橋本冷菓店 676-0051 高砂市高砂町横町１０９０－１ 794420832 アイスクリーム類製造業 一般 橋本 山治 東播(加健)第420-1 平成30年4月24日 令和6年5月31日 平成12年3月1日
000028 3000039014 （有）ホーゲル 676-0808 高砂市神爪２丁目２－１０ 794317633 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 有限会社ホーゲル 代表取締役 橋本 芳秋 676-0808 兵庫県高砂市神爪２丁目２－１０ 794317633 東播(加健)第420-2 平成31年4月25日 令和6年5月31日 平成10年4月17日
000028 3000039144 初田食鶏 676-0824 高砂市阿弥陀町南池３１ 794470212 食肉処理業 一般 有限会社初田食鶏 代表取締役 初田 禎信 676-0824 兵庫県高砂市阿弥陀町南池３１ 794470212 東播(加健)第426-2 平成29年8月29日 令和5年8月31日 平成3年8月6日
000028 3000039147 鳥敬商店 676-0063 高砂市高砂町次郎助町１６１５－２ 794424426 食肉販売業 一般 鷲谷 敬二 東播(加健)第427-73 令和3年1月18日 令和9年2月28日 昭和47年12月25日
000028 3000039154 旭屋精肉店 676-0017 高砂市荒井町東本町２５－１５ 794420413 食肉販売業 一般 上田 公博 東播(加健)第427-16 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 3000039163 生活協同組合コｰプこうべ　コープ高砂 676-0077 高砂市松陽１丁目１０－４３ 794473251 食肉販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山　利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目３番１９号 788561003 東播(加健)第427-46 平成29年11月21日 令和5年11月30日 平成8年9月24日
000028 3000039165 古谷精肉店 676-0807 高砂市米田町島１２７－３ 794322307 食肉販売業 一般 古谷 みのる 東播(加健)第427-54 平成30年1月26日 令和6年2月29日 昭和61年12月5日
000028 3000039168 清水商店 676-0805 高砂市米田町米田５７２－３ 794310983 食肉販売業 一般 長谷川 賢一 東播(加健)第403-8 令和4年5月20日 令和10年5月31日 令和4年5月20日
000028 3000039172 福本屋精肉店 676-0808 高砂市米田町神爪１０９－１ 794323846 食肉販売業 一般 福本 政敏 東播(加健)第427-41 令和4年2月21日 令和10年2月29日 令和4年2月21日
000028 3000039181 マルアイ伊保店 676-0071 高砂市伊保東１丁目６－３７ 794495230 食肉販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第427-27 令和3年11月2日 令和10年11月30日 令和3年11月2日
000028 3000039191 味彩館　みきや 676-0805 高砂市米田町米田８７２－５２ 794313829 食肉販売業 一般 春下 栄一 東播(加健)第427-37 令和4年2月7日 令和10年2月29日 令和4年2月7日
000028 3000039196 イオンリテール（株）イオン高砂店  （畜産） 676-0019 高砂市緑丘２丁目１番４０号 794442700 食肉販売業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 432126500 東播(加健)第403-1 令和4年4月25日 令和11年5月31日 令和4年4月25日
000028 3000039217 ㈱カネカ　高砂工業所 676-0027 高砂市高砂町宮前町１－８ 794452500 食用油脂製造業 一般 株式会社カネカ 代表取締役社長 田中 稔 530-0005 大阪府大阪市北区中之島２丁目３－１８ 662265050 東播(加健)第406-1 令和3年5月20日 令和9年5月31日 昭和45年4月6日
000028 3000039220 キッコーマン食品㈱高砂工場 676-0008 高砂市荒井町新浜１丁目１－１ 794422131 醤油製造業 一般 キッコーマン食品株式会社 代表取締役 中野 祥三郎 278-0037 千葉県野田市野田２５０ 471235111 東播(加健)第412-1 令和3年4月28日 令和9年5月31日 昭和33年6月9日
000028 3000039244 下村商店 676-0064 高砂市高砂町北本町１１７２ 794420124 そうざい製造業 一般 株式会社下村商店 代表取締役 下村 晋平 676-0064 兵庫県高砂市高砂町北本町１１７２ 794420124 東播(加健)第409-11 令和3年8月27日 令和9年8月31日 令和3年8月27日
000028 3000039246 ニッサンフーズ㈱ 676-0805 高砂市米田町米田平津前１０１９ 4326655 そうざい製造業 一般 ニッサンフーズ株式会社 代表取締役 冨田 隆司 675-0054 兵庫県加古川市米田町平津４７４－１ 794321200 東播(加健)第409-1 令和2年4月27日 令和8年5月31日 平成5年5月21日
000028 3000039253 トーホーストア曽根店 676-0082 高砂市曽根町９５１－１ 794491565 そうざい製造業 一般 株式会社トーホーストア 代表取締役 橋本 博文 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西五丁目９番 788452412 東播(加健)第409-12 令和2年2月19日 令和9年2月28日 平成13年2月14日
000028 3000039255 ㈱カネカ　高砂工業所 676-0027 高砂市高砂町宮前町１－８ 794452500 添加物製造業 一般 株式会社カネカ 代表取締役社長 田中 稔 530-0005 大阪府大阪市北区中之島２丁目３－１８ 662265050 東播(加健)第410-2 令和3年5月20日 令和9年5月31日 昭和45年4月6日
000028 3000039257 ㈲鎌田商店 676-0082 高砂市曽根町４４５－８ 794471751 清涼飲料水製造業 一般 有限会社鎌田商店 代表取締役 鎌田 茂伸 676-0082 兵庫県高砂市曽根町４４５番地の８ 794471751 東播(加健)第405-1 令和2年8月12日 令和8年8月31日 平成5年7月12日
000028 3000039258 サントリープロダクツ株式会社　高砂工場 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目２－１ 794442900 清涼飲料水製造業 一般 サントリープロダクツ株式会社 代表取締役 吉村 孝博 108-0023 東京都港区芝浦三丁目１番１号 332757330 東播(加健)第405-2 令和2年11月2日 令和9年11月30日 平成11年9月1日
000028 3000039265 喫茶まこちゃん 676-0815 高砂市阿弥陀１丁目１０－２２ 794476162 飲食店営業(4)その他 一般 濱里 一枝 東播(加健)第401-146 令和3年5月20日 令和9年5月31日 昭和59年4月6日
000028 3000039275 寿司よし 676-0815 高砂市阿弥陀１丁目７－７ 794474567 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉田 健治郎 東播(加健)第401-317 令和1年10月24日 令和7年11月30日 昭和57年10月5日
000028 3000039279 ファーマーズ・キッチン ＩＮＮＵＩＴ 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀９９－１ 794468003 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福本 昌浩 東播(加健)第401-633 平成31年2月19日 令和7年2月28日 平成13年1月22日
000028 3000039280 ソウルメイト 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀１０３４－２ 794471168 飲食店営業(4)その他 一般 酒井 達也 東播(加健)第401-293 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 3000039282 ２Ｆ仕出し部 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀１２０３ 794471271 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社トーヨー 代表取締役 花畑 健二郎 671-0221 兵庫県姫路市別所町別所五丁目１００番地アヴニール１０１ 794471271 東播(加健)第401-690 令和5年2月15日 令和11年2月28日 令和5年2月15日
000028 3000039283 アメニティＦプラザ 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀１２０３ 794471271 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社トーヨー 代表取締役 花畑 健二郎 671-0221 兵庫県姫路市別所町別所五丁目１００番地アヴニール１０１ 794471271 東播(加健)第401-577 平成30年1月26日 令和6年2月29日 平成4年1月22日
000028 3000039290 洋風居酒屋　いちぐらむ 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀１８８８－２３ 4471185 飲食店営業(4)その他 一般 一岡 時典 東播(加健)第401-124 令和2年5月22日 令和8年5月31日 平成8年4月18日
000028 3000039294 暖家（ダンケ） 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀３０８ 794480212 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長谷川 慶子 東播(加健)第401-296 令和2年8月25日 令和8年8月31日 平成5年7月8日
000028 3000039300 セブンイレブン高砂阿弥陀町店 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀１２０３番３ 794465655 飲食店営業(4)その他 一般 長谷川 泰之 東播(加健)第401-320 平成30年8月16日 令和6年8月31日 平成12年8月31日
000028 3000039311 むぎ畑 676-0828 高砂市阿弥陀町地徳２１１－１ 794486069 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高田 わさ子 東播(加健)第401-644 令和5年2月1日 令和11年2月28日 令和5年2月1日
000028 3000039319 山本商店 676-0828 高砂市阿弥陀町地徳２５８－６ 794472152 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 征文 東播(加健)第401-344 平成30年8月23日 令和6年8月31日 昭和46年6月24日
000028 3000039323 ウェディングパレス鹿島殿 676-0828 高砂市阿弥陀町地徳２７５－３ 794471002 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鹿島興産株式会社 代表取締役 山本 広高 676-0814 兵庫県高砂市春日野町２－６０ 794485104 東播(加健)第401-448 平成29年11月9日 令和5年11月30日 昭和61年9月2日
000028 3000039327 ＲＩＮＧ 676-0824 高砂市阿弥陀町南池１９５－１５ 794477116 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木屋 茂広 東播(加健)第401-573 令和3年11月25日 令和9年11月30日 令和3年11月25日
000028 3000039334 お好み焼　鉄板焼　としろ 676-0825 高砂市阿弥陀町北池１ー１ 794472653 飲食店営業(4)その他 一般 松本 ひとみ 東播(加健)第401-469 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成11年9月1日
000028 3000039349 宝塚飯店 676-0825 高砂市阿弥陀町北池字庄境１２－１ 794473099 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 郷原 繁 東播(加健)第401-97 平成30年5月10日 令和6年5月31日 平成4年3月19日
000028 3000039353 小僧寿し伊保店 676-0078 高砂市伊保１丁目１６４６－１ 794488160 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 ㈱サニーフーヅ 代表取締役 中村 彰宏 780-0083 高知県高知市北御座９－１１ 888845828 東播(加健)第401-50 令和2年4月30日 令和8年5月31日 昭和63年5月24日
000028 3000039366 （株）一平 676-0071 高砂市伊保港町１丁目４－２４ 794470506 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社一平 代表取締役 福田 大 676-0071 兵庫県高砂市伊保港町１丁目４－２４ 794470506 東播(加健)第401-359 令和1年11月12日 令和7年11月30日 昭和62年9月14日
000028 3000039374 とりみち 676-0072 高砂市伊保港町１丁目９番１０号 794460033 飲食店営業(4)その他 一般 野田 健一 東播(加健)第401-247 平成29年8月7日 令和5年8月31日 平成11年6月29日
000028 3000039376 ラウンジセイシェル 676-0072 高砂市伊保港町２丁目１－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北野 照美 東播(加健)第401-231 令和2年8月5日 令和8年8月31日 昭和58年7月19日
000028 3000039379 寿しとみ 676-0072 高砂市伊保港町２丁目５－１２ 794471945 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷口 稔 東播(加健)第401-505 令和3年11月2日 令和9年11月30日 令和3年11月2日
000028 3000039382 パブ ミスティナイト 676-0072 高砂市伊保港町２丁目６－２１ 飲食店営業(4)その他 一般 小林 仁 東播(加健)第401-363 令和1年11月1日 令和7年11月30日 昭和62年10月2日
000028 3000039393 お好み焼き汎 676-0076 高砂市伊保崎３丁目４－５ 794480865 飲食店営業(4)その他 一般 東播(加健)第401-248 平成29年8月7日 令和5年8月31日 昭和56年8月27日
000028 3000039397 喫茶モンマルトル 676-0076 高砂市伊保崎４丁目２－３１ 794484293 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 髙島 成美 東播(加健)第401-42 平成30年4月24日 令和6年5月31日 平成4年5月29日
000028 3000039402 京風懐石料理たいら 676-0075 高砂市伊保崎南１４－６ 794483210 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社平山 代表取締役 平山 裕子 676-0075 兵庫県高砂市伊保崎南１５－１２ 794480058 東播(加健)第401-441 平成29年11月8日 令和5年11月30日 昭和61年11月27日
000028 3000039403 平 676-0075 高砂市伊保崎南１５－１０ 794470913 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社平山 代表取締役 平山 裕子 676-0075 兵庫県高砂市伊保崎南１５－１２ 794480058 東播(加健)第401-153 平成30年5月25日 令和6年5月31日 昭和60年4月23日
000028 3000039405 たいら囲炉里庵 676-0075 高砂市伊保崎南１５－１２ 794483210 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社平山 代表取締役 平山 裕子 676-0075 兵庫県高砂市伊保崎南１５－１２ 794483210 東播(加健)第401-517 令和2年2月4日 令和8年2月28日 平成8年1月9日
000028 3000039421 とり里 676-0081 高砂市伊保町中筋２５４－１メゾンクレールＣ 794478391 飲食店営業(4)その他 一般 ㈲初田食鶏 代表取締役 初田 禎信 676-0824 兵庫県高砂市阿弥陀町南池３１ 794470212 東播(加健)第401-61 令和3年4月28日 令和9年5月31日 平成6年3月9日
000028 3000039423 マペット 676-0071 高砂市伊保東１－４－１７ 794477855 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 稲澤 博 東播(加健)第401-578 平成30年1月26日 令和6年2月29日 平成3年12月5日
000028 3000039424 マルアイ伊保店 676-0071 高砂市伊保東１丁目６－３７ 794495230 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第401-496 令和3年11月2日 令和10年11月30日 令和3年11月2日
000028 3000039425 力丸　高砂店 676-0071 高砂市伊保東２丁目２９０－１ 794484415 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社関西フーズ 代表取締役 福永 力夫 670-0984 兵庫県姫路市町坪１７９番地の９ 792938000 東播(加健)第401-497 令和4年11月9日 令和10年11月30日 令和4年11月9日
000028 3000039429 ラーメン専門店　さつま家 676-0005 高砂市荒井町御旅１丁目４－５カドヤビル１０８ 794435406 飲食店営業(4)その他 一般 原 晃彦 東播(加健)第401-608 平成30年1月31日 令和6年2月29日 平成11年12月16日
000028 3000039436 アンシャーリ 676-0015 高砂市荒井町紙町１－１８ 794434698 飲食店営業(4)その他 一般 粟野 哲郎 東播(加健)第401-405 平成29年10月30日 令和5年11月30日 昭和61年10月7日
000028 3000039441 メルヘン 676-0015 高砂市荒井町紙町３３－１高砂市民病院内食堂棟 794421796 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 桝田 勝代 東播(加健)第401-167 令和4年5月30日 令和10年5月31日 令和4年5月30日
000028 3000039445 ばぁちゃんの店 676-0018 高砂市荒井町若宮町１３－１３ 794423758 飲食店営業(4)その他 一般 樋口 敏子 東播(加健)第401-685 平成30年2月27日 令和6年2月29日 平成11年12月3日
000028 3000039470 アンラカ 676-0011 高砂市荒井町小松原５丁目８－１０ 794437101 飲食店営業(4)その他 一般 竹村 一枝 東播(加健)第401-748 令和4年2月17日 令和10年2月29日 令和4年2月17日
000028 3000039473 三菱重工高砂事業所　第１食堂 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目１－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番２０号 664588801 東播(加健)第401-482 令和4年11月1日 令和10年11月30日 令和4年11月1日
000028 3000039475 三菱重工第２高砂寮 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目６-２２ 794428750 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番２０号 664588801 東播(加健)第401-311 令和1年10月21日 令和7年11月30日 平成4年10月12日
000028 3000039476 サントリープロダクツ株式会社  高砂工場社員食堂 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目２－１ 794435500 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社入船 代表取締役 入江 建介 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町１０３３ 794435500 東播(加健)第401-277 平成30年7月27日 令和7年8月31日 平成11年6月30日
000028 3000039480 （株）神戸製鋼所高砂製作所新機械工場食堂 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目３－１ 794457553 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ウオクニ株式会社 代表取締役 野々村 充教 657-0035 兵庫県神戸市灘区船寺通４丁目５番１６号 788420500 東播(加健)第401-664 令和5年2月3日 令和11年2月28日 令和5年2月3日
000028 3000039481 ㈱神戸製鋼所高砂製作所中央厚生棟食堂 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目３－１ 4457111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ウオクニ㈱ 代表取締役 野々村 充教 657-0842 兵庫県神戸市灘区船寺通４丁目５－１６ 788420500 東播(加健)第401-71 令和2年5月13日 令和8年5月31日 平成5年3月22日



000028 3000039482 ㈱神戸製鋼所高砂製作所北食堂 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目３－１ 4457111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ウオクニ㈱ 代表取締役 野々村 充教 657-0842 兵庫県神戸市灘区船寺通４丁目５－１６ 788420500 東播(加健)第401-73 令和2年5月13日 令和8年5月31日 平成5年3月22日
000028 3000039483 ㈱神戸製鋼所高砂製作所西食堂 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目３－１ 4457111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ウオクニ㈱ 代表取締役 野々村 充教 657-0842 兵庫県神戸市灘区船寺通４丁目５－１６ 788420500 東播(加健)第401-72 令和2年5月13日 令和8年5月31日 平成5年3月22日
000028 3000039489 ゲストハウス 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目８－２５第一菱興ビル６Ｆ 794436062 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木本 耕造 東播(加健)第401-291 令和4年8月1日 令和11年8月31日 令和4年8月1日
000028 3000039503 うを寅 676-0004 高砂市荒井町千鳥２丁目１７－１９ 794420530 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 濱谷 生也 東播(加健)第401-239 令和4年7月15日 令和10年8月31日 令和4年7月15日
000028 3000039505 中華料理　天山閣 676-0004 高砂市荒井町千鳥２丁目２－１８ 794434455 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社山富 代表取締役 長野 益大 676-0004 兵庫県高砂市荒井町千鳥二丁目２番１８号 794434455 東播(加健)第401-105 平成30年5月14日 令和6年5月31日 昭和52年4月11日
000028 3000039507 手打うどん　とも 676-0004 高砂市荒井町千鳥２丁目６－１ 794436005 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大友 利也 東播(加健)第401-498 平成29年11月22日 令和5年11月30日 昭和56年10月28日
000028 3000039512 ガスト　高砂市役所前店 676-0004 高砂市荒井町千鳥３丁目３－５ 794442535 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 中島 尚志 180-0013 東京都武蔵野市西久保１丁目２５番８号 422375218 東播(加健)第401-663 令和5年2月3日 令和11年2月28日 令和5年2月3日
000028 3000039527 蘭 676-0016 高砂市荒井町扇町１４－５ 794421927 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 清水 正彦 東播(加健)第401-702 令和4年2月2日 令和10年2月29日 令和4年2月2日
000028 3000039541 春蘭 676-0016 高砂市荒井町扇町１９－７ 794423737 飲食店営業(4)その他 一般 成山 喜代子 東播(加健)第401-105 令和3年5月12日 令和9年5月31日 平成1年5月2日
000028 3000039553 焼鳥大吉　荒井店 676-0016 高砂市荒井町扇町１４－４ 4421131 飲食店営業(4)その他 一般 沖吉 中澄 東播(加健)第401-293 令和1年10月11日 令和7年11月30日 平成7年11月15日
000028 3000039556 長浜ラーメン長浜一番高砂店 676-0012 高砂市荒井町中新町１－３０ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 生田 美保子 東播(加健)第401-578 令和2年2月27日 令和8年2月28日 平成8年2月22日
000028 3000039559 お好みやきミナミ 676-0012 高砂市荒井町中新町６－２５ 794424846 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 島本 邦夫 東播(加健)第401-326 令和4年8月10日 令和11年8月31日 令和4年8月10日
000028 3000039566 焼鳥やまもと 676-0017 高砂市荒井町東本町１６－１４ 794421008 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社山本 代表取締役 山本 和裕 676-0017 兵庫県高砂市荒井町東本町１６－１４ 794421008 東播(加健)第401-414 令和4年10月17日 令和10年11月30日 令和4年10月17日
000028 3000039568 旭屋精肉店 676-0017 高砂市荒井町東本町２５－１５ 794420413 飲食店営業(4)その他 一般 上田 公博 東播(加健)第401-271 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 3000039585 びーどろ屋 676-0017 高砂市荒井町東本町５－６ 794435395 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 難波 保 東播(加健)第401-227 平成29年8月4日 令和5年8月31日 昭和61年6月6日
000028 3000039590 居酒屋千枝 676-0017 高砂市荒井町東本町６－１９－２ 794437037 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小河原 チエ子 東播(加健)第401-446 令和4年10月24日 令和10年11月30日 令和4年10月24日
000028 3000039598 居酒屋　伊織 676-0014 高砂市荒井町日之出町１０－２４ 794420201 飲食店営業(4)その他 一般 柘植 康成 東播(加健)第401-415 令和1年11月20日 令和7年11月30日 平成7年11月6日
000028 3000039603 自家焙煎珈房じょっぴんや 676-0013 高砂市荒井町蓮池２丁目１－２２ 794432922 飲食店営業(4)その他 一般 黒崎 陽蔵 東播(加健)第401-39 令和3年4月25日 令和9年5月31日 平成6年5月19日
000028 3000039608 三菱製紙高砂工場食堂 676-0038 高砂市高砂町栄町１０５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社日の出給食 代表取締役 大西 芳仁 676-0011 兵庫県高砂市荒井町小松原５丁目１７番６号 794431428 東播(加健)第401-324 令和4年8月9日 令和11年8月31日 令和4年8月9日
000028 3000039614 焼肉ぶんか 676-0038 高砂市高砂町栄町３６９－３ 794425114 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 雲一 東播(加健)第401-703 令和4年2月2日 令和10年2月29日 令和4年2月2日
000028 3000039617 お食事処花きゃべつ 676-0038 高砂市高砂町栄町３７０－２３ 794430407 飲食店営業(4)その他 一般 河野 竜二 東播(加健)第401-550 令和3年1月18日 令和9年2月28日 昭和59年1月19日
000028 3000039644 とも 676-0051 高砂市高砂町横町１０７１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 友田 淳子 東播(加健)第401-460 令和2年11月12日 令和8年11月30日 平成5年10月13日
000028 3000039649 カネカ高砂事業所 676-0027 高砂市高砂町宮前町１－８ 794452592 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番２０号 664588801 東播(加健)第401-534 平成30年11月29日 令和7年11月30日 昭和60年9月11日
000028 3000039653 たんぽぽ 676-0036 高砂市高砂町高瀬町１５５１ 794430733 飲食店営業(4)その他 一般 梶原 暉也 東播(加健)第401-569 令和2年2月25日 令和8年2月28日 平成5年1月19日
000028 3000039661 パブレストラン　サンはーばー 676-0065 高砂市高砂町細工町１３５８ 794430007 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉川 隆雄 東播(加健)第401-578 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 3000039662 鈴美 676-0065 高砂市高砂町細工町１３７４－２ 794423345 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長岡 大二 東播(加健)第401-347 令和3年8月27日 令和9年8月31日 令和3年8月27日
000028 3000039663 高砂フィッシングセンター 676-0033 高砂市高砂町材木町１２１２ 794424747 飲食店営業(4)その他 一般 高砂漁業協同組合 代表理事 河村 英一 676-0033 兵庫県高砂市高砂町材木町１１９８ 794420278 東播(加健)第401-347 令和2年10月19日 令和8年11月30日 昭和41年11月14日
000028 3000039666 あすか 676-0063 高砂市高砂町次郎助町１６１０ 4430567 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 東播(加健)第401-203 令和2年7月29日 令和8年8月31日 昭和63年7月18日
000028 3000039667 鳥敬商店 676-0063 高砂市高砂町次郎助町１６１５－２ 794424426 飲食店営業(4)その他 一般 鷲谷 敬二 東播(加健)第401-554 令和3年1月18日 令和9年2月28日 昭和47年12月25日
000028 3000039669 小松 676-0054 高砂市高砂町狩網町７７１ 794420331 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 小松 泉 東播(加健)第401-248 平成30年7月24日 令和6年8月31日 昭和60年8月3日
000028 3000039672 ブラスリー　ポールロジエ 676-0068 高砂市高砂町鍛治屋町１３７９ 794425128 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橋本 洋三 東播(加健)第401-625 平成30年2月6日 令和6年2月29日 平成12年1月24日
000028 3000039686 おいしんぼう・あっ 676-0021 高砂市高砂町朝日町２丁目７－１６ 794420260 飲食店営業(4)その他 一般 長谷川 多賀代 東播(加健)第401-442 令和2年11月9日 令和8年11月30日 平成5年11月25日
000028 3000039688 あとりえＣＯＣＯ 676-0021 高砂市高砂町朝日町３丁目２ 794431617 飲食店営業(4)その他 一般 杉本 和子 東播(加健)第401-652 平成30年2月16日 令和6年2月29日 平成4年2月12日
000028 3000039706 御食事処　和 676-0022 高砂市高砂町浜田町１丁目５－６シャレード高砂１０２号 794422226 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷口 和子 東播(加健)第401-252 令和3年7月26日 令和9年8月31日 令和3年7月26日
000028 3000039713 天平 676-0022 高砂市高砂町浜田町２丁目２－３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石原 宏 東播(加健)第401-541 令和2年2月19日 令和8年2月28日 昭和49年12月20日
000028 3000039717 三井住友銀行高砂支店　シダックス店 676-0022 高砂市高砂町浜田町２丁目３－５ 794422681 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 シダックスコントラクトフードサービス株式会社 代表取締役 佐藤 好男 182-0021 東京都調布市調布ヶ丘３丁目６－３ 424898914 東播(加健)第401-321 令和3年8月17日 令和10年8月31日 令和3年8月17日
000028 3000039736 魚亭やつか 676-0022 高砂市高砂町浜田町２丁目９－２０ 794420478 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 八束 菅子 東播(加健)第401-540 令和3年11月11日 令和10年11月30日 令和3年11月11日
000028 3000039737 ビジネスホテル有宏 676-0022 高砂市高砂町浜田町２丁目９－２１ 794436711 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社カナヤ 代表取締役 金屋 菊子 676-0022 兵庫県高砂市高砂町浜田町２丁目９－２１ 794436711 東播(加健)第401-52 平成30年4月27日 令和6年5月31日 平成12年5月8日
000028 3000039747 おもいで 676-0064 高砂市高砂町北本町１１６０－１ 794420325 飲食店営業(4)その他 一般 矢口 哲 東播(加健)第401-96 平成30年5月10日 令和6年5月31日 平成12年5月18日
000028 3000039776 岩松 676-0814 高砂市春日野町４－６ 4471502 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ㈲岩松 代表取締役 岩井 修一郎 676-0814 兵庫県高砂市春日野町４－６ 4471502 東播(加健)第401-78 令和2年5月14日 令和8年5月31日 平成5年5月25日
000028 3000039778 生活協同組合コｰプこうべ コープ高砂 676-0077 高砂市松陽１丁目１０－４３ 794473251 飲食店営業(4)その他 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山　利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目３番１９号 788561003 東播(加健)第401-482 平成29年11月21日 令和5年11月30日 平成8年9月24日
000028 3000039779 生活協同組合コｰプこうべ コープ高砂 676-0077 高砂市松陽１丁目１０－４３ 794473251 飲食店営業(4)その他 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山　利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目３番１９号 788561003 東播(加健)第401-483 平成29年11月21日 令和5年11月30日 平成8年9月24日
000028 3000039803 喫茶クエルナバカ 676-0077 高砂市松陽４丁目６４４－２ 794472000 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社マダム・ノコ 代表取締役 川口 里香 676-0077 兵庫県高砂市松陽四丁目６４４番地の２ 794472000 東播(加健)第401-205 令和2年7月29日 令和8年8月31日 平成5年6月17日
000028 3000039805 神戸サンドウィッチ工房 676-0808 高砂市神爪１丁目１－１ 794333266 飲食店営業(4)その他 一般 三軒 芳樹 東播(加健)第401-488 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 3000039825 釣吉 676-0808 高砂市神爪１丁目５－１K21ビル 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上野 寿男 東播(加健)第401-456 令和3年10月25日 令和9年11月30日 令和3年10月25日
000028 3000039833 ドイツ菓子ホーゲル 676-0808 高砂市神爪２丁目２－１０ 794317633 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ホーゲル 代表取締役 橋本 芳秋 676-0808 兵庫県高砂市神爪２丁目２－１０ 794317633 東播(加健)第401-570 令和3年11月22日 令和10年11月30日 令和3年11月22日
000028 3000039835 三知 676-0808 高砂市神爪４丁目１０－３ 794315542 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長谷川 良治 東播(加健)第401-342 令和1年10月28日 令和7年11月30日 平成4年11月27日
000028 3000039847 （有）つるし柿給食センタ－ 676-0082 高砂市曽根町１１１６－１ 794475877 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社つるし柿給食センタ－ 代表取締役 柿木 和夫 676-0082 兵庫県高砂市曽根町１１１６－１ 794475877 東播(加健)第401-688 令和5年2月14日 令和11年2月28日 令和5年2月14日
000028 3000039854 末広焼肉店 676-0082 高砂市曽根町２２３９－５ 794471245 飲食店営業(4)その他 一般 新井 二郎 東播(加健)第401-253 平成30年7月24日 令和6年8月31日 平成12年6月2日
000028 3000039903 喫茶　アンディ 676-0082 高砂市曽根町７９９－１ 794471186 飲食店営業(4)その他 一般 大西 計嘉 東播(加健)第401-518 平成30年11月19日 令和6年11月30日 平成12年10月12日
000028 3000039908 トーホーストア曽根店 676-0082 高砂市曽根町９５１－１ 794491565 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社トーホーストア 代表取締役 橋本 博文 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西五丁目９番 788452412 東播(加健)第401-533 令和3年11月11日 令和10年11月30日 令和3年11月11日
000028 3000039909 トーホーストア曽根店 676-0082 高砂市曽根町９５１－１ 794491565 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社トーホーストア 代表取締役 橋本 博文 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西五丁目９番 788452412 東播(加健)第401-534 令和3年11月11日 令和10年11月30日 令和3年11月11日
000028 3000039914 三井住友銀行曽根出張所シダックス店 676-0082 高砂市曽根町字前浜２２４１－２ 794481221 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 シダックスコントラクトフードサービス株式会社 代表取締役 佐藤 好男 182-0021 東京都調布市調布ヶ丘３丁目６－３ 424898914 東播(加健)第401-322 令和3年8月17日 令和10年8月31日 令和3年8月17日
000028 3000039915 関西営繕（株）高砂（営） 676-0082 高砂市曽根町字中濱２８６７－９関西工流（株）高砂熱誠寮内 794473978 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 関西営繕株式会社 代表取締役 高信 善人 660-0834 兵庫県尼崎市北初島町１６－３ 664011235 東播(加健)第401-660 令和4年1月20日 令和11年2月28日 令和4年1月20日
000028 3000039924 膳 676-0812 高砂市中筋１丁目１－１６ 794473811 飲食店営業(4)その他 一般 武田 節子 東播(加健)第401-55 平成29年5月8日 令和5年5月31日 平成11年4月30日
000028 3000039931 レストラン洋食屋 676-0812 高砂市中筋１丁目４－１２ 794481128 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩田 栄一 東播(加健)第401-501 令和4年11月10日 令和10年11月30日 令和4年11月10日
000028 3000039932 川美幾（つみき） 676-0812 高砂市中筋２丁目７－７ 794480976 飲食店営業(4)その他 一般 大田 美也子 東播(加健)第401-227 令和2年8月3日 令和8年8月31日 昭和53年6月29日
000028 3000039958 ラウンジ　ニューピッケル 676-0001 高砂市中島２丁目３－１０ 794435795 飲食店営業(4)その他 一般 髙原 さよ 東播(加健)第401-484 令和2年11月19日 令和8年11月30日 昭和63年10月14日
000028 3000039970 居酒屋とも 676-0001 高砂市中島２丁目４－６１ 4424377 飲食店営業(4)その他 一般 高橋 洋子 東播(加健)第401-65 令和2年5月13日 令和8年5月31日 平成5年4月14日
000028 3000039971 焼鳥かっちゃん 676-0001 高砂市中島２丁目３－１０ 794423280 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 奥村 克彦 東播(加健)第401-354 平成30年8月24日 令和6年8月31日 平成4年6月30日
000028 3000039983 スナック＆カラオケ喫茶  ＮＥＷ　ルビ～ 676-0001 高砂市中島３丁目５９９－３ 794435930 飲食店営業(4)その他 一般 梶田 秀美 東播(加健)第401-381 令和2年10月26日 令和8年11月30日 昭和63年10月31日
000028 3000039992 すみ 676-0074 高砂市梅井１丁目８－３ 794474077 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 廣島 澄 東播(加健)第401-687 令和4年1月31日 令和10年2月29日 令和4年1月31日
000028 3000040011 スナック美奈 676-0804 高砂市美保里２５－２０サンシャイン９１　３０３号 794423035 飲食店営業(4)その他 一般 坂井 美奈子 東播(加健)第401-142 令和3年5月20日 令和9年5月31日 平成9年3月11日
000028 3000040016 釜吉 676-0804 高砂市美保里２５－２３ 794436620 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大林 利雄 東播(加健)第401-556 令和3年1月18日 令和9年2月28日 昭和54年1月30日
000028 3000040020 お好みやきおぼん 676-0804 高砂市美保里２５－２５ 4434370 飲食店営業(4)その他 一般 吉森 ちづ子 東播(加健)第401-32 令和2年4月22日 令和8年5月31日 昭和58年3月9日
000028 3000040024 民芸居酒屋　庄助 676-0804 高砂市美保里２５－２８ 794434916 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 新田 章壱 東播(加健)第401-243 令和4年7月19日 令和10年8月31日 令和4年7月19日
000028 3000040041 喫茶・スナック　智 676-0803 高砂市百合丘１－７０ 794431818 飲食店営業(4)その他 一般 坂本 至孝 東播(加健)第401-89 平成30年5月9日 令和6年5月31日 平成12年5月11日
000028 3000040042 寿司　清 676-0803 高砂市百合丘３－２８ 794431267 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石原 清和 東播(加健)第401-441 令和2年11月9日 令和8年11月30日 昭和53年9月11日
000028 3000040043 寿司清 676-0803 高砂市百合丘３－３６ 794431267 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石原 清和 東播(加健)第401-539 令和3年11月11日 令和9年11月30日 令和3年11月11日
000028 3000040046 居酒屋暴れん坊 676-0806 高砂市米田町塩市２０１－１ショッパーズ山水１０２号 4320017 飲食店営業(4)その他 一般 龍岩 雄治 東播(加健)第401-34 令和2年4月22日 令和8年5月31日 平成5年5月20日
000028 3000040053 珈琲の館亜羅琲珈 676-0802 高砂市米田町古新２７５－２１ 794320802 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佐野 茂 東播(加健)第401-560 平成30年1月19日 令和6年2月29日 昭和51年12月23日
000028 3000040062 福本屋精肉店 676-0808 高砂市米田町神爪１０９－１ 794323846 飲食店営業(4)その他 一般 福本 政敏 東播(加健)第401-757 令和4年2月21日 令和10年2月29日 令和4年2月21日
000028 3000040072 お好み焼　小鳥 676-0808 高砂市神爪１－１－１８ビルＣ 4327852 飲食店営業(4)その他 一般 前田 照美 東播(加健)第401-85 令和2年5月14日 令和8年5月31日 昭和58年3月28日
000028 3000040074 丸山印刷シダックス店 676-0808 高砂市神爪１丁目１１―３３ 794321511 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 シダックスコントラクトフードサービス株式会社 佐藤 好男 182-0021 東京都調布市調布ヶ丘三丁目６番地３ 424898914 東播(加健)第401-654 令和3年2月22日 令和9年2月28日 昭和64年1月6日
000028 3000040081 古谷精肉店 676-0807 高砂市米田町島１２７－３ 794322307 飲食店営業(4)その他 一般 古谷 みのる 東播(加健)第401-580 平成30年1月26日 令和6年2月29日 昭和61年12月5日
000028 3000040083 鮨処　のぞえ 676-0807 高砂市米田町島２６５－８リーベマンション１Ｆ 794315676 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 野添 安弘 東播(加健)第401-269 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 3000040090 ボンファム 676-0807 高砂市米田町島６０－１７ 794329923 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 重國 義樹 東播(加健)第401-307 平成30年8月10日 令和6年8月31日 平成4年7月7日
000028 3000040092 まつぼっくり 676-0807 高砂市米田町島６４ー４ 794332209 飲食店営業(4)その他 一般 松谷 哲二 東播(加健)第401-275 平成29年8月14日 令和5年8月31日 平成11年7月26日
000028 3000040095 一休 676-0805 高砂市米田町米田１０１１－４ 794318903 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮田 敏文 東播(加健)第401-437 令和3年10月15日 令和9年11月30日 令和3年10月15日
000028 3000040098 チゴイネルワイゼン 676-0805 高砂市米田町米田１１０－１ 794324336 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡田 好平 東播(加健)第401-599 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 3000040107 居酒屋 弥貴 676-0805 高砂市米田町米田１１７４－２７ 794331989 飲食店営業(4)その他 一般 川越 昌美 東播(加健)第401-428 平成30年10月12日 令和6年11月30日 平成12年10月18日
000028 3000040130 クラウン 676-0805 高砂市米田町米田２０３－９ 794902722 飲食店営業(4)その他 一般 槌谷 小夜子 東播(加健)第401-243 令和3年7月16日 令和9年8月31日 令和3年7月16日
000028 3000040134 銀や 676-0805 高砂市米田町米田２３７－１ 794329616 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 横山 銀次郎 東播(加健)第401-636 令和5年1月30日 令和11年2月28日 令和5年1月30日
000028 3000040135 バッケンハウス　ミサキ 676-0805 高砂市米田町米田２３７－１ 794330177 飲食店営業(4)その他 一般 御﨑 成人 東播(加健)第401-289 令和1年10月9日 令和7年11月30日 平成7年11月6日
000028 3000040148 焼肉大吉 676-0805 高砂市米田町米田５７２－３ 794310983 飲食店営業(4)その他 一般 長谷川 賢一 東播(加健)第401-318 平成29年8月30日 令和5年8月31日 昭和61年8月29日
000028 3000040153 石 676-0805 高砂市米田町米田８５６－１ 794323396 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松下 ヒロ子 東播(加健)第401-340 令和1年10月28日 令和7年11月30日 平成4年10月8日
000028 3000040155 まるき食堂 676-0805 高砂市米田町米田８７２－５１ 794325251 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北村 春江 東播(加健)第401-181 令和4年5月31日 令和10年5月31日 令和4年5月31日
000028 3000040156 味彩館　みきや 676-0805 高砂市米田町米田８７２－５２ 794313829 飲食店営業(4)その他 一般 春下 栄一 東播(加健)第401-726 令和4年2月7日 令和10年2月29日 令和4年2月7日
000028 3000040160 鮨　いぐち 676-0805 高砂市米田町米田９４２－４ 4315608 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井口 康彦 東播(加健)第401-346 令和2年10月19日 令和8年11月30日 平成8年9月26日
000028 3000040179 特養常寿園事業所 671-0121 高砂市北浜町牛谷７２１－１ 794461165 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＬＥＯＣ 代表取締役 森井 秀和 100-0004 東京都千代田区大手町１丁目１番３号 352208550 東播(加健)第401-555 令和3年11月16日 令和9年11月30日 令和3年11月16日
000028 3000040189 カフェロッジパルチザン 671-0123 高砂市北浜町西浜２５３－１ 792544747 飲食店営業(4)その他 一般 鷲尾 敏樹 東播(加健)第401-106 令和3年5月12日 令和9年5月31日 昭和59年3月1日
000028 3000040196 野路菊 671-0122 高砂市北浜町北脇６２－７ 794545296 飲食店営業(4)その他 一般 住田 勝巳 東播(加健)第401-272 平成29年8月14日 令和5年8月31日 昭和61年8月29日
000028 3000040200 リトルシェフ 676-0002 高砂市末広町２－２ 794427233 飲食店営業(4)その他 一般 三木 隆雄 東播(加健)第401-231 平成29年8月4日 令和5年8月31日 平成11年6月22日
000028 3000040202 宝竜 676-0811 高砂市竜山１丁目３００－３ 794478866 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 位田 喜治 東播(加健)第401-493 令和2年1月24日 令和8年2月28日 平成5年1月8日
000028 3000040217 せらび亭 676-0019 高砂市緑丘２丁目１－４０アスパ高砂内 794442752 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社せらびー 代表取締役 竹内 龍次 655-0872 兵庫県神戸市垂水区塩屋町６－３３－１６ 787523355 東播(加健)第401-141 令和4年5月19日 令和11年5月31日 令和4年5月19日
000028 3000040220 ミスタードーナツ　アスパ高砂ショップ 676-0019 高砂市緑丘２丁目１－４０アスパ高砂内 794442738 飲食店営業(4)その他 一般 三和紙器株式会社 代表取締役 青山 総一郎 661-0952 兵庫県尼崎市椎堂２－１－１ 664926134 東播(加健)第401-128 令和4年5月17日 令和11年5月31日 令和4年5月17日
000028 3000040224 コーヒーギャラリー　ＤＯＬＣＥ(ドルチェ) 676-0019 高砂市緑丘２丁目１５ー１ 794434590 飲食店営業(4)その他 一般 糟谷 園枝 東播(加健)第401-404 平成29年10月30日 令和5年11月30日 平成11年10月27日
000028 3000040226 イオンリテール（株）イオン高砂店  デリカ揚物 676-0019 高砂市緑丘２丁目１番４０号 794442700 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 432126500 東播(加健)第401-37 令和4年4月25日 令和11年5月31日 令和4年4月25日
000028 3000040227 イオンリテール（株）イオン高砂店  デリカ寿司 676-0019 高砂市緑丘２丁目１番４０号 794442700 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 432126500 東播(加健)第401-38 令和4年4月25日 令和11年5月31日 令和4年4月25日
000028 3000040228 イオンリテール（株）イオン高砂店  タンタン（中華そうざい） 676-0019 高砂市緑丘２丁目１番４０号 794442700 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 432126500 東播(加健)第401-39 令和4年4月25日 令和11年5月31日 令和4年4月25日
000028 3000040230 ロゼット 676-0019 高砂市緑丘２丁目６－２５ 794428181 飲食店営業(4)その他 一般 竹内 輝英 東播(加健)第401-300 平成29年8月24日 令和5年8月31日 平成11年7月27日
000028 3000040715 居酒屋しまんちゅう 676-0803 高砂市百合丘１２７－８ 794423089 飲食店営業(4)その他 一般 堀口 強 東播(加健)第401-31 平成31年4月24日 令和7年5月31日 平成13年4月16日
000028 3000040716 韓国料理あみ 676-0038 高砂市高砂町栄町３７０－１３ 飲食店営業(4)その他 一般 呉島 清子 東播(加健)第401-121 令和1年5月23日 令和7年5月31日 平成13年4月16日
000028 3000040717 サントリープロダクツ株式会社　高砂工場 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目２－１ 794442900 酒類製造業 一般 サントリープロダクツ株式会社 代表取締役 吉村 孝博 108-0023 東京都港区芝浦三丁目１番１号 332757330 東播(加健)第420-1 令和4年5月12日 令和11年5月31日 令和4年5月12日
000028 3000040777 トーホーストア高砂店 676-0011 高砂市荒井町小松原３丁目３－３０ 794437700 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社トーホーストア 代表取締役 橋本 博文 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西五丁目９番 788452412 東播(加健)第401-369 令和4年8月26日 令和11年8月31日 令和4年8月26日
000028 3000040780 トーホーストア高砂店 676-0011 高砂市荒井町小松原３丁目３－３０ 794437700 魚介類販売業 一般 株式会社トーホーストア 代表取締役 橋本 博文 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西五丁目９番 788452412 東播(加健)第404-13 令和4年8月26日 令和11年8月31日 令和4年8月26日
000028 3000040781 トーホーストア高砂店 676-0011 高砂市荒井町小松原３丁目３－３０ 794437700 食肉販売業 一般 株式会社トーホーストア 代表取締役 橋本 博文 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西五丁目９番 788452412 東播(加健)第403-23 令和4年8月26日 令和11年8月31日 令和4年8月26日
000028 3000040784 トーホーストア高砂店 676-0011 高砂市荒井町小松原３丁目３－３０ 794437700 そうざい製造業 一般 株式会社トーホーストア 代表取締役 橋本 博文 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西五丁目９番 788452412 東播(加健)第424-14 令和4年8月26日 令和11年8月31日 令和4年8月26日
000028 3000040820 カラオケ喫茶ひまわり 676-0814 高砂市春日野町２９６７－１ 794487682 飲食店営業(4)その他 一般 天川 季業 東播(加健)第401-378 令和1年11月11日 令和7年11月30日 平成13年10月31日
000028 3000040825 フードショップ　キザワ 676-0082 高砂市曽根町１０４９－７ 794480282 魚介類販売業 一般 有限会社キザワ 代表取締役 木澤 一平 676-0082 兵庫県高砂市曽根町１０４９－７ 794480283 東播(加健)第429-28 令和1年11月18日 令和7年11月30日 平成13年11月6日
000028 3000040836 シェＭ　ナガツマ 676-0013 高砂市荒井町蓮池３丁目５－５ 794424227 菓子製造業 一般 有限会社ナガツマ洋菓子店 代表取締役 長妻 雅之 676-0013 兵庫県高砂市荒井町蓮池３丁目５-５ 794424227 東播(加健)第403-56 令和1年11月20日 令和7年11月30日 平成13年11月22日
000028 3000040837 シェＭ　ナガツマ 676-0013 高砂市荒井町蓮池３丁目５－５ 794424227 喫茶店営業 一般 有限会社ナガツマ洋菓子店 代表取締役 長妻 雅之 676-0013 兵庫県高砂市荒井町蓮池３丁目５-５ 794424227 東播(加健)第402-61 令和1年11月20日 令和7年11月30日 平成13年11月22日



000028 3000040839 めんくい亭 676-0011 高砂市荒井町小松原３丁目３-３１ 794425778 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ㈱アカイ工務店 代表取締役 赤井 惣太郎 676-0011 兵庫県高砂市荒井町小松原３丁目１７－１８ 794425778 東播(加健)第401-310 令和1年10月21日 令和7年11月30日 平成13年11月22日
000028 3000040873 欅通り 676-0017 高砂市荒井町東本町２５－２２ 794422627 飲食店営業(4)その他 一般 多田 八重子 東播(加健)第401-498 令和2年1月29日 令和8年2月28日 平成13年12月25日
000028 3000040893 いい友 676-0015 高砂市荒井町紙町２６－１５ 794437670 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 金本 幸子 東播(加健)第401-558 令和2年2月19日 令和8年2月28日 平成14年2月8日
000028 3000040894 お食事処えんや 676-0077 高砂市松陽１丁目９－１３ 794483301 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 満江 明美 東播(加健)第401-501 令和2年1月29日 令和8年2月28日 平成14年2月15日
000028 3000040993 カラオケまゆ 676-0805 高砂市米田町米田２０７－１５ 飲食店営業(4)その他 一般 中尾 絹代 東播(加健)第401-579 令和2年2月27日 令和8年2月28日 平成14年2月28日
000028 3000041138 オリビン 676-0805 高砂市米田町米田２５９－２ 794332118 飲食店営業(4)その他 一般 烏野 さちよ 東播(加健)第401-40 令和2年4月22日 令和8年5月31日 平成14年3月6日
000028 3000041513 ギャラリー鹿野苑 676-0077 高砂市松陽４丁目７１７ 794462490 飲食店営業(4)その他 一般 石田 真帆 東播(加健)第401-111 令和2年5月19日 令和8年5月31日 平成14年3月13日
000028 3000041551 カラオケサロン美銀 676-0805 高砂市米田町米田１１８－５ 4322328 飲食店営業(4)その他 一般 赤松 美和子 東播(加健)第401-98 令和2年5月18日 令和8年5月31日 平成14年3月18日
000028 3000041629 居酒屋恋平 676-0805 高砂市米田町米田７２２－３６ 794319039 飲食店営業(4)その他 一般 金本 清美 東播(加健)第401-97 令和2年5月18日 令和8年5月31日 平成14年3月29日
000028 3000041638 ＢＡＲ　Ｍｏｏｎ　Ｃａｔ 676-0804 高砂市美保里２５－２０サンシャイン９１　４０１号 794427238 飲食店営業(4)その他 一般 清水 博之 東播(加健)第401-43 令和2年4月22日 令和8年5月31日 平成14年4月12日
000028 3000041695 デイサービスセンター高砂げんき村 676-0072 高砂市伊保港町１丁目１－７ 794465050 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ウオクニ株式会社 代表取締役 野々村 充教 657-0842 兵庫県神戸市灘区船寺通四丁目５番１６号 788017755 東播(加健)第401-266 平成28年7月20日 令和5年8月31日 平成14年7月2日
000028 3000041697 デイサービスセンター高砂げんき村喫茶 676-0072 高砂市伊保港町１丁目１－７ 794465050 飲食店営業(4)その他 一般 医療法人　共立会 理事長 中尾 芳奈 675-0054 兵庫県加古川市米田町平津５９６ 794310234 東播(加健)第401-242 令和2年8月7日 令和8年8月31日 平成14年7月2日
000028 3000041703 和膳　松たに 676-0801 高砂市米田町米田新２０－１ 794322345 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松谷 顕 東播(加健)第401-245 令和2年8月7日 令和8年8月31日 平成14年7月16日
000028 3000041713 カラオケ喫茶（ケイ） 676-0805 高砂市米田町米田１１８－５双城テナント１－Ｂ 794313730 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 恵子 東播(加健)第401-234 令和2年8月5日 令和8年8月31日 平成14年7月22日
000028 3000041721 喫茶・定食　向日葵 676-0016 高砂市荒井町扇町１５－９フタミビル１Ｆ 794428568 飲食店営業(4)その他 一般 森定 香江 東播(加健)第401-256 令和2年8月7日 令和8年8月31日 平成14年8月7日
000028 3000041728 すまいる 676-0082 高砂市曽根町２２８４山陽曽根駅前総合市場内 794461338 飲食店営業(4)その他 一般 酒井 サクミ 東播(加健)第401-268 令和2年8月13日 令和8年8月31日 平成14年8月26日
000028 3000041766 餃子の王将高砂店 676-0077 高砂市松陽４丁目６４３ 794495252 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ペルゴ 代表取締役 小林 康浩 670-0976 兵庫県姫路市中地１８８－１ 792934064 東播(加健)第401-379 令和2年10月26日 令和8年11月30日 平成14年10月16日
000028 3000041795 串揚げ　きままや 676-0005 高砂市荒井町御旅１－４－５カドヤビル１０５号 794438515 飲食店営業(4)その他 一般 西村 昭人 東播(加健)第401-551 令和3年1月18日 令和9年2月28日 平成14年12月2日
000028 3000041814 タカショク 676-0061 高砂市高砂町農人町１７８５ 794432008 そうざい製造業 一般 永野 冨美子 東播(加健)第409-10 令和3年1月18日 令和9年2月28日 平成14年12月11日
000028 3000041815 タカショク 676-0061 高砂市高砂町農人町１７８５ 794432008 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 永野 冨美子 東播(加健)第401-555 令和3年1月18日 令和9年2月28日 平成14年12月11日
000028 3000041823 カラオケ　笑み 676-0816 高砂市金ケ田町５―３３ 794476725 飲食店営業(4)その他 一般 長尾 克彦 東播(加健)第401-530 令和3年1月13日 令和9年2月28日 平成14年12月18日
000028 3000041840 （有）ふじとよ 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀２０２１ 794482339 魚介類販売業 一般 有限会社ふじとよ 代表取締役 藤井 英俊 676-0827 兵庫県高砂市阿弥陀町阿弥陀２０２１ 794482339 東播(加健)第404-25 令和5年2月9日 令和10年2月29日 令和5年2月9日
000028 3000041907 竹葉 676-0038 高砂市高砂町栄町３１８ 794420118 飲食店営業(4)その他 一般 渡邉 豊美 東播(加健)第401-34 令和3年4月25日 令和9年5月31日 平成15年4月14日
000028 3000041913 炭焼備長 676-0001 高砂市中島２丁目５４４―６ 794432339 飲食店営業(4)その他 一般 藤本 年樹 東播(加健)第401-33 令和3年4月25日 令和9年5月31日 平成15年4月25日
000028 3000041914 Ｏホテル高砂 676-0021 高砂市高砂町朝日町２丁目７―１１ 794438008 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社石原商店 代表取締役 石原 熊太郎 678-0006 兵庫県相生市本郷町１１―７ 791220029 東播(加健)第401-69 令和3年4月28日 令和9年5月31日 平成15年4月30日
000028 3000041938 お魚と肉　居酒屋だい 676-0001 高砂市中島２丁目３―６ 794432643 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ㈲ワールド 取締役 萬山 大 676-0001 兵庫県高砂市中島２丁目３―６ 794432643 東播(加健)第401-174 令和3年5月28日 令和9年5月31日 平成15年5月30日
000028 3000041945 喫茶　たから 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀１１６９－６ 794484128 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮永 ひで子 東播(加健)第401-341 令和3年8月27日 令和9年8月31日 令和3年8月27日
000028 3000041949 八重垣 676-0001 高砂市中島２丁目３―１０２号室 794426776 飲食店営業(4)その他 一般 上村 豊子 東播(加健)第401-292 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 3000041956 喫茶マルマン 676-0808 高砂市神爪１丁目１５―５ 794329726 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 伊藤 節子 東播(加健)第401-370 令和3年8月31日 令和9年8月31日 令和3年8月31日
000028 3000041987 じゅぽん　カラオケ喫茶 676-0022 高砂市高砂町浜田町１丁目２―１８ 794430240 飲食店営業(4)その他 一般 白川 清子 東播(加健)第401-242 令和3年7月19日 令和9年8月31日 令和3年7月19日
000028 3000042024 マルアイ大塩店 671-0123 高砂市北浜町西浜１２０８－１０ 792478270 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第401-454 平成29年11月8日 令和6年11月30日 平成15年10月31日
000028 3000042025 マルアイ大塩店 671-0123 高砂市北浜町西浜１２０８－１０ 792478270 食肉販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第427-39 平成29年11月8日 令和6年11月30日 平成15年10月31日
000028 3000042026 マルアイ大塩店 671-0123 高砂市北浜町西浜１２０８－１０ 792478270 魚介類販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第429-34 平成29年11月8日 令和6年11月30日 平成15年10月31日
000028 3000042037 い酒屋　浜咲 676-0808 高砂市神爪１丁目３－７ノースビル１Ｆ 794310555 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 濱咲 文樹 東播(加健)第401-498 令和3年11月2日 令和9年11月30日 令和3年11月2日
000028 3000042046 レストラン　メゾンドール 676-0825 高砂市阿弥陀町北池３０９－４ 794460523 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松本 高幸 東播(加健)第401-579 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 3000042047 喫茶スナック　for you 676-0004 高砂市荒井町千鳥３丁目７－９ 794424105 飲食店営業(4)その他 一般 松浦 次郎 東播(加健)第401-518 令和3年11月2日 令和9年11月30日 令和3年11月2日
000028 3000042049 焼とり　ゆう作 676-0805 高砂市米田町米田９１－２ウッディプレイス１－Ａ 794314578 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木村 勇作 東播(加健)第401-716 令和4年2月4日 令和10年2月29日 令和4年2月4日
000028 3000042069 さくら 676-0018 高砂市荒井町若宮町１３－１３ 飲食店営業(4)その他 一般 上山 真弓 東播(加健)第401-770 令和4年2月24日 令和10年2月29日 令和4年2月24日
000028 3000042103 セブンイレブン高砂荒井駅前店 676-0016 高砂市荒井町扇町２０－２５ 794430667 飲食店営業(4)その他 一般 近藤 多恵子 東播(加健)第401-626 平成30年2月7日 令和7年2月28日 平成16年2月23日
000028 3000042147 ＡＧＣ（株）松陽寮食堂 676-0076 高砂市伊保崎３丁目１１－１ 794488112 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＬＥＯＣ 代表取締役 森井 秀和 100-0004 東京都千代田区大手町一丁目１番３号 352208550 東播(加健)第401-102 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 3000042148 うお仙 676-0082 高砂市曽根町松東４２３－８ 794474016 魚介類販売業 一般 桶谷 義弘 東播(加健)第404-2 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 3000042149 旭クラブ会館 676-0075 高砂市伊保崎南１６－１３ 794470019 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＬＥＯＣ 代表取締役 森井 秀和 100-0004 東京都千代田区大手町一丁目１番３号 352208550 東播(加健)第401-158 令和4年5月25日 令和10年5月31日 令和4年5月25日
000028 3000042191 お好み焼き　あき 676-0001 高砂市中島３丁目５９９－３ 794438127 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 金庄 銀秀 東播(加健)第401-47 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 3000042192 小麦の森　高砂店 676-0077 高砂市松陽１丁目１０番４３号 794473251 菓子製造業 一般 株式会社コープベーカリー 代表取締役 緑 淳史 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西２－１ 788571414 東播(加健)第403-19 平成30年5月16日 令和7年5月31日 平成16年4月14日
000028 3000042193 小麦の森　高砂店 676-0077 高砂市松陽１丁目１０番４３号 794473251 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社コープベーカリー 代表取締役 緑 淳史 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西２－１ 788571414 東播(加健)第401-122 平成30年5月16日 令和7年5月31日 平成16年4月14日
000028 3000042216 ミスタードーナツ　アスパ高砂ショップ 676-0019 高砂市緑丘２丁目１－４０アスパ高砂内 794442738 菓子製造業 一般 三和紙器株式会社 代表取締役 青山 総一郎 661-0952 兵庫県尼崎市椎堂２－１－１ 664926134 東播(加健)第410-16 令和4年5月17日 令和11年5月31日 令和4年5月17日
000028 3000042228 鉄板幸房　弐伍屋 676-0077 高砂市松陽１丁目１３－１ 794465572 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 黒瀬 幸子 東播(加健)第401-283 令和4年8月1日 令和10年8月31日 令和4年8月1日
000028 3000042268 居酒屋おーちゃん 676-0805 高砂市米田町米田８８－２ウッディプレイスＲ１Ｆ 794332134 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大谷 昭慶 東播(加健)第401-262 令和4年7月21日 令和10年8月31日 令和4年7月21日
000028 3000042270 貴美 676-0801 高砂市米田町米田新２３－１ 794324357 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 崔 京和 東播(加健)第401-332 令和4年8月10日 令和10年8月31日 令和4年8月10日
000028 3000042271 介護老人保健施設　高砂白寿苑 671-0123 高砂市北浜町西浜字峠山７７３－１ 792479811 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小野マルタマフーズ㈱ 代表取締役 畑 昭身 675-1367 兵庫県小野市敷地町１４１２－１ 794631110 東播(加健)第401-287 平成30年7月30日 令和7年8月31日 平成16年7月22日
000028 3000042296 デイリーヤマザキ高砂荒井店 676-0011 高砂市荒井町小松原２丁目５－５ 794427833 飲食店営業(4)その他 一般 山崎製パン株式会社 代表取締役 飯島 延浩 101-8585 東京都千代田区岩本町３丁目１０－１ 338643111 東播(加健)第401-558 令和4年11月29日 令和10年11月30日 令和4年11月29日
000028 3000042299 酒家　山葵 676-0808 高砂市神爪１丁目３－７万統ビル１Ｆ 794327400 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西嶋 浩 東播(加健)第401-502 令和4年11月10日 令和10年11月30日 令和4年11月10日
000028 3000042306 お好み焼　つくし 676-0082 高砂市曽根町３０４５－１ 794465262 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 東山 信子 東播(加健)第401-535 令和4年11月22日 令和10年11月30日 令和4年11月22日
000028 3000042312 駅前食堂 676-0016 高砂市荒井町扇町１９－１ 794586091 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鵜飼 誠也 東播(加健)第401-642 令和5年2月1日 令和11年2月28日 令和5年2月1日
000028 3000042315 ゆう 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀１０３７－４ 794487788 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 石山 雄大 東播(加健)第401-641 令和5年1月31日 令和11年2月28日 令和5年1月31日
000028 3000042328 レストラントーヨー　樹家 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀１２０３ 794471271 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社トーヨー 代表取締役 花畑 健二郎 671-0221 兵庫県姫路市別所町別所五丁目１００番地アヴニール１０１ 794471271 東播(加健)第401-691 令和5年2月15日 令和11年2月28日 令和5年2月15日
000028 3000042329 喫茶のじぎく 676-0082 高砂市曽根町８０３－４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 原野 真美 東播(加健)第401-654 令和5年2月2日 令和11年2月28日 令和5年2月2日
000028 3000042345 ごんママのキムチ 676-0805 高砂市米田町米田３９９－２ 794321678 飲食店営業(4)その他 一般 辛 虎基 東播(加健)第401-622 令和5年1月19日 令和11年2月28日 令和5年1月19日
000028 3000042354 スナック　あい 676-0022 高砂市高砂町浜田町２丁目９－１６ 794427875 飲食店営業(4)その他 一般 早田 知子 東播(加健)第401-651 令和5年2月2日 令和11年2月28日 令和5年2月2日
000028 3000042370 ＮＡＫＡＮＯ 676-0038 高砂市高砂町栄町３１８－１６ 794426565 飲食店営業(4)その他 一般 中野 剛 東播(加健)第401-77 平成29年5月15日 令和5年5月31日 平成17年3月7日
000028 3000042410 ＨＩＭＡＷＡＲＩ 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５２－１９ 794246837 飲食店営業(4)その他 一般 福元 明美 東播(加健)第401-59 平成29年5月8日 令和5年5月31日 平成17年4月5日
000028 3000042417 カラオケキッサ　ねいろ 676-0077 高砂市松陽１丁目９番１３－１ 794487665 飲食店営業(4)その他 一般 西山 好子 東播(加健)第401-40 平成29年5月1日 令和5年5月31日 平成17年4月13日
000028 3000042419 キャロル 675-0038 加古川市加古川町木村９９－１ 794217299 菓子製造業 一般 生柄 絹代 東播(加健)第410-4 令和5年4月17日 令和11年5月31日 令和5年4月17日
000028 3000042424 食堂銀シャリ　ぱっぱ屋 675-0115 加古川市平岡町一色９３番地 794372744 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社八角 代表取締役 大西 慎也 675-0033 兵庫県加古川市加古川町南備後４５－１ 794565757 東播(加健)第401-86 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 3000042426 味見亭 676-0082 高砂市曽根町２２４２－５ 794473693 飲食店営業(4)その他 一般 奥 龍哉 東播(加健)第401-106 令和1年5月20日 令和7年5月31日 平成17年4月20日
000028 3000042427 味見亭 676-0082 高砂市曽根町２２４２－５ 794473693 食肉処理業 一般 奥 龍哉 東播(加健)第426-3 令和1年5月20日 令和7年5月31日 平成17年4月20日
000028 3000042428 味見亭 676-0082 高砂市曽根町２２４２－５ 794473693 食肉販売業 一般 奥 龍哉 東播(加健)第427-8 令和1年5月20日 令和7年5月31日 平成17年4月20日
000028 3000042464 縁 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７５－１２ＳＴビル１Ｆ 794272137 飲食店営業(4)その他 一般 矢野 裕子 東播(加健)第401-44 平成29年5月2日 令和5年5月31日 平成17年5月2日
000028 3000042482 スナック　魔人ＢＯＯ 676-0016 高砂市荒井町扇町１９－７カドヤビル２Ｆ　Ｄ号 794440067 飲食店営業(4)その他 一般 岩山 みゆき 東播(加健)第401-70 令和5年4月25日 令和11年5月31日 令和5年4月25日
000028 3000042486 スシロー　高砂店 676-0077 高砂市松陽４丁目６４０ 794467682 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社あきんどスシロー 代表取締役 新居 耕平 564-0063 大阪府吹田市江坂町１丁目２２番２号 663681001 東播(加健)第401-149 平成30年5月23日 令和6年5月31日 平成17年5月19日
000028 3000042487 居酒屋　とり物語 675-0332 加古川市志方町横大路３２－２ 794522292 飲食店営業(4)その他 一般 大浦 正彦 東播(加健)第401-9 平成29年4月10日 令和5年5月31日 平成17年5月18日
000028 3000042498 有限会社下村正之商店 675-0063 加古川市加古川町平野２０６ 794265858 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社下村正之商店 代表取締役 卜部 友貴 675-0063 兵庫県加古川市加古川町平野２０６ 794265858 東播(加健)第401-28 令和5年4月17日 令和11年5月31日 令和5年4月17日
000028 3000042503 すし官太　加古川店 675-0057 加古川市東神吉町神吉７３３－１ 794331218 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社カネミツ食品 代表取締役 清水 明 670-0802 兵庫県姫路市砥堀２９７番地の４ 792642303 東播(加健)第401-70 平成29年5月11日 令和5年5月31日 平成17年5月25日
000028 3000042505 ウオクニ（株）東播支店　特調 675-0137 加古川市金沢町１７ 794242258 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 ウオクニ株式会社 代表取締役 野々村 充教 657-0842 兵庫県神戸市灘区船寺通４丁目５番１６号 788019413 東播(加健)第401-59 令和1年5月16日 令和8年5月31日 平成17年5月27日
000028 3000042535 加古川ケータリング東加古川店 675-0102 加古川市平岡町西谷２４－１ 794205969 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社大和生研 代表取締役 山下 裕史 670-0936 兵庫県姫路市古二階町６３ 792890117 東播(加健)第401-177 令和1年7月22日 令和8年8月31日 平成17年6月2日
000028 3000042536 炭焼工房　さくら屋 675-0039 加古川市加古川町粟津７４－１８ル・シャブラ粟津１０２号 794540044 飲食店営業(4)その他 一般 高橋 昌彦 東播(加健)第401-208 平成29年7月31日 令和5年8月31日 平成17年6月6日
000028 3000042543 ジョイフル　高砂阿弥陀店 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀字松ノ内１９１７－２ 794467033 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ジョイフル関西 代表取締役 松元 隆彰 870-0141 大分県大分市三川新町一丁目１番４５号 975517131 東播(加健)第401-220 令和1年8月6日 令和8年8月31日 平成17年6月13日
000028 3000042545 スパール 675-0044 加古川市西神吉町大国６７０－１７ 794318078 飲食店営業(4)その他 一般 荒木 幹彦 東播(加健)第401-190 平成29年7月13日 令和5年8月31日 平成17年6月14日
000028 3000042552 Ａｎｎｅのお菓子♪ 676-0806 高砂市米田町塩市７９－６ 794311728 菓子製造業 一般 谷川 晶子 東播(加健)第403-24 平成29年8月7日 令和5年8月31日 平成17年6月20日
000028 3000042553 マルアイ東加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家１５８８番地１９ 794276850 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第401-221 令和1年8月8日 令和8年8月31日 平成17年6月22日
000028 3000042554 マルアイ東加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家１５８８番地１９ 794276850 食肉販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第427-17 令和1年8月8日 令和8年8月31日 平成17年6月22日
000028 3000042555 マルアイ東加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家１５８８番地１９ 794276850 魚介類販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第429-9 令和1年8月8日 令和8年8月31日 平成17年6月22日
000028 3000042567 ぐちゅぷるん 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７９－１スカイプラザビル１ＦＤ号室 794260557 飲食店営業(4)その他 一般 高橋 一泰 東播(加健)第401-238 平成29年8月4日 令和5年8月31日 平成17年6月30日
000028 3000042568 ハヴフーズ株式会社 675-0332 加古川市志方町横大路１４５番地の１ 794525151 食肉販売業 一般 ハヴフーズ株式会社 代表取締役 楠原 祐明 675-0332 兵庫県加古川市志方町横大路１４５番地１ 794525151 東播(加健)第427-20 平成29年8月10日 令和5年8月31日 平成17年6月30日
000028 3000042593 モスバーガー　アイ・モール高砂店 676-0807 高砂市米田町島８３－１ 794317671 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 モンド有限会社 取締役 高橋 秀司 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町４７－６ 794218480 東播(加健)第401-217 令和1年8月6日 令和8年8月31日 平成17年7月14日
000028 3000042594 サーティワンアイスクリーム  アイ・モール高砂 676-0807 高砂市米田町島８３－１ 794316133 喫茶店営業 一般 モンド有限会社 代表取締役 高橋 秀司 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町４７－６ 794218480 東播(加健)第402-31 令和1年8月1日 令和8年8月31日 平成17年7月14日
000028 3000042595 サーティワンアイスクリーム  アイ・モール高砂 676-0807 高砂市米田町島８３－１ 794316133 菓子製造業 一般 モンド有限会社 代表取締役 高橋 秀司 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町４７－６ 794218480 東播(加健)第403-26 令和1年8月1日 令和8年8月31日 平成17年7月14日
000028 3000042625 Ｃａｆｅ　Ｃｒｅｓｃｅｒｅ！ 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２６２－１１Ｆ東 794272116 飲食店営業(4)その他 一般 上野 尚美 東播(加健)第401-261 平成29年8月10日 令和5年8月31日 平成17年7月27日
000028 3000042626 Ｃａｆｅ　Ｃｒｅｓｃｅｒｅ！ 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２６２－１１Ｆ東 794272116 菓子製造業 一般 上野 尚美 東播(加健)第403-26 平成29年8月10日 令和5年8月31日 平成17年7月27日
000028 3000042630 ㈱カネカ　高砂工業所 676-0027 高砂市高砂町宮前町１－８ 794452500 マーガリン又はショートニング製造業 一般 株式会社カネカ 代表取締役社長 田中 稔 530-0005 大阪府大阪市北区中之島２丁目３－１８ 662265050 東播(加健)第432-1 令和1年8月5日 令和8年8月31日 平成17年7月22日
000028 3000042641 太助 676-0803 高砂市百合丘２－１２ 794421668 飲食店営業(4)その他 一般 福井 雅彦 東播(加健)第401-317 平成29年8月29日 令和5年8月31日 平成17年8月4日
000028 3000042657 ひゃく 675-0151 加古郡播磨町野添１６６１－７立花商会ビル１Ｆ 789445553 飲食店営業(4)その他 一般 宇野 尚子 東播(加健)第401-244 平成29年8月7日 令和5年8月31日 平成17年8月23日
000028 3000042658 居酒屋　千 675-0101 加古川市平岡町新在家１０９７　木戸ハイツ 飲食店営業(4)その他 一般 池田 八千代 東播(加健)第401-294 平成29年8月23日 令和5年8月31日 平成17年8月24日
000028 3000042659 麺工房　おおにし 675-0019 加古川市野口町水足１３０ 794260550 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社大西食品 代表取締役 大西 信裕 675-0019 兵庫県加古川市野口町水足１３０ 794260550 東播(加健)第401-299 平成29年8月25日 令和5年8月31日 平成17年8月25日
000028 3000042669 カフェ・スタジオ２１ 675-0031 加古川市加古川町北在家２００９ 794254949 飲食店営業(4)その他 一般 吉田 治美 東播(加健)第401-250 平成29年8月8日 令和5年8月31日 平成17年8月30日
000028 3000042680 ファミリーマート高砂朝日町店 676-0021 高砂市高砂町朝日町２丁目３番１６号 794440888 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社サンフィールド 代表取締役 三野 卓志 676-0021 兵庫県高砂市高砂町朝日町２丁目３番１６号 794440888 東播(加健)第401-410 平成29年11月1日 令和5年11月30日 平成17年9月13日
000028 3000042695 お食事処・居酒屋　わらじ家 676-0016 高砂市荒井町扇町２０－１１ 794426980 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 奈良 哲也 東播(加健)第401-409 平成29年11月1日 令和5年11月30日 平成17年9月20日
000028 3000042698 ａｄａｇｉｏ 676-0014 高砂市荒井町日之出町１－３５ 794437347 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平位 佳子 東播(加健)第401-416 平成29年11月1日 令和5年11月30日 平成17年9月20日
000028 3000042699 カラオケ喫茶　恭 676-0805 高砂市米田町米田２５１－３ 794313215 飲食店営業(4)その他 一般 森澤 恭子 東播(加健)第401-431 平成29年11月2日 令和5年11月30日 平成17年9月20日
000028 3000042709 加古川ケータリング北加古川店 675-1205 加古川市八幡町中西条９２８－１ 794305969 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社大和生研 代表取締役 山下 裕史 670-0936 兵庫県姫路市古二階町６３番地 792890117 東播(加健)第401-300 令和1年10月16日 令和8年11月30日 平成17年9月26日
000028 3000042720 ローソン東加古川平岡町店 675-0103 加古川市平岡町高畑字西ノ谷２０９番４ 794271206 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社アールエムユー 取締役 山田 勇 679-0212 兵庫県加東市下滝野５７０ 795484170 東播(加健)第401-399 平成29年10月27日 令和5年11月30日 平成17年10月3日
000028 3000042736 スシロー　播磨店 675-0159 加古郡播磨町東野添１丁目１５－１ 789491076 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社あきんどスシロー 代表取締役 新居 耕平 564-0063 大阪府吹田市江坂町１丁目２２番２号 663681001 東播(加健)第401-462 平成29年11月13日 令和5年11月30日 平成17年10月4日
000028 3000042741 いろは食品 676-0063 高砂市高砂町次郎助町１５７８ 794420172 食肉処理業 一般 藤本 明久 東播(加健)第426-3 平成29年10月31日 令和5年11月30日 平成17年10月7日
000028 3000042742 いろは食品 676-0063 高砂市高砂町次郎助町１５７８ 794420172 食肉販売業 一般 藤本 明久 東播(加健)第427-34 平成29年10月31日 令和5年11月30日 平成17年10月7日
000028 3000042746 まんのう屋 675-1115 加古郡稲美町国岡１丁目８０番地 794922558 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 尾﨑 幸一 東播(加健)第401-472 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成17年10月12日
000028 3000042748 ハナフサ産業株式会社 675-1205 加古川市八幡町中西条４１０ 794380009 菓子製造業 一般 ハナフサ産業株式会社 代表取締役 花房 景造 675-1205 兵庫県加古川市八幡町中西条４１０ 794380009 東播(加健)第403-53 平成29年10月27日 令和5年11月30日 平成17年10月11日
000028 3000042752 餃子の王将 676-0807 高砂市米田町島３８番地ｲｵﾝ・ｱｲﾓｰﾙ高砂ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ宝殿店 794338233 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社王将フードサービス 代表取締役 渡邊 直人 607-8307 京都府京都市山科区西野山射庭ノ上町２９４－１ 755921411 東播(加健)第401-401 平成29年11月1日 令和5年11月30日 平成17年10月12日
000028 3000042754 マックスバリュ宝殿店 676-0807 高砂市米田町島３８番地 794334113 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第403-66 平成29年11月24日 令和5年11月30日 平成17年10月14日
000028 3000042755 マックスバリュ宝殿店 676-0807 高砂市米田町島３８番地 794334113 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第401-504 平成29年11月24日 令和5年11月30日 平成17年10月14日
000028 3000042759 焼肉籠屋八兵衛高砂店 676-0077 高砂市松陽２丁目８６番地１ 794462917 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ペルゴ 代表取締役 小林 康浩 670-0976 兵庫県姫路市中地１８８－１ 792934064 東播(加健)第401-449 平成29年11月9日 令和5年11月30日 平成17年10月13日
000028 3000042760 マックスバリュ宝殿店 676-0807 高砂市米田町島３８番地 794334113 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第401-501 平成29年11月24日 令和5年11月30日 平成17年10月14日
000028 3000042761 マックスバリュ宝殿店 676-0807 高砂市米田町島３８番地 794334113 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第401-502 平成29年11月24日 令和5年11月30日 平成17年10月14日



000028 3000042762 マックスバリュ宝殿店 676-0807 高砂市米田町島３８番地 794334113 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第401-503 平成29年11月24日 令和5年11月30日 平成17年10月14日
000028 3000042763 マックスバリュ宝殿店 676-0807 高砂市米田町島３８番地 794334113 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第429-37 平成29年11月24日 令和5年11月30日 平成17年10月14日
000028 3000042764 マックスバリュ宝殿店 676-0807 高砂市米田町島３８番地 794334113 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第427-48 平成29年11月24日 令和5年11月30日 平成17年10月14日
000028 3000042775 ヤマダ　北野店 675-0011 加古川市野口町北野１１５４－１７ 794561288 菓子製造業 一般 ヤマダストアー株式会社 代表取締役 山田 和弘 671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤４９５番地１ 792773890 東播(加健)第403-49 平成29年10月19日 令和5年11月30日 平成17年10月17日
000028 3000042776 ヤマダ　北野店 675-0011 加古川市野口町北野１１５４－１７ 794561288 飲食店営業(4)その他 一般 ヤマダストアー株式会社 代表取締役 山田 和弘 671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤４９５番地１ 792773890 東播(加健)第401-380 平成29年10月19日 令和5年11月30日 平成17年10月17日
000028 3000042794 カラオケ喫茶　はまゆう 676-0805 高砂市米田町米田９４２－７ 794332644 飲食店営業(4)その他 一般 西村 幸子 東播(加健)第401-419 平成29年11月2日 令和5年11月30日 平成17年10月27日
000028 3000042807 ＰＡＩＮ　ＤＥ　ＮＯＢＵ 675-1122 加古郡稲美町中村８５８－４ 794922275 飲食店営業(4)その他 一般 中谷 信雄 東播(加健)第401-476 平成29年11月17日 令和5年11月30日 平成17年11月2日
000028 3000042808 ＰＡＩＮ　ＤＥ　ＮＯＢＵ 675-1122 加古郡稲美町中村８５８－４ 794922275 菓子製造業 一般 中谷 信雄 東播(加健)第403-61 平成29年11月17日 令和5年11月30日 平成17年11月2日
000028 3000042819 くら寿司　アイモール高砂店 676-0807 高砂市米田町島２５番地Ｃ－１ 794325722 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 くら寿司株式会社 代表取締役 田中 邦彦 599-8253 大阪府堺市中区深阪一丁２番２号 722398071 東播(加健)第401-478 平成29年11月20日 令和5年11月30日 平成17年11月7日
000028 3000042824 さのや 675-0144 加古郡播磨町北本荘２丁目３－６－１ 794367016 飲食店営業(4)その他 一般 佐野 正夫 東播(加健)第401-392 平成29年10月25日 令和5年11月30日 平成17年11月10日
000028 3000042826 わくら 676-0822 高砂市阿弥陀町魚橋１０７６－２ 794465710 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 東播(加健)第401-513 平成29年11月27日 令和5年11月30日 平成17年11月10日
000028 3000042836 ホテル　山荘 675-0007 加古川市神野町西之山１６４番地 794233771 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社メック 代表取締役 穐山 茂 652-0822 兵庫県神戸市兵庫区西出町５番地の５ 786721281 東播(加健)第401-456 平成29年11月9日 令和5年11月30日 平成17年11月14日
000028 3000042857 居酒屋　伸 676-0805 高砂市米田町米田２００－１ 794330608 飲食店営業(4)その他 一般 岸本 伸一 東播(加健)第401-393 平成29年10月25日 令和5年11月30日 平成17年11月18日
000028 3000042859 本家さぬきや　加古川店 675-0023 加古川市尾上町池田６３５－４８あかねの湯内 794560006 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社フラット・フィールド・オペレーションズ 代表取締役 平野 誠 595-0031 大阪府泉大津市我孫子１２９ 725206011 東播(加健)第401-440 平成29年11月8日 令和5年11月30日 平成17年11月22日
000028 3000042865 たんぽぽ 675-1201 加古川市八幡町宗佐１１７－２ 794386833 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社まごころ企画 取締役 兼子 京子 675-0002 兵庫県加古川市山手２丁目２９番２０号 794386011 東播(加健)第401-458 平成29年11月10日 令和5年11月30日 平成17年11月24日
000028 3000042909 (株)魚富 676-0043 高砂市高砂町東宮町１０４２ 魚介類販売業 一般 株式会社魚富 代表取締役 松井 良介 676-0043 兵庫県高砂市高砂町東宮町１４４－３ 794440188 東播(加健)第429-24 平成29年10月10日 令和5年11月30日 平成17年11月30日
000028 3000042924 マックスバリュ梅井店 676-0074 高砂市梅井５丁目５番２５号 794474211 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第401-587 平成30年1月29日 令和6年2月29日 平成17年12月5日
000028 3000042925 マックスバリュ梅井店 676-0074 高砂市梅井５丁目５番２５号 794474211 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第401-588 平成30年1月29日 令和6年2月29日 平成17年12月5日
000028 3000042928 マックスバリュ梅井店 676-0074 高砂市梅井５丁目５番２５号 794474211 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第429-44 平成30年1月29日 令和6年2月29日 平成17年12月5日
000028 3000042929 マックスバリュ梅井店 676-0074 高砂市梅井５丁目５番２５号 794474211 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第427-56 平成30年1月29日 令和6年2月29日 平成17年12月5日
000028 3000042951 さぬきうどん　琴　加古川店 675-0023 加古川市尾上町池田１８９７－４ 794240468 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社琴食品 代表取締役 都倉 義直 672-8071 兵庫県姫路市飾磨区構二丁目１４ 792348178 東播(加健)第401-570 平成30年1月22日 令和6年2月29日 平成17年12月13日
000028 3000042955 すき家加古川東神吉店 675-0055 加古川市東神吉町西井ノ口２８４－１ 794311600 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南二丁目１８番１号 357838850 東播(加健)第401-556 令和2年2月20日 令和9年2月28日 平成17年12月13日
000028 3000042982 四季の楽しみ　ときの 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７６－４ 794534680 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岸本 仁 東播(加健)第401-666 平成30年2月23日 令和6年2月29日 平成17年12月28日
000028 3000042992 カラオケ喫茶　シャンテ 676-0001 高砂市中島２丁目３－１０ 794430089 飲食店営業(4)その他 一般 三村 千明 東播(加健)第401-579 平成30年1月26日 令和6年2月29日 平成18年1月12日
000028 3000042995 魚菜 675-0104 加古川市平岡町土山１２２５ 飲食店営業(4)その他 一般 門脇 孝臣 東播(加健)第401-629 平成30年2月6日 令和6年2月29日 平成18年1月19日
000028 3000043001 炭火焼肉　ごえ門 676-0001 高砂市中島２丁目５４４番地 794421858 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　ごえ門 代表取締役 清水 万紀久 675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂１２８４－１６ 794272709 東播(加健)第401-561 平成30年1月19日 令和6年2月29日 平成18年1月20日
000028 3000043022 永禅 675-0151 加古郡播磨町野添１６６１－１ 789421391 豆腐製造業 一般 吉岡 満 東播(加健)第415-1 平成30年1月15日 令和6年2月29日 平成18年1月30日
000028 3000043025 カラオケ喫茶　カトレア 676-0001 高砂市中島２丁目３－１０－２ 794423863 飲食店営業(4)その他 一般 田中 弘恵 東播(加健)第401-571 平成30年1月24日 令和6年2月29日 平成18年1月30日
000028 3000043037 鶏楽処　びんた 675-0038 加古川市加古川町木村７１４－４岡元店舗 794277555 飲食店営業(4)その他 一般 長谷川 雅敏 東播(加健)第401-619 平成30年2月5日 令和6年2月29日 平成18年2月8日
000028 3000043039 肉のえびす屋 675-0039 加古川市加古川町粟津４５０番１０ 794572299 飲食店営業(4)その他 一般 木村 ゆかり 東播(加健)第401-636 平成30年2月13日 令和6年2月29日 平成18年2月10日
000028 3000043040 肉のえびす屋 675-0039 加古川市加古川町粟津４５０番１０ 794572299 食肉販売業 一般 木村 ゆかり 東播(加健)第427-72 平成30年2月13日 令和6年2月29日 平成18年2月10日
000028 3000043047 えんぎ屋 675-0123 加古川市別府町朝日町３４　鈴木ビル１Ｆ東 794358676 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大西 一弘 東播(加健)第401-583 平成30年1月29日 令和6年2月29日 平成18年2月16日
000028 3000043114 カラオケスナック禮 676-0082 高砂市曽根町２５５４－５ 794480892 飲食店営業(4)その他 一般 三木 利子 東播(加健)第401-72 平成30年5月1日 令和6年5月31日 平成18年3月14日
000028 3000043126 まねきや 676-0071 高砂市伊保東２－２９０－２ 794472981 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ナカシマ苑 代表取締役 中島 悦子 671-0123 兵庫県高砂市北浜町西浜１２０５番地の１９ 792542981 東播(加健)第401-41 平成30年4月24日 令和6年5月31日 平成18年3月20日
000028 3000043132 お好み焼　志津 675-0332 加古川市志方町横大路２３１ 794525066 飲食店営業(4)その他 一般 堀江 志津代 東播(加健)第401-130 平成30年5月17日 令和6年5月31日 平成18年3月22日
000028 3000043141 カラオケ居酒屋　Ｊｉｎ 676-0804 高砂市美保里２５－２７ 794432722 飲食店営業(4)その他 一般 浅田 一仁 東播(加健)第401-139 平成30年5月21日 令和6年5月31日 平成18年3月28日
000028 3000043143 神鋼平岡寮内(株)入船 675-0111 加古川市平岡町二俣１００５ 794351455 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社入船 代表取締役 入江 建介 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町１０３３ 435500 東播(加健)第401-164 平成30年5月30日 令和6年5月31日 平成18年3月31日
000028 3000043144 神戸クックワールドビュッフェ野口店 675-0016 加古川市野口町長砂５８２－１ 794510555 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社小金井商事 代表取締役 小金井 一彦 675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂５８２－１ 794510555 東播(加健)第401-121 平成30年5月16日 令和6年5月31日 平成18年3月31日
000028 3000043145 神戸クックワールドビュッフェ野口店 675-0016 加古川市野口町長砂５８２－１ 794510555 菓子製造業 一般 有限会社小金井商事 代表取締役 小金井 一彦 675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂５８２－１ 794510555 東播(加健)第403-18 平成30年5月16日 令和6年5月31日 平成18年3月31日
000028 3000043167 カラオケ喫茶　乙女座 675-0031 加古川市加古川町北在家２０２７－１ 794540808 飲食店営業(4)その他 一般 富永 桂子 東播(加健)第401-33 平成30年4月23日 令和6年5月31日 平成18年4月7日
000028 3000043172 高砂宝殿食堂 676-0807 高砂市米田町島４９－３ 794330390 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社リブライフ 代表取締役 山﨑 学 670-0982 兵庫県姫路市岡田７２３番地１ 792331313 東播(加健)第401-90 平成30年5月10日 令和6年5月31日 平成18年4月10日
000028 3000043185 山田屋製菓　本店 675-0131 加古川市別府町新野辺２５４３ 794378214 飲食店営業(4)その他 一般 山田 克彦 東播(加健)第401-132 平成30年5月21日 令和6年5月31日 平成18年4月20日
000028 3000043186 山田屋製菓　本店 675-0131 加古川市別府町新野辺２５４３ 794378214 菓子製造業 一般 山田 克彦 東播(加健)第403-20 平成30年5月21日 令和6年5月31日 平成18年4月20日
000028 3000043187 らーめん八角　加古川店 675-0033 加古川市加古川町南備後３９－１ 794239077 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社八角 代表取締役 大西 慎也 675-0033 兵庫県加古川市加古川町南備後４５－１アヴェール１０２ 794565757 東播(加健)第401-95 平成30年5月14日 令和6年5月31日 平成18年4月20日
000028 3000043200 サーティワンアイスクリーム  イオン加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１(イオン加古川１階食品レジ前) 794511331 喫茶店営業 一般 株式会社マックアースフーズ 代表取締役 一ノ本 三千代 667-1124 兵庫県養父市丹戸８９６－２ 796678268 東播(加健)第402-12 平成30年5月14日 令和6年5月31日 平成18年4月21日
000028 3000043201 サーティワンアイスクリーム  イオン加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１(イオン加古川１階食品レジ前) 794511331 菓子製造業 一般 株式会社マックアースフーズ 代表取締役 一ノ本 三千代 667-1124 兵庫県養父市丹戸８９６－２ 796678268 東播(加健)第403-16 平成30年5月14日 令和6年5月31日 平成18年4月21日
000028 3000043212 お好み焼き・鉄板焼　ふうふう 676-0001 高砂市中島２丁目４－４３－３ 794438750 飲食店営業(4)その他 一般 橋口 久美 東播(加健)第401-141 平成30年5月21日 令和6年5月31日 平成18年4月28日
000028 3000043219 朝日屋 675-0123 加古川市別府町朝日町３８－１２ 794371126 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 垰本 健一 東播(加健)第401-137 平成30年5月21日 令和6年5月31日 平成18年5月2日
000028 3000043222 兵庫県立農業高等学校 675-0101 加古川市平岡町新在家９０２－４ 794243341 めん類製造業 一般 兵庫県立農業高等学校 校長 澤井 正志 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家９０２－４ 794243341 東播(加健)第417-2 平成30年5月21日 令和6年5月31日 平成18年4月26日
000028 3000043253 うどんや 675-0031 加古川市加古川町北在家２０６５番地 794252132 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社うどんや 取締役 茨木 康裕 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２０６５番地 794252132 東播(加健)第401-37 平成30年4月23日 令和6年5月31日 平成18年5月18日
000028 3000043256 焼肉　鈴 675-1122 加古郡稲美町中村１５６２－２ 794926839 飲食店営業(4)その他 一般 柴田 光 東播(加健)第401-67 平成30年5月1日 令和6年5月31日 平成18年5月19日
000028 3000043257 想作酒菜　こーちゃん 675-0065 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社Ａ.Ｆａｍｉｌｙ 代表取締役 安藤 明弘 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町１５１－２８ 794270255 東播(加健)第401-75 平成30年5月2日 令和6年5月31日 平成18年5月22日
000028 3000043260 クランベリー 676-0076 高砂市伊保崎３丁目１３番２１－２ 794476353 菓子製造業 一般 橋本 幸信 東播(加健)第403-13 平成30年5月9日 令和6年5月31日 平成18年5月22日
000028 3000043265 ラウンジ　おのえ 675-0021 加古川市尾上町安田４９９－１ 飲食店営業(4)その他 一般 河端 千秋 東播(加健)第401-144 平成30年5月23日 令和6年5月31日 平成18年5月23日
000028 3000043276 ウオクニ㈱神鋼二俣南寮 675-0111 加古川市平岡町二俣１０１２－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ウオクニ株式会社 代表取締役 野々村 充教 657-0842 兵庫県神戸市灘区船寺通４丁目５－１６ 794351181 東播(加健)第401-83 令和2年5月18日 令和9年5月31日 平成18年5月25日
000028 3000043278 ティールーム　くれよん 675-0132 加古川市別府町宮田町３－３ 794411117 飲食店営業(4)その他 一般 社会福祉法人加古川くれよん福祉会 理事長 遠藤 順造 675-0131 兵庫県加古川市別府町新野辺５７４－３３ 794379040 東播(加健)第401-92 平成30年5月9日 令和6年5月31日 平成18年5月29日
000028 3000043289 純和牛ステーキ　おおくぼ 675-0148 加古郡播磨町北古田２－３－２１ 794352917 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社おおくぼ 取締役 川上 哲司 675-0148 兵庫県加古郡播磨町北古田二丁目３番２１号 794352917 東播(加健)第401-111 平成30年5月14日 令和6年5月31日 平成18年5月31日
000028 3000043300 歌姫 675-0123 加古川市別府町朝日町７駅前ビル２Ｆ 794354899 飲食店営業(4)その他 一般 黒坂 幸子 東播(加健)第401-286 平成30年7月30日 令和6年8月31日 平成18年6月7日
000028 3000043302 株式会社　日本デリカ　加古川工場 675-0314 加古川市志方町上富木６０３－１ 794524423 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社日本デリカ 代表取締役 平井 良幸 650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通１丁目７－２ 783210351 東播(加健)第419-5 平成30年7月30日 令和6年8月31日 平成18年6月7日
000028 3000043308 扇屋×宇奈とと加古川一色店 675-0115 加古川市平岡町一色３３３ 794413750 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社扇屋西日本 代表取締役 中井 次郎 162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町５１９番地 351556926 東播(加健)第401-333 平成30年8月16日 令和6年8月31日 平成18年6月13日
000028 3000043318 スナック　夜裏未知 676-0065 高砂市高砂町細工町１３５１ＹＭコーポ１０２ 794428570 飲食店営業(4)その他 一般 西村 小夜子 東播(加健)第401-305 平成30年8月10日 令和6年8月31日 平成18年6月13日
000028 3000043335 ん 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７６－１１美幸ビル１階 飲食店営業(4)その他 一般 嘉納 明 東播(加健)第401-386 平成30年8月31日 令和6年8月31日 平成18年6月22日
000028 3000043339 セブン－イレブン　高砂米田町店 676-0802 高砂市米田町古新２８６－１ 794331505 飲食店営業(4)その他 一般 壽 修一 東播(加健)第401-303 平成30年8月10日 令和7年8月31日 平成18年6月26日
000028 3000043343 マルアイ本荘店 675-0144 加古郡播磨町北本荘１丁目１３番１７号 794300710 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第401-207 令和2年7月30日 令和9年8月31日 平成18年6月26日
000028 3000043345 マルアイ本荘店 675-0144 加古郡播磨町北本荘１丁目１３番１７号 794300710 食肉販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第427-30 令和2年7月30日 令和9年8月31日 平成18年6月26日
000028 3000043346 マルアイ本荘店 675-0144 加古郡播磨町北本荘１丁目１３番１７号 794300710 魚介類販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第429-15 令和2年7月30日 令和9年8月31日 平成18年6月26日
000028 3000043357 マツオカフーズ株式会社 675-0332 加古川市志方町横大路１４５－１ 794521101 食肉製品製造業 一般 マツオカフーズ株式会社 代表取締役 松岡 功 675-0332 兵庫県加古川市志方町横大路１４５－１ 794521101 東播(加健)第428-1 令和2年8月5日 令和8年8月31日 平成18年6月28日
000028 3000043364 お好み焼ばたけ 675-0015 加古川市野口町坂井５－１第２若宮マンション１階Ｂ号室 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社日進商会 代表取締役 肥田 秀明 675-0015 兵庫県加古川市野口町坂井３０９ 794377095 東播(加健)第401-284 平成30年7月30日 令和6年8月31日 平成18年7月6日
000028 3000043369 ベーカリー工房　四季 675-1201 加古川市八幡町宗佐７８４番４ 794387669 菓子製造業 一般 山本 安之 東播(加健)第403-44 平成30年8月27日 令和6年8月31日 平成18年7月13日
000028 3000043378 炭ダイニング　ととや 675-0039 加古川市加古川町粟津１１２２ル・シャブラ粟津１０１号 794261887 飲食店営業(4)その他 一般 小林 史佳 東播(加健)第401-274 平成30年7月27日 令和6年8月31日 平成18年7月18日
000028 3000043384 株式会社エーコープ近畿フーディーズいなみ 675-1115 加古郡稲美町国岡３丁目２４番５ 794928121 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社エーコープ近畿 代表取締役 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目５１番１号 726763300 東播(加健)第401-240 令和3年7月15日 令和8年8月31日 令和3年7月15日
000028 3000043387 ローソン稲美町野谷店 675-1103 加古郡稲美町野谷２５６－１ 794955805 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社カシワギ 代表取締役 柏木 博善 675-2101 兵庫県加西市繁昌町１５５０－１５３ 790492655 東播(加健)第401-285 令和2年8月18日 令和9年8月31日 平成18年7月20日
000028 3000043392 スガキヤ 676-0019 高砂市緑丘２丁目１－４０ 794443855 飲食店営業(4)その他 一般 スガキコシステムズ株式会社 代表取締役 菅木 伸一 460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目１６－２ 522099010 東播(加健)第401-308 平成30年8月10日 令和6年8月31日 平成18年7月21日
000028 3000043394 お好み焼き　たっちゃん 675-0022 加古川市尾上町口里４１番地１４ 794232188 飲食店営業(4)その他 一般 柴田 貴美子 東播(加健)第401-283 平成30年7月30日 令和6年8月31日 平成18年7月21日
000028 3000043395 カラオケ＆スナックあいかぎ 675-0101 加古川市平岡町新在家４５６－６ 飲食店営業(4)その他 一般 桑原 栄子 東播(加健)第401-371 平成30年8月30日 令和6年8月31日 平成18年7月25日
000028 3000043396 鮨ひろき 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７７－９ 794229810 飲食店営業(4)その他 一般 福留 大希 東播(加健)第401-262 平成30年7月27日 令和6年8月31日 平成18年7月26日
000028 3000043422 参寅 676-0042 高砂市高砂町南浜町１００ 794425366 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 池田 智章 東播(加健)第401-373 平成30年8月30日 令和6年8月31日 平成18年7月31日
000028 3000043428 ラッキー食堂 675-0021 加古川市尾上町安田４０１ 794217994 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中田 好則 東播(加健)第401-281 平成30年7月30日 令和6年8月31日 平成18年8月1日
000028 3000043433 名田珈琲功房 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 名田 弘之 東播(加健)第401-214 令和3年7月14日 令和8年8月31日 令和3年7月14日
000028 3000043478 675-0157 加古郡播磨町上野添１丁目２－４サニーハウス土山１－２ 789417808 飲食店営業(4)その他 一般 樋口 伸一 東播(加健)第401-318 平成30年8月15日 令和6年8月31日 平成18年8月24日
000028 3000043479 ごはんや　なちゅらる 676-0015 高砂市荒井町紙町３１－２４ 794437262 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中山 光枝 東播(加健)第401-375 平成30年8月30日 令和6年8月31日 平成18年8月24日
000028 3000043540 ビオラ 675-0037 加古川市加古川町本町１７０－２ 794229855 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人ビオラ 理事 岸田 毅志 675-0057 兵庫県加古川市東神吉町神吉８２３－２４３ 794229855 東播(加健)第401-440 平成30年10月18日 令和6年11月30日 平成18年9月8日
000028 3000043541 ビオラ 675-0037 加古川市加古川町本町１７０－２ 794229855 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人ビオラ 理事 岸田 毅志 675-0057 兵庫県加古川市東神吉町神吉８２３－２４３ 794229855 東播(加健)第403-54 平成30年10月18日 令和6年11月30日 平成18年9月8日
000028 3000043553 フロマージュ 675-0061 加古川市加古川町大野９７７－１３ 794244560 菓子製造業 一般 高橋 清三 東播(加健)第403-60 平成30年11月2日 令和6年11月30日 平成18年9月12日
000028 3000043566 食彩　一粋 675-0115 加古川市平岡町一色７９３－６Five Leaf東加古川１階 794351119 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 須藤 美雪 東播(加健)第401-497 平成30年11月8日 令和6年11月30日 平成18年9月19日
000028 3000043574 樹 676-0018 高砂市荒井町若宮町１３－１３ 794430377 飲食店営業(4)その他 一般 長友 直樹 東播(加健)第401-456 平成30年10月24日 令和6年11月30日 平成18年9月26日
000028 3000043577 のんきや 675-0064 加古川市加古川町溝之口１８２－１ 794212391 飲食店営業(4)その他 一般 金澤 久江 東播(加健)第401-472 平成30年10月31日 令和6年11月30日 平成18年9月28日
000028 3000043579 ヘルシー弁当木立　惣菜部 675-0053 加古川市米田町船頭５１４番地２４ 794313288 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 特定非営利活動法人サポートセンター木立 理事 谷口 治 675-0053 兵庫県加古川市米田町船頭５１４番地２４ 794313288 東播(加健)第401-452 平成30年10月22日 令和6年11月30日 平成18年9月28日
000028 3000043581 玉家 675-0031 加古川市加古川町北在家２０５２番地 794274352 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社うどんや 取締役 茨木 康裕 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２０６５番地 794274352 東播(加健)第401-478 平成30年10月31日 令和6年11月30日 平成18年9月29日
000028 3000043588 有限会社　かき庄 675-0065 加古川市加古川町篠原町７７ 794222178 そうざい製造業 一般 ㈲かき庄 代表取締役 畠山 愛子 675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原町７７ 794222178 東播(加健)第409-9 平成30年11月19日 令和6年11月30日 平成18年10月3日
000028 3000043589 キーファー洋菓子 675-0022 加古川市尾上町口里８１４－３８ 794238299 菓子製造業 一般 株式会社キーファー 代表取締役 竹田津 熱男 675-0022 兵庫県加古川市尾上町口里８１４番地の３８ 794238299 東播(加健)第403-56 平成30年10月19日 令和6年11月30日 平成18年10月4日
000028 3000043598 播州酒家　酔っちょくれ 676-0018 高砂市荒井町若宮町１２－２２ 794431546 飲食店営業(4)その他 一般 泉 博仁 東播(加健)第401-469 平成30年10月29日 令和6年11月30日 平成18年10月10日
000028 3000043600 味里 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀１８９４－７ 794465584 飲食店営業(4)その他 一般 大島 順子 東播(加健)第401-433 平成30年10月17日 令和6年11月30日 平成18年10月11日
000028 3000043606 味登里 675-0151 加古郡播磨町野添１９３－５ 794369280 飲食店営業(4)その他 一般 石橋 みどり 東播(加健)第401-441 平成30年10月18日 令和6年11月30日 平成18年10月18日
000028 3000043609 たから 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６５－７ 794265092 飲食店営業(4)その他 一般 多嘉良 勝麿 東播(加健)第401-442 平成30年10月19日 令和6年11月30日 平成18年10月19日
000028 3000043638 加古川ケータリング高砂店 676-0077 高砂市松陽３丁目８９－１ 794465969 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社大和生研 代表取締役 山下 裕史 670-0936 兵庫県姫路市古二階町６３番地 792890117 東播(加健)第401-470 平成30年10月29日 令和6年11月30日 平成18年11月10日
000028 3000043660 カラオケまり 676-0017 高砂市荒井町東本町５－２２ 794436082 飲食店営業(4)その他 一般 伊藤 萬里子 東播(加健)第401-513 平成30年11月16日 令和6年11月30日 平成18年11月17日
000028 3000043716 喫茶カラオケストーリー 676-0804 高砂市美保里２３－１５ 794435035 飲食店営業(4)その他 一般 立野 邦江 東播(加健)第401-517 平成30年11月19日 令和6年11月30日 平成18年11月27日
000028 3000043733 和 675-0127 加古川市別府町石町１１－６ 794368012 飲食店営業(4)その他 一般 松下 和美 東播(加健)第401-426 平成30年10月12日 令和6年11月30日 平成18年11月29日
000028 3000043744 福準（福良有限会社） 675-0303 加古川市志方町細工所１１９ 794524958 食肉製品製造業 一般 福良有限会社 代表取締役 福本 茂仁 675-0303 兵庫県加古川市志方町細工所１１９番地 794524958 東播(加健)第428-5 平成30年11月29日 令和6年11月30日 平成18年11月30日
000028 3000043745 福準（福良有限会社） 675-0303 加古川市志方町細工所１１９ 794524958 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 福良有限会社 代表取締役 福本 茂仁 675-0303 兵庫県加古川市志方町細工所１１９番地 794524958 東播(加健)第419-7 平成30年11月29日 令和6年11月30日 平成18年11月30日
000028 3000043750 株式会社　谷口 675-0025 加古川市尾上町養田１４８９ 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社谷口 代表取締役 谷口 和也 675-0025 兵庫県加古川市尾上町養田１４８８ 794224671 東播(加健)第401-611 平成31年2月4日 令和7年2月28日 平成18年12月8日
000028 3000043752 串門 676-0805 高砂市米田町米田２００番地の１第１北ビル1階２号 794315908 飲食店営業(4)その他 一般 門田 正登 東播(加健)第401-590 平成31年1月30日 令和7年2月28日 平成18年12月11日
000028 3000043754 Ｍｕｓｉｃ＆Ｃａｆｅ　キャロル 675-0122 加古川市別府町別府８３７－１ 794355212 飲食店営業(4)その他 一般 有冨 由美 東播(加健)第401-572 平成31年1月23日 令和7年2月28日 平成18年12月13日
000028 3000043788 氷丘小学校給食室 675-0068 加古川市加古川町中津８８６番地の１ 794245113 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 コーベフーズ株式会社 代表取締役 久保 孝義 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目１－３ 783824700 東播(加健)第401-609 令和3年2月2日 令和10年2月29日 平成19年1月4日
000028 3000043794 カサデペロ 675-0023 加古川市尾上町池田１６７１－２ 794210361 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ソエジマ 代表取締役 副島 浩一 675-0023 兵庫県加古川市尾上町池田１６７１－１番地 794210361 東播(加健)第401-612 平成31年2月4日 令和7年2月28日 平成19年1月12日
000028 3000043801 ろく平 675-0064 加古川市加古川町溝之口７５７ 794276981 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉田 陽介 東播(加健)第401-586 平成31年1月29日 令和7年2月28日 平成19年1月19日
000028 3000043802 ごはん処　まーくん 675-0039 加古川市加古川町粟津７５４－１パル乗木１０２ 794247116 飲食店営業(4)その他 一般 畑 省人 東播(加健)第401-601 平成31年1月30日 令和7年2月28日 平成19年1月19日
000028 3000043813 ＪＰＧＳ高砂火力発電所播磨寮厚生館 676-0076 高砂市伊保崎２－７－１６ 794478900 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｊ－ＰＯＷＥＲビジネスサービス 代表取締役 河谷 眞一 104-0045 東京都中央区築地四丁目６番４号 342132019 東播(加健)第401-566 平成31年1月25日 令和7年2月28日 平成19年1月26日
000028 3000043835 やいた楼 675-0008 加古川市新神野３丁目８－１９ 794381204 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 池ノ上 忠 東播(加健)第401-646 平成31年2月22日 令和7年2月28日 平成19年2月8日
000028 3000043847 加古川北在家食堂 675-0031 加古川市加古川町北在家２２３６ 794232212 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社リブライフ 代表取締役 山﨑 学 670-0982 兵庫県姫路市岡田７２３番地１ 792996678 東播(加健)第401-626 平成31年2月14日 令和7年2月28日 平成19年2月15日
000028 3000043860 ナカシマ苑 675-0159 加古郡播磨町東野添２丁目２２番３号 789444878 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ナカシマ苑 代表取締役 中島 悦子 671-0123 兵庫県高砂市北浜町西浜１２０５－１９ 792542981 東播(加健)第401-589 平成31年1月28日 令和7年2月28日 平成19年2月16日



000028 3000043877 日本マクドナルド（株）イオン加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１ 794277208 飲食店営業(4)その他 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 369115000 東播(加健)第401-672 令和4年1月21日 令和11年2月28日 令和4年1月21日
000028 3000043909 ピザハット東加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６７－６ 794272355 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アクシーズフーズ 代表取締役 伊地知 恭正 113-0023 東京都文京区向丘１－１２－２ 338161536 東播(加健)第401-614 平成31年2月6日 令和7年2月28日 平成19年2月23日
000028 3000043946 日本マクドナルド株式会社高砂アスパ店 676-0019 高砂市緑丘２丁目１－４０アスパ高砂内 794442773 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 163-1339 東京都新宿区西新宿６丁目５－１ 333446251 東播(加健)第401-659 令和4年1月20日 令和11年2月28日 令和4年1月20日
000028 3000043959 株式会社アクシーズフーズ  ピザハット高砂米田店 676-0805 高砂市米田町米田９２－１ 794331389 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アクシーズフーズ 代表取締役 伊地知 恭正 113-0023 東京都文京区向丘１丁目１２番２号 338161536 東播(加健)第401-91 令和1年5月17日 令和8年5月31日 平成19年3月1日
000028 3000043970 和処森樹 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７２太陽ビル１階 794270145 飲食店営業(4)その他 一般 森 茂樹 東播(加健)第401-75 令和1年5月17日 令和7年5月31日 平成19年3月1日
000028 3000043972 ｃｈａｃｏ． 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀６７９－３ 794476331 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 折井 志帆 東播(加健)第401-105 令和1年5月20日 令和7年5月31日 平成19年3月5日
000028 3000043976 杉本商店 675-1236 加古川市平荘町一本松６３７－４ 794283483 アイスクリーム類製造業 一般 杉本 卓司 東播(加健)第420-1 平成31年4月24日 令和7年5月31日 平成19年3月9日
000028 3000043979 かんちゃん 676-0038 高砂市高砂町栄町３６９－２２ 794424400 飲食店営業(4)その他 一般 髙橋 順子 東播(加健)第401-124 令和1年5月27日 令和7年5月31日 平成19年3月12日
000028 3000043988 ふれあいサロン　つくし 675-1114 加古郡稲美町国安１２８６－１文化の森内 794927700 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人稲美町つくしとすぎなの会 理事長 橘 公子 675-1105 兵庫県加古郡稲美町加古４３６９－３ 794558979 東播(加健)第401-51 令和1年5月14日 令和7年5月31日 平成19年3月13日
000028 3000043994 神鋼二俣北寮内　㈱入船 675-0111 加古川市平岡町二俣１００１ 794351455 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　入船 代表取締役 入江 建介 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町１０３３ 794435500 東播(加健)第401-24 令和3年4月25日 令和10年5月31日 平成19年3月16日
000028 3000043996 うまいもん横丁　高砂店 676-0019 高砂市緑丘一丁目８番４７号 794432001 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社八角 代表取締役 大西 慎也 675-0033 兵庫県加古川市加古川町南備後４５－１ 794565757 東播(加健)第401-113 令和1年5月23日 令和7年5月31日 平成19年3月16日
000028 3000044008 おじやったもんせ“与楽” 675-0019 加古川市野口町水足７９－３ 794261279 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山野 敏子 東播(加健)第401-60 令和1年5月16日 令和7年5月31日 平成19年3月26日
000028 3000044011 高砂市立　米田小学校 676-0805 高砂市米田町米田４５１番地 794323594 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　東洋食品 代表取締役 荻久保 英男 110-0015 東京都台東区東上野１－１４－４ 338361291 東播(加健)第401-121 令和3年5月17日 令和10年5月31日 平成19年3月23日
000028 3000044016 神戸ワッフル＆カフェ 675-0101 加古川市平岡町新在家１１４０－１１ハイムマツモト１０５号 794216602 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 浅葉 直樹 東播(加健)第401-132 令和1年5月30日 令和7年5月31日 平成19年4月2日
000028 3000044018 ＢＡＲ　ＧＯＲＩＬＬＡ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６８－５カスヤビル１階 飲食店営業(4)その他 一般 山本 晋輔 東播(加健)第401-72 令和1年5月17日 令和7年5月31日 平成19年4月3日
000028 3000044031 ガスト加古川水足店 675-0019 加古川市野口町水足３３３－３３ 794565510 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保一丁目２５番８号 422375218 東播(加健)第401-61 令和1年5月16日 令和7年5月31日 平成19年4月18日
000028 3000044038 マルアイ　加古川駅前店 675-0064 加古川市加古川町溝之口５５８－１ 794533510 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第401-51 令和3年4月27日 令和10年5月31日 平成19年4月20日
000028 3000044039 マルアイ　加古川駅前店 675-0064 加古川市加古川町溝之口５５８－１ 794533510 食肉販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第427-6 令和3年4月27日 令和10年5月31日 平成19年4月20日
000028 3000044040 マルアイ　加古川駅前店 675-0064 加古川市加古川町溝之口５５８－１ 794533510 魚介類販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第429-2 令和3年4月27日 令和10年5月31日 平成19年4月20日
000028 3000044048 マックスバリュ水足店 675-0019 加古川市野口町水足３３３－３３ 794226353 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第401-40 平成31年4月26日 令和7年5月31日 平成19年4月23日
000028 3000044067 空海 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７５－１２ＳＴビル５階 794257088 飲食店営業(4)その他 一般 神足 智子 東播(加健)第401-37 平成31年4月26日 令和7年5月31日 平成19年4月25日
000028 3000044080 鳥ぷろ 676-0019 高砂市緑丘２丁目１－４０アスパ高砂内１階 794438520 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社トリプロプラス 代表取締役 小池 正樹 661-0976 兵庫県尼崎市潮江一丁目２番６号尼崎フロントビル２階 664911210 東播(加健)第401-114 令和1年5月23日 令和7年5月31日 平成19年5月2日
000028 3000044107 北秀 675-0321 加古川市志方町志方町１２００－２ 794525014 食肉販売業 一般 北田 秀利 東播(加健)第427-9 令和1年5月21日 令和7年5月31日 平成19年5月14日
000028 3000044117 住友精化株式会社内　入船食堂 675-0145 加古郡播磨町宮西３４６－１ 794372101 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社入船 代表取締役 入江 建介 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町１０３３ 794435500 東播(加健)第401-11 平成31年4月15日 令和7年5月31日 平成19年5月17日
000028 3000044118 喫茶　蘭 676-0805 高砂市米田町米田１１４６－１０ 794325793 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 池田 良子 東播(加健)第401-39 令和2年4月22日 令和8年5月31日 平成19年5月16日
000028 3000044156 お食事処　津和凪 675-0011 加古川市野口町北野１０２２－５ 794223135 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮原 和則 東播(加健)第401-65 令和1年5月16日 令和7年5月31日 平成19年5月28日
000028 3000044202 カラオケ喫茶　ロマンチカ 676-0805 高砂市米田町米田２５１－３ 794332455 飲食店営業(4)その他 一般 平野 清子 東播(加健)第401-207 令和1年8月1日 令和7年8月31日 平成19年6月18日
000028 3000044217 魚瀧 676-0072 高砂市伊保港町１丁目９－１６ 794485756 飲食店営業(4)その他 一般 瀧 光好 東播(加健)第401-181 令和1年7月22日 令和7年8月31日 平成19年6月25日
000028 3000044218 魚瀧 676-0072 高砂市伊保港町１丁目９－１６ 794485756 魚介類販売業 一般 瀧 光好 東播(加健)第429-8 令和1年7月22日 令和7年8月31日 平成19年6月25日
000028 3000044219 株式会社イナミ製菓 675-1102 加古郡稲美町草谷５９－３４ 794950995 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社イナミ製菓 代表取締役 福井 貴士 675-1102 兵庫県加古郡稲美町草谷５９番地の３４ 794950995 東播(加健)第419-6 令和1年8月29日 令和7年8月31日 平成19年6月27日
000028 3000044230 ごちそう村　高砂店 676-0822 高砂市阿弥陀町魚橋１０４８－１ 794476799 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　入船 代表取締役 入江 建介 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町１０３３番地 794435500 東播(加健)第401-189 令和1年7月25日 令和7年8月31日 平成19年6月27日
000028 3000044239 ひかり 676-0082 高砂市曽根町２５０５－１４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木谷 堅一 東播(加健)第401-247 令和1年8月26日 令和7年8月31日 平成19年7月3日
000028 3000044246 カフェ　カプチーノ　加古川駅前店 675-0066 加古川市加古川町寺家町５４－２森ビル１Ｆ 794256533 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 山口 益子 東播(加健)第401-235 令和1年8月14日 令和7年8月31日 平成19年7月9日
000028 3000044251 石窯パン工房パン・ド・ミ 675-1115 加古郡稲美町国岡３丁目２５－５ 794965505 菓子製造業 一般 ニシカワ食品株式会社 代表取締役 西川 廣 675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂７９９番地 794261000 東播(加健)第403-37 令和3年8月5日 令和10年8月31日 令和3年8月5日
000028 3000044252 石窯パン工房パン・ド・ミ 675-1115 加古郡稲美町国岡３丁目２５－５ 794965505 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ニシカワ食品株式会社 代表取締役 西川 廣 675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂７９９番地 794261000 東播(加健)第401-291 令和3年8月5日 令和10年8月31日 令和3年8月5日
000028 3000044256 和楽 676-0077 高砂市松陽１丁目８－１２ 794460048 飲食店営業(4)その他 一般 高尾 優 東播(加健)第401-225 令和1年8月8日 令和7年8月31日 平成19年7月13日
000028 3000044275 喫茶　明日香 675-0142 加古郡播磨町大中３丁目８－１ 794975656 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 澗渕 啓子 東播(加健)第401-213 令和1年8月7日 令和7年8月31日 平成19年7月26日
000028 3000044283 めるルン 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７０－１フジビル３階Ｂ号 794245835 飲食店営業(4)その他 一般 松茂 昌美 東播(加健)第401-253 令和1年8月29日 令和7年8月31日 平成19年8月2日
000028 3000044291 めん坊 675-1112 加古郡稲美町六分一１１７８－１０１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤井 紀美子 東播(加健)第401-200 令和1年7月31日 令和7年8月31日 平成19年8月8日
000028 3000044304 ママの味 675-0144 加古郡播磨町北本荘３丁目８－３０ 飲食店営業(4)その他 一般 小栁 幸子 東播(加健)第401-246 令和1年8月22日 令和7年8月31日 平成19年8月9日
000028 3000044368 株式会社コープフーズ　第１工場 675-1112 加古郡稲美町六分一１３６２－６０ 794954118 菓子製造業 一般 株式会社コープフーズ 代表取締役 友重 伸和 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３－１９ 794956001 東播(加健)第403-23 令和1年7月19日 令和7年8月31日 平成19年8月29日
000028 3000044387 atelier　幸の樹 676-0804 高砂市美保里８－５ 794428228 菓子製造業 一般 徳井 幸世 東播(加健)第403-48 令和1年11月5日 令和7年11月30日 平成19年9月3日
000028 3000044388 atelier　幸の樹 676-0804 高砂市美保里８－５ 794428228 喫茶店営業 一般 徳井 幸世 東播(加健)第402-59 令和1年11月5日 令和7年11月30日 平成19年9月3日
000028 3000044397 じゅうべえ 676-0016 高砂市荒井町扇町１５－９二見ビル１Ｆ 794420583 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三坂 治 東播(加健)第401-394 令和1年11月18日 令和7年11月30日 平成19年9月7日
000028 3000044413 喜月 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６４－４メゾン東加古川１０２ 794221202 飲食店営業(4)その他 一般 奥野 太輔 東播(加健)第401-330 令和1年10月30日 令和7年11月30日 平成19年9月18日
000028 3000044414 川崎重工業株式会社加古川工場 675-0112 加古川市平岡町山之上１７０ 794270423 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 コーベフーズ株式会社 代表取締役 久保 孝義 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目１－３ 783824700 東播(加健)第401-472 令和3年11月5日 令和10年11月30日 令和3年11月5日
000028 3000044438 じょうとんば 675-0026 加古川市尾上町旭１丁目４８－６ 飲食店営業(4)その他 一般 前田 由美子 東播(加健)第401-421 令和1年11月22日 令和7年11月30日 平成19年9月26日
000028 3000044446 日本精化㈱高砂工場 676-0074 高砂市梅井５丁目１－１ 794473642 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社つるし柿給食センター 代表取締役 柿木 和夫 676-0082 兵庫県高砂市曽根町１１１６－１ 794475877 東播(加健)第401-362 令和1年11月1日 令和7年11月30日 平成19年9月28日
000028 3000044452 花茶花茶 675-0147 加古郡播磨町南大中３－２－１１　２Ｆ 794377774 飲食店営業(4)その他 一般 佐藤 宏明 東播(加健)第401-407 令和1年11月25日 令和7年11月30日 平成19年10月5日
000028 3000044453 スナック　不夜城 675-0066 加古川市加古川町寺家町３６２－１ビアンテビル２F 794274221 飲食店営業(4)その他 一般 新免 德子 東播(加健)第401-405 令和1年11月20日 令和7年11月30日 平成19年10月5日
000028 3000044454 ブーラン　ジェリー 675-0101 加古川市平岡町新在家２５０９－１ 794243211 菓子製造業 一般 社会福祉法人　滋宏福祉会 理事 森 隆志 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家２５０９－１ 794243211 東播(加健)第403-49 令和1年11月12日 令和7年11月30日 平成19年10月5日
000028 3000044455 ドゥ　ボァ 675-0101 加古川市平岡町新在家２５０９－１ 794243211 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人　滋宏福祉会 理事 森 隆志 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家２５０９－１ 794243211 東播(加健)第401-474 令和3年11月4日 令和10年11月30日 令和3年11月4日
000028 3000044457 障害者支援センター　てらだ 675-0101 加古川市平岡町新在家２５０９－１ 794243211 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　入船 代表取締役 入江 建介 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町１０３３ 794435500 東播(加健)第401-430 令和3年10月15日 令和10年11月30日 令和3年10月15日
000028 3000044482 百丁場営農組合直売所 675-1112 加古郡稲美町六分一１３６６－１ 794955888 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 加藤 敏雄 東播(加健)第401-308 令和1年10月21日 令和7年11月30日 平成19年10月17日
000028 3000044494 セブンーイレブン　加古川長砂店 675-0016 加古川市野口町長砂７０４－１ 794247716 飲食店営業(4)その他 一般 屋島 誠徳 東播(加健)第401-429 令和2年11月6日 令和8年11月30日 平成19年10月23日
000028 3000044498 菓子工房Ｍｉｎｅｄａ 675-0021 加古川市尾上町安田１１１－１ 794257860 菓子製造業 一般 峰田 一重 東播(加健)第403-47 令和1年10月30日 令和7年11月30日 平成19年10月23日
000028 3000044499 アトリエ 675-0031 加古川市加古川町北在家２５６６杉本Ｂ 794227848 飲食店営業(4)その他 一般 加古 和代 東播(加健)第401-391 令和1年11月21日 令和7年11月30日 平成19年10月23日
000028 3000044501 カフェ　ル・シアン 675-1105 加古郡稲美町加古３２３６－１ 794928892 飲食店営業(4)その他 一般 関山 ツル代 東播(加健)第401-403 令和1年11月19日 令和7年11月30日 平成19年10月25日
000028 3000044503 株式会社　松葉堂 675-1103 加古郡稲美町野谷１８５番地 794950031 菓子製造業 一般 株式会社松葉堂 代表取締役 松田 真幸 675-1103 兵庫県加古郡稲美町野谷185番地 794950031 東播(加健)第403-45 令和1年11月5日 令和7年11月30日 平成19年10月26日
000028 3000044506 エームＳＪ４３２０ 676-0078 高砂市伊保１丁目６－１６ 794485131 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 エームサービス株式会社 代表取締役 小谷 周 107-0051 東京都港区赤坂二丁目２３番１号 362347500 東播(加健)第401-412 令和1年11月22日 令和7年11月30日 平成19年10月25日
000028 3000044511 井口精肉店 675-0132 加古川市別府町宮田町１８－１ 794378234 食肉販売業 一般 井口 健一 東播(加健)第427-31 令和1年10月30日 令和7年11月30日 平成19年10月31日
000028 3000044518 繁の家 675-0066 加古川市加古川町寺家町３８０ 794222149 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三木 一夫 東播(加健)第401-404 令和1年11月20日 令和7年11月30日 平成19年10月31日
000028 3000044556 フードショップ　キザワ 676-0082 高砂市曽根町１０４９－７ 794480282 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社キザワ 代表取締役 木澤 一平 676-0082 兵庫県高砂市曽根町１０４９－７ 794480283 東播(加健)第401-393 令和1年11月19日 令和7年11月30日 平成19年11月6日
000028 3000044559 すし操 675-0065 加古川市加古川町篠原町７２－５ 794222552 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩城 光司 東播(加健)第401-316 令和1年10月21日 令和7年11月30日 平成19年11月8日
000028 3000044623 肉のいろは宮野店 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８ 794230252 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社宮野精肉店 代表取締役 宮野 一樹 675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原町２１－８ 794230252 東播(加健)第401-439 令和1年11月27日 令和7年11月30日 平成19年11月29日
000028 3000044624 肉のいろは宮野店 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８ 794230252 食肉販売業 一般 株式会社宮野精肉店 代表取締役 宮野 一樹 675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原町２１－８ 794230252 東播(加健)第427-43 令和1年11月27日 令和7年11月30日 平成19年11月29日
000028 3000044625 株式会社達摩 675-0067 加古川市加古川町河原３９７－５ 794210061 食肉販売業 一般 株式会社達摩 代表取締役 加古 真也 676-0082 兵庫県高砂市曽根町１２７１－１ 794475271 東播(加健)第427-41 令和1年11月26日 令和7年11月30日 平成19年11月29日
000028 3000044635 土山ファンキーポリス 675-1112 加古郡稲美町六分一１１８１ 794925058 飲食店営業(4)その他 一般 阪神興業株式会社 代表取締役 水山 清嗣 653-0038 兵庫県神戸市長田区若松町六丁目１番１号 783217227 東播(加健)第401-678 令和4年1月26日 令和11年2月28日 令和4年1月26日
000028 3000044641 加古川水産株式会社 675-0016 加古川市野口町長砂７０７ 794241271 そうざい製造業 一般 加古川水産株式会社 代表取締役 柳本 干城 675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂７０７ 794241271 東播(加健)第409-11 令和2年2月3日 令和8年2月28日 平成19年12月4日
000028 3000044643 ビジネスホテル　シオン 676-0827 高砂市阿弥陀町北池字松尾西４３４－６ 794487977 飲食店営業(3)旅館 一般 清水 明司 東播(加健)第401-349 令和1年10月31日 令和7年11月30日 平成19年11月30日
000028 3000044645 播州電装株式会社  加古川工場内社員食堂 675-0102 加古川市平岡町西谷２５－１ 794560579 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ウオクニ株式会社 代表取締役 野々村 充教 657-0842 兵庫県神戸市灘区船寺通４丁目５番１６号 788017755 東播(加健)第401-504 令和2年2月3日 令和8年2月28日 平成19年12月5日
000028 3000044652 旬彩 ゆめふうりん 675-0150 加古郡播磨町南野添１丁目３番２１号エムズタウンⅠ　Ｃ号 794375255 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 安井 賢司 東播(加健)第401-531 令和2年2月12日 令和8年2月28日 平成19年12月12日
000028 3000044654 お食事処　ねえちゃん 676-0016 高砂市荒井町扇町２０－１４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大村 直美 東播(加健)第401-557 令和2年2月20日 令和8年2月28日 平成19年12月12日
000028 3000044671 ウサヤ 675-0064 加古川市加古川町溝之口５０７サンライズビル１０２ 飲食店営業(4)その他 一般 高橋 尚昭 東播(加健)第401-586 令和2年2月26日 令和8年2月28日 平成19年12月26日
000028 3000044674 丸亀製麺東加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家２３５ 794226522 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社丸亀製麺 代表取締役 山口 寛 150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目２１番１号 342218900 東播(加健)第401-524 令和2年2月6日 令和8年2月28日 平成19年12月27日
000028 3000044677 有限会社マルヨシ製パン所　米飯工場 675-0068 加古川市加古川町中津５７９－８ 794251773 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社マルヨシ製パン所 取締役 村上 眞理 675-0022 兵庫県加古川市尾上町口里１６６ 794236782 東播(加健)第401-503 令和2年1月30日 令和8年2月28日 平成20年1月7日
000028 3000044689 喫茶ドリアン 676-0078 高砂市伊保４丁目５４５－１ 794482085 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中港 精一 東播(加健)第401-479 令和2年1月20日 令和8年2月28日 平成20年1月11日
000028 3000044696 まるいち 675-0154 加古郡播磨町本荘２丁目７－１５ 794379852 飲食店営業(4)その他 一般 筑紫 博子 東播(加健)第401-577 令和2年2月26日 令和8年2月28日 平成20年1月22日
000028 3000044702 華馬家 676-0808 高砂市神爪１丁目１２－５ 794313255 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 永山 正一 東播(加健)第401-570 令和2年2月25日 令和8年2月28日 平成20年1月21日
000028 3000044738 カラオケ喫茶まごころ 675-0008 加古川市新神野６丁目１－３ 794388567 飲食店営業(4)その他 一般 福田 和代 東播(加健)第401-525 令和2年2月6日 令和8年2月28日 平成20年1月29日
000028 3000044748 株式会社オイシス　はりま工場 675-0103 加古川市平岡町高畑５２０－１８ 794252700 菓子製造業 一般 株式会社オイシス 代表取締役 池野 正明 653-0022 兵庫県神戸市長田区東尻池町二丁目５番３号 727818081 東播(加健)第403-59 令和4年1月26日 令和11年2月28日 令和4年1月26日
000028 3000044757 松本食品　播磨南高校食堂 675-0163 加古郡播磨町古宮１６７－３ 789419410 飲食店営業(4)その他 一般 (有)松本食品 代表取締役 松本 英嗣 670-0811 兵庫県姫路市野里４８９－２ 792815300 東播(加健)第401-499 令和2年1月28日 令和8年2月28日 平成20年2月12日
000028 3000044780 極楽 675-0065 加古川市加古川町篠原町７６番地の１ 794224131 飲食店営業(4)その他 一般 杉山 亨 東播(加健)第401-538 令和2年2月19日 令和8年2月28日 平成20年2月13日
000028 3000044785 セブン－イレブン加古川平岡山之上店 675-0112 加古川市平岡町山之上６８４－３２ 794249901 飲食店営業(4)その他 一般 藤田 洋介 東播(加健)第401-505 令和2年2月3日 令和8年2月28日 平成20年2月18日
000028 3000044835 セブンイレブン加古川神野町店 675-0003 加古川市神野町神野８２１－２ 794380670 飲食店営業(4)その他 一般 田中 敏郎 東播(加健)第401-712 令和4年2月4日 令和11年2月28日 令和4年2月4日
000028 3000044849 ウイング 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７６－１２スカイラークビル２階 794222651 飲食店営業(4)その他 一般 藤井 弥代美 東播(加健)第401-483 令和2年1月27日 令和8年2月28日 平成20年2月29日
000028 3000044902 あっぷる　デイサービス 675-0025 加古川市尾上町養田１６０－１ 794265541 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　入船 代表取締役 入江 建介 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町１０３３ 794435500 東播(加健)第401-93 令和2年5月15日 令和8年5月31日 平成20年3月12日
000028 3000044903 675-0065 加古川市加古川町篠原町字三ツ升３０－１０ 794564515 飲食店営業(4)その他 一般 代表取締役 渡邉 喜広 103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町３６番２号 356518601 東播(加健)第401-130 令和2年5月22日 令和8年5月31日 平成20年3月13日
000028 3000044904 奄美大島の郷土料理「鶏飯」の店  奄美人 675-0012 加古川市野口町野口１４４－１７高山コーポ東加古川101号 794254466 飲食店営業(4)その他 一般 溜田 勲弘 東播(加健)第401-66 令和2年5月12日 令和8年5月31日 平成20年3月14日
000028 3000044905 宮本むなし　ＪＲ加古川駅前 675-0065 加古川市加古川町篠原町３０－１０加古川西ＮＫビル 794216743 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社宮本むなし 代表取締役 夏井 克典 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町二丁目３番１３号大阪国際ビルディング３０階 676630071 東播(加健)第401-107 令和2年5月19日 令和8年5月31日 平成20年3月14日
000028 3000044906 福助堂 676-0018 高砂市荒井町若宮町２－１５ 4424112 菓子製造業 一般 株式会社　福助堂 代表取締役 福田 裕文 676-0018 兵庫県高砂市荒井町若宮町２－１５ 4424112 東播(加健)第403-11 令和2年5月13日 令和8年5月31日 平成20年3月12日
000028 3000044908 だんらん 676-0016 高砂市荒井町扇町１９－２ 794423678 飲食店営業(4)その他 一般 加藤 秀樹 東播(加健)第401-5 令和2年4月8日 令和8年5月31日 平成20年3月12日
000028 3000044912 マックスバリュ加古川西店 675-0053 加古川市米田町船頭２００－１ 794334145 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第402-3 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 3000044915 高砂市立曽根小学校 676-0082 高砂市曽根町２５００ 794220039 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番２０号 664588801 東播(加健)第401-145 令和4年5月19日 令和10年5月31日 令和4年5月19日
000028 3000044917 高砂市立荒井小学校 676-0017 高砂市荒井町東本町１０－１ 794421951 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番２０号 664588801 東播(加健)第401-144 令和4年5月19日 令和11年5月31日 令和4年5月19日
000028 3000044920 神鋼鋼線工業（株）　北工場 675-0027 加古川市尾上町今福１２８ 794242681 喫茶店営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第402-22 平成30年5月23日 令和5年5月31日 平成20年3月24日
000028 3000044921 つつじ野保育園日清事業所 675-0105 加古川市平岡町つつじ野３－１ 794262199 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 332873611 東播(加健)第401-104 令和2年5月21日 令和8年5月31日 平成20年3月24日
000028 3000044939 675-0066 加古川市加古川町寺家町６５ 794218255 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 永井 康秀 東播(加健)第401-80 令和2年5月14日 令和8年5月31日 平成20年3月27日
000028 3000044940 キング醸造株式会社新在家工場 675-0101 加古川市平岡町新在家２３３３－２ 794231666 酒類製造業 一般 キング醸造株式会社 代表取締役 大西 浩介 675-1116 兵庫県加古郡稲美町蛸草３２１ 794953258 東播(加健)第414-1 令和2年5月13日 令和8年5月31日 平成20年3月27日
000028 3000044941 (株)カノコ　総合庁舎食堂 675-0066 加古川市加古川町寺家町天神木９７－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社カノコ 代表取締役 大辻 利紀 675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原町１４－６ 794242678 東播(加健)第401-105 令和4年5月12日 令和11年5月31日 令和4年5月12日
000028 3000044950 モア・ダイニングてまりぼく 675-0144 加古郡播磨町北本荘４丁目６－１７ 794405763 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社モア・サービス 代表取締役 佐伯 隆義 675-0112 兵庫県加古川市平岡町山之上６８４－３３城の宮第２住宅１４Ａー３０３号 794358808 東播(加健)第401-51 令和2年5月1日 令和8年5月31日 平成20年4月1日
000028 3000044952 平岡東小学校 675-0104 加古川市平岡町土山１０９番地 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日本国民食株式会社 代表取締役 市川 敏一 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町二丁目４番３号 368614499 東播(加健)第401-45 令和4年4月25日 令和11年5月31日 令和4年4月25日
000028 3000044972 喫茶・軽食ハーブ 675-0031 加古川市加古川町北在家２０００番地市役所新館１０階 794212000 飲食店営業(4)その他 一般 東播(加健)第401-45 令和2年4月27日 令和8年5月31日 平成20年4月7日
000028 3000044984 すき家高砂松陽店 676-0077 高砂市松陽１丁目７－１５ 794482836 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南二丁目18番１号 357838850 東播(加健)第401-121 令和2年5月22日 令和8年5月31日 平成20年4月11日
000028 3000044985 快活ＣＬＵＢ２５０号加古川店 675-0016 加古川市野口町長砂１１７７－５ 794296388 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社快活フロンティア 代表取締役 竹島 文明 224-0021 神奈川県横浜市都筑区北山田三丁目１番５０号 455904888 東播(加健)第401-31 令和4年4月18日 令和11年5月31日 令和4年4月18日
000028 3000044991 日清医療食品　鶴林園事業所 675-0303 加古川市志方町細工所１０８６番地 794530577 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 332873611 東播(加健)第401-86 令和2年5月14日 令和8年5月31日 平成20年4月18日
000028 3000044995 居楽屋　千年の宴 675-0065 加古川市加古川町篠原町字ミツ升３０－１０ＪＲ加古川駅西ＮＫビル　１階 794215988 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社モンテローザフーズ 代表取締役 大神 輝博 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町一丁目２１番１号 422368888 東播(加健)第401-109 令和2年5月19日 令和8年5月31日 平成20年4月18日
000028 3000045002 希望軒　東加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家４０－１ 794218038 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ＣＳコンサルティング株式会社 代表取締役 辰奥 博之 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島３丁目１０番１３号新大阪物産ビル５階 663031414 東播(加健)第401-88 令和2年5月21日 令和8年5月31日 平成20年4月23日
000028 3000045003 パティスリーウエノ 676-0804 高砂市美保里２６番２３号 794435185 菓子製造業 一般 上野 泰宏 東播(加健)第403-17 令和2年5月15日 令和8年5月31日 平成20年4月18日
000028 3000045009 フードやなぎ 675-1105 加古郡稲美町加古２０１８－２ 794922126 魚介類販売業 一般 柳本 政代 東播(加健)第429-8 令和2年5月19日 令和8年5月31日 平成20年4月30日
000028 3000045017 琴 675-0053 加古川市米田町船頭５２５－３ 794332745 飲食店営業(4)その他 一般 川村 和子 東播(加健)第401-123 令和2年5月22日 令和8年5月31日 平成20年5月1日
000028 3000045020 博多ラーメン　片岡屋 675-0101 加古川市平岡町新在家３６－８ 飲食店営業(4)その他 一般 片岡 敦 東播(加健)第401-3 令和2年4月7日 令和8年5月31日 平成20年5月1日



000028 3000045034 カフェクレール 675-0112 加古川市平岡町山之上６５０ 794234420 飲食店営業(4)その他 一般 髙鳥 悦子 東播(加健)第401-9 令和2年4月13日 令和8年5月31日 平成20年5月8日
000028 3000045037 しあわせの王子 676-0005 高砂市荒井町御旅２丁目７の２ 794408788 飲食店営業(4)その他 一般 室井 廣子 東播(加健)第401-118 令和2年5月21日 令和8年5月31日 平成20年5月12日
000028 3000045060 ｃｈａｃｏ. 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀６７９－３ 794476331 菓子製造業 一般 折井 志帆 東播(加健)第403-20 令和2年5月22日 令和8年5月31日 平成20年5月20日
000028 3000045066 カフェ・ド・イブ 675-0037 加古川市加古川町本町１９－４２ 794221005 飲食店営業(4)その他 一般 大濵 滋子 東播(加健)第401-41 令和2年4月23日 令和8年5月31日 平成20年5月26日
000028 3000045068 やきとり鳥縁 675-0151 加古郡播磨町野添１６６２－４ 789433426 飲食店営業(4)その他 一般 中村 隆文 東播(加健)第401-56 令和2年5月7日 令和8年5月31日 平成20年5月28日
000028 3000045079 呑処 675-0053 加古川市米田町船頭５２５－５ 飲食店営業(4)その他 一般 前田 靖弘 東播(加健)第401-38 令和2年4月22日 令和8年5月31日 平成20年5月30日
000028 3000045083 エピ・ド・ルージュ 675-0024 加古川市尾上町長田５１７－１７６ 794405757 菓子製造業 一般 萬代 貢司 東播(加健)第403-37 令和2年8月7日 令和8年8月31日 平成20年6月3日
000028 3000045084 エピ・ド・ルージュ 675-0024 加古川市尾上町長田５１７－１７６ 794405757 喫茶店営業 一般 萬代 貢司 東播(加健)第402-47 令和2年8月7日 令和8年8月31日 平成20年6月3日
000028 3000045093 串焼だいにんぐ　良々 675-0021 加古川市尾上町安田１０５－７ベネボレンス１０３ 794260536 飲食店営業(4)その他 一般 森 良樹 東播(加健)第401-278 令和2年8月17日 令和8年8月31日 平成20年6月12日
000028 3000045097 株式会社イトーヨーカ堂　加古川店  惣菜作業室２ 675-0124 加古川市別府町緑町２ 794353131 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社イトーヨーカ堂 代表取締役 山本 哲也 102-0084 東京都千代田区二番町８番地８ 362382111 東播(加健)第401-292 令和2年8月25日 令和8年8月31日 平成20年6月19日
000028 3000045098 株式会社イトーヨーカ堂　加古川店  惣菜作業室２ 675-0124 加古川市別府町緑町２ 794353131 菓子製造業 一般 株式会社イトーヨーカ堂 代表取締役 山本 哲也 102-0084 東京都千代田区二番町８番地８ 362382111 東播(加健)第403-41 令和2年8月25日 令和8年8月31日 平成20年6月19日
000028 3000045121 絆 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６５－２１彰栄ビル１Ｆ 794258829 飲食店営業(4)その他 一般 中西 章 東播(加健)第401-280 令和2年8月18日 令和8年8月31日 平成20年7月3日
000028 3000045122 和（なごみ) 676-0082 高砂市曽根町２５５４－３８ 飲食店営業(4)その他 一般 種田 和美 東播(加健)第401-295 令和2年8月25日 令和8年8月31日 平成20年7月4日
000028 3000045127 株式会社イトーヨーカ堂加古川店(冠生園） 675-0124 加古川市別府町緑町２ 794353131 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社イトーヨーカ堂 代表取締役 山本 哲也 102-0084 東京都千代田区二番町８番地８ 362382111 東播(加健)第401-291 令和2年8月25日 令和9年8月31日 平成20年7月7日
000028 3000045138 delicious　dining　Concombre 676-0805 高砂市米田町米田８１－８６－５ 794907111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 野口 和成 東播(加健)第401-198 令和2年7月28日 令和8年8月31日 平成20年7月10日
000028 3000045140 はなまるうどんグリーンプラザべふ店 675-0124 加古川市別府町緑町２番地 794300870 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社はなまる 代表取締役 前田 良博 103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町３６－２ 356518701 東播(加健)第401-200 令和2年7月29日 令和9年8月31日 平成20年7月16日
000028 3000045142 ＫＦＣアリオ加古川店 675-0124 加古川市別府町緑町２アリオ加古川アリオモール本館フードコート内 794412577 飲食店営業(4)その他 一般 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 代表取締役 判治　孝之 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目４番５号 456642810 東播(加健)第401-199 令和2年7月29日 令和9年8月31日 平成20年7月16日
000028 3000045143 魚彩炭火ダイニング　一志 675-0039 加古川市加古川町粟津４７７－４ 794265575 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 島田 憲一 東播(加健)第401-241 令和2年8月7日 令和8年8月31日 平成20年7月15日
000028 3000045153 マザーバスケット 675-0124 加古川市別府町緑町２イトーヨーカ堂店内１階 794363550 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社オイシス 代表取締役 池野 正明 653-0022 兵庫県神戸市長田区東尻池町２丁目５－３ 727837307 東播(加健)第401-294 令和2年8月25日 令和8年8月31日 平成20年7月17日
000028 3000045154 マザーバスケット 675-0124 加古川市別府町緑町２イトーヨーカ堂店内１階 794363550 菓子製造業 一般 株式会社オイシス 代表取締役 池野 正明 653-0022 兵庫県神戸市長田区東尻池町２丁目５－３ 727837307 東播(加健)第403-42 令和2年8月25日 令和8年8月31日 平成20年7月17日
000028 3000045165 こう． 675-0064 加古川市加古川町溝之口５０７サンライズビル地下 794274070 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　新角 代表取締役 角田 耕作 670-0955 兵庫県姫路市安田１丁目４５番地 792892335 東播(加健)第401-177 令和2年7月17日 令和8年8月31日 平成20年7月22日
000028 3000045174 つっちゃまのあんぱん 675-0151 加古郡播磨町野添１６６７－２森田ビル１Ｆ 789415600 菓子製造業 一般 中村 正雄 東播(加健)第403-35 令和2年8月7日 令和8年8月31日 平成20年7月23日
000028 3000045175 ミスター中華 676-0016 高砂市荒井町扇町１４－８ 794425451 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長野 重美 東播(加健)第401-189 令和2年7月20日 令和8年8月31日 平成20年7月22日
000028 3000045176 Ｗｏｏｄ　Ｃａｆｅ　人と木 675-0062 加古川市加古川町美乃利４５９ 794273654 飲食店営業(4)その他 一般 小林 昌代 東播(加健)第401-210 令和2年7月30日 令和8年8月31日 平成20年7月25日
000028 3000045181 有限会社ベアーズ 675-0123 加古川市別府町中島町４６番地 794411101 菓子製造業 一般 有限会社ベアーズ 取締役 清水 大三 675-0123 兵庫県加古川市別府町中島町４６番地 794411101 東播(加健)第403-33 令和2年7月30日 令和8年8月31日 平成20年7月31日
000028 3000045182 有限会社ベアーズ 675-0123 加古川市別府町中島町４６番地 794411101 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ベアーズ 取締役 清水 大三 675-0123 兵庫県加古川市別府町中島町４６番地 794411101 東播(加健)第401-211 令和2年7月30日 令和8年8月31日 平成20年7月31日
000028 3000045200 ミル・アンジュ  (メゾン・ド・フォンテーヌ) 675-0021 加古川市尾上町安田４１３－１ 794271000 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社大和生研 代表取締役 山下 裕史 670-0936 兵庫県姫路市古二階町６３ 東播(加健)第401-350 令和4年8月22日 令和11年8月31日 令和4年8月22日
000028 3000045201 ミル・アンジュ  (メゾン・ド・フォンテーヌ) 675-0021 加古川市尾上町安田４１３－１ 794271000 そうざい製造業 一般 株式会社大和生研 代表取締役 山下 裕史 670-0936 兵庫県姫路市古二階町６３ 東播(加健)第424-12 令和4年8月22日 令和11年8月31日 令和4年8月22日
000028 3000045202 ミル・アンジュ  (メゾン・ド・フルール) 675-0021 加古川市尾上町安田４１３－１ 794271000 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社大和生研 代表取締役 山下 裕史 670-0936 兵庫県姫路市古二階町６３ 792890117 東播(加健)第401-351 令和4年8月22日 令和11年8月31日 令和4年8月22日
000028 3000045203 ミル・アンジュ  (メゾン・ド・フルール) 675-0021 加古川市尾上町安田４１３－１ 794271000 そうざい製造業 一般 株式会社大和生研 代表取締役 山下 裕史 670-0936 兵庫県姫路市古二階町６３ 792890117 東播(加健)第424-13 令和4年8月22日 令和11年8月31日 令和4年8月22日
000028 3000045257 セブンイレブン加古川平岡辻ヶ内店 675-0103 加古川市平岡町高畑字辻ヶ内３３１－１ 794238667 飲食店営業(4)その他 一般 前田 政信 東播(加健)第401-220 令和2年8月6日 令和8年8月31日 平成20年8月26日
000028 3000045267 キッコーマン（株）高砂工場 676-0008 高砂市荒井町新浜１－１－１ 794422131 喫茶店営業 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町二丁目５４番地 792365800 東播(加健)第402-39 平成30年8月1日 令和5年8月31日 平成20年8月27日
000028 3000045286 ローソンＪＲ加古川駅北口店 675-0064 加古川市加古川町溝之口２５４－１ 794267377 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社アールエムユー 取締役 山田 勇 679-0212 兵庫県加東市下滝野５７０番地 795484170 東播(加健)第401-424 令和3年10月15日 令和10年11月30日 令和3年10月15日
000028 3000045306 パティスリー　クリ 675-1112 加古郡稲美町六分一１１７７－１００ 794929800 菓子製造業 一般 有限会社クリハラ 代表取締役 栗原 栄德 674-0092 兵庫県明石市二見町東二見７１５－１ 789412415 東播(加健)第403-55 令和2年11月2日 令和8年11月30日 平成20年9月10日
000028 3000045327 フードやなぎ 675-1105 加古郡稲美町加古２０１８－２ 794922126 飲食店営業(4)その他 一般 柳本 政代 東播(加健)第401-376 令和2年10月22日 令和8年11月30日 平成20年9月25日
000028 3000045344 bumbu-cafe 675-0016 加古川市野口町長砂１１８７－１ 794276833 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　吉翔Ｆ 代表取締役 福谷 千裕 675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂１１８５ 794228889 東播(加健)第401-427 令和2年11月6日 令和8年11月30日 平成20年10月1日
000028 3000045346 そわか 676-0828 高砂市阿弥陀町地徳１９０－１ 794404378 飲食店営業(4)その他 一般 藤岡 司郎 東播(加健)第401-498 令和2年11月26日 令和8年11月30日 平成20年10月3日
000028 3000045348 わびすけ 675-0145 加古郡播磨町宮西１丁目４番５号 794359212 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前田 一也 東播(加健)第401-413 令和2年11月2日 令和8年11月30日 平成20年10月6日
000028 3000045351 株式会社籠谷　浜風工場 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目９番２１号 794442400 乳製品製造業 一般 株式会社籠谷 代表取締役 小畑 成久 676-0005 兵庫県高砂市荒井町御旅二丁目１番１７号 794422405 東播(加健)第412-1 令和4年11月22日 令和10年11月30日 令和4年11月22日
000028 3000045355 いづみ屋 675-0061 加古川市加古川町大野６１４－５ 794212105 菓子製造業 一般 増田 健一 東播(加健)第403-56 令和2年11月2日 令和8年11月30日 平成20年10月7日
000028 3000045356 いづみ屋 675-0061 加古川市加古川町大野６１４－５ 794212105 喫茶店営業 一般 増田 健一 東播(加健)第402-78 令和2年11月2日 令和8年11月30日 平成20年10月7日
000028 3000045366 焼肉　味蔵 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀２４２４－２ 794478119 飲食店営業(4)その他 一般 平岡 宏之 東播(加健)第401-345 令和2年10月19日 令和8年11月30日 平成20年10月17日
000028 3000045372 加古川事業所 675-0137 加古川市金沢町７番地 794361530 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＭＣエバテック 代表取締役 山口 洋史 661-0976 兵庫県尼崎市潮江一丁目２番６号 643005442 東播(加健)第401-451 令和2年11月11日 令和8年11月30日 平成20年10月17日
000028 3000045381 ヌーヴェルパティスリー　ともなが 675-0025 加古川市尾上町養田４９２－７ 794275886 菓子製造業 一般 有限会社ＴＯＭＯＮＡＧＡ 代表取締役 朝長 振太郎 675-0025 兵庫県加古川市尾上町養田４９２－７ 794275886 東播(加健)第403-52 令和2年10月29日 令和8年11月30日 平成20年10月27日
000028 3000045384 ミスト 675-0031 加古川市加古川町北在家２２４５ 794225445 飲食店営業(4)その他 一般 沼田 千鶴 東播(加健)第401-403 令和2年10月29日 令和8年11月30日 平成20年10月24日
000028 3000045386 お好み焼き・鉄ぱん屋　ぴか一 675-0153 加古郡播磨町南野添２丁目１－１ 794377130 飲食店営業(4)その他 一般 丸野 裕城 東播(加健)第401-414 令和2年11月2日 令和8年11月30日 平成20年10月24日
000028 3000045387 北義精肉店 675-0023 加古川市尾上町池田４０４－５ 794241823 食肉販売業 一般 株式会社北義 代表取締役 北田 敏宏 675-0023 兵庫県加古川市尾上町池田４０４－５ 794241823 東播(加健)第427-47 令和2年10月29日 令和8年11月30日 平成20年10月24日
000028 3000045388 焼肉　北義 675-0023 加古川市尾上町池田４０４－５ 794241823 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社北義 代表取締役 北田 敏宏 675-0023 兵庫県加古川市尾上町池田４０４－５ 794241823 東播(加健)第401-377 令和2年10月29日 令和8年11月30日 平成20年10月24日
000028 3000045389 お好み焼き　さくら 675-1113 加古郡稲美町岡２４４５－１ 794952553 飲食店営業(4)その他 一般 瀧口 由香利 東播(加健)第401-394 令和2年11月2日 令和8年11月30日 平成20年10月28日
000028 3000045395 カネモト製菓株式会社 675-0104 加古川市平岡町土山１１６２－１ 789421114 菓子製造業 一般 カネモト製菓株式会社 代表取締役 兼本 雅史 675-0104 兵庫県加古川市平岡町土山１２２１－３ 789421116 東播(加健)第403-48 令和2年10月19日 令和8年11月30日 平成20年10月29日
000028 3000045401 和風ステーキ　梅はら 676-0001 高砂市中島１丁目１－３０ 794434906 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 梅原 淳益基 東播(加健)第401-378 令和2年10月26日 令和8年11月30日 平成20年10月28日
000028 3000045402 ＲＩＧＨＴ　ＦＯＯＤ　ＢＡＲ　Ｋａｎ 676-0016 高砂市荒井町扇町１９番７号かどやビル２Ｆ　Ｃ号室 794432258 飲食店営業(4)その他 一般 伊勢 直美 東播(加健)第401-374 令和2年10月22日 令和8年11月30日 平成20年10月28日
000028 3000045419 ｃｈｉｃｋｅｎ　ｈｏｕｓｅ　枦川 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６５－７彰栄ビル１号 794250203 飲食店営業(4)その他 一般 枦川 修三 東播(加健)第401-500 令和2年11月27日 令和8年11月30日 平成20年11月4日
000028 3000045426 株式会社安川商店 675-0111 加古川市平岡町二俣７８５－１ 794235420 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社安川商店 代表取締役 安川 正行 675-0111 兵庫県加古川市平岡町二俣７８５－１ 794235420 東播(加健)第401-359 令和2年10月22日 令和8年11月30日 平成20年11月10日
000028 3000045428 システムフーズ㈱ 675-0057 加古川市東神吉町神吉８２３－１２ 794318429 食肉製品製造業 一般 システムフーズ株式会社 代表取締役 梅谷 光志 675-0057 兵庫県加古川市東神吉町神吉８２３－１２ 794318429 東播(加健)第428-2 令和2年10月26日 令和8年11月30日 平成20年11月11日
000028 3000045430 よってこ村喫茶 676-0016 高砂市荒井町扇町１３－２７ 794428843 飲食店営業(4)その他 一般 宮本 幸弘 東播(加健)第401-411 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成20年11月11日
000028 3000045431 （有）紋度 675-0131 加古川市別府町新野辺１８４－１３ 794363105 あん類製造業 一般 有限会社紋度 代表取締役 後藤 修司 675-0017 兵庫県加古川市野口町良野１４１－１０ 794241527 東播(加健)第404-1 令和2年11月10日 令和8年11月30日 平成20年11月11日
000028 3000045447 キッチンママ 675-0057 加古川市東神吉町神吉１０１２－１ 794324440 そうざい製造業 一般 久保 恵子 東播(加健)第424-17 令和4年10月20日 令和11年11月30日 令和4年10月20日
000028 3000045450 帝神志方ミート株式会社 675-0321 加古川市志方町志方町４３２－２ 794523673 食肉処理業 一般 帝神志方ミート株式会社 代表取締役 前西 貴哉 675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町４４５ 794523673 東播(加健)第409-2 令和4年11月10日 令和10年11月30日 令和4年11月10日
000028 3000045453 ほっともっと　加古川水足店 675-0019 加古川市野口町水足１８９５－８ 794566110 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社　プレナス 代表取締役 塩井 辰男 812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田１丁目１９－２１ 924523600 東播(加健)第401-388 令和2年10月29日 令和8年11月30日 平成20年11月19日
000028 3000045454 あじその 675-0122 加古川市別府町別府９１８番地の２１ 794370968 飲食店営業(4)その他 一般 大山 恵子 東播(加健)第401-476 令和2年11月18日 令和8年11月30日 平成20年11月20日
000028 3000045457 食いもん処太郎房 675-0111 加古川市平岡町二俣７７２－５ビジネスイン東和内 794375666 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 多田 豊 東播(加健)第401-405 令和2年11月2日 令和8年11月30日 平成20年11月21日
000028 3000045461 マーちゃん 675-0131 加古川市別府町新野辺３１８０ 飲食店営業(4)その他 一般 木戸 昌子 東播(加健)第401-471 令和2年11月16日 令和8年11月30日 平成20年11月25日
000028 3000045479 あつあつ 675-0019 加古川市野口町水足１７９２ 794212638 飲食店営業(4)その他 露店 島本 英治 東播(加健)第401-600 平成31年1月31日 令和6年2月29日 平成20年12月1日
000028 3000045481 手づくりパン　ふくふく 675-1122 加古郡稲美町中村４７５－２ 794406313 菓子製造業 一般 武田 大亮 東播(加健)第403-83 令和3年2月4日 令和9年2月28日 平成20年12月3日
000028 3000045483 アプリーレ東加古川内入船 675-0111 加古川市平岡町二俣字神鋼１００２番地 794351455 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社入船 代表取締役 入江 建介 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町１０３３ 794435500 東播(加健)第401-630 令和5年1月24日 令和12年2月28日 令和5年1月24日
000028 3000045487 オフィス・ヤマダ 675-0009 加古川市神野町西条１０４９－１ガーデンプレイス望理郷１０５ 794381718 喫茶店営業 一般 山田 長平 東播(加健)第402-127 令和3年2月4日 令和9年2月28日 平成20年12月8日
000028 3000045489 ミナミ（高砂にくてん） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 島本 邦夫 東播(加健)第401-580 平成31年1月25日 令和6年2月29日 平成20年12月9日
000028 3000045492 ぼん・グー 676-0076 高砂市伊保崎南６－１４ 飲食店営業(4)その他 一般 谷本 則夫 東播(加健)第401-641 令和3年2月17日 令和9年2月28日 平成20年12月12日
000028 3000045493 ミルボン 675-0064 加古川市加古川町溝之口５０３－２ビエラ加古川内 794272022 菓子製造業 一般 内藤 將之 東播(加健)第403-89 令和3年2月17日 令和9年2月28日 平成20年12月12日
000028 3000045494 ハナフサ工場 675-0063 加古川市加古川町平野１２６－３ 794211600 菓子製造業 一般 内藤 將之 東播(加健)第403-91 令和3年2月17日 令和9年2月28日 平成20年12月12日
000028 3000045496 ハナフサ 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８カピル２１　１Ｆ 794222357 飲食店営業(4)その他 一般 内藤 將之 東播(加健)第401-647 令和3年2月17日 令和9年2月28日 平成20年12月12日
000028 3000045497 和洋ダイニング　ＳＡＳＡＹＵ（ささゆ） 675-0012 加古川市野口町野口１４４－３３ 794220722 飲食店営業(4)その他 一般 佐々木 佳子 東播(加健)第401-579 令和3年1月20日 令和9年2月28日 平成20年12月15日
000028 3000045510 カラオケ　うたパラ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２８０－６東加古川駅前ビル２Ｆ 794237000 飲食店営業(4)その他 一般 橋本 良太 東播(加健)第401-607 令和3年2月1日 令和9年2月28日 平成20年12月19日
000028 3000045512 お好み焼　いなか 675-0146 加古郡播磨町古田２丁目２９－１８ 794361027 飲食店営業(4)その他 一般 岡部 美幸 東播(加健)第401-575 令和3年1月20日 令和9年2月28日 平成20年12月22日
000028 3000045513 ラーメン２国　加古川店 675-0015 加古川市野口町坂井１０６－３ 794360259 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＵＲＡＢＥ 代表取締役 卜部 朋和 675-0015 兵庫県加古川市野口町坂井１０６－３ 794360259 東播(加健)第401-545 令和3年1月19日 令和9年2月28日 平成20年12月22日
000028 3000045519 カラオケ喫茶　ジェム 675-1112 加古郡稲美町六分一１１７８－２６２ 794928023 飲食店営業(4)その他 一般 畠 智美 東播(加健)第401-586 令和3年1月21日 令和9年2月28日 平成20年12月25日
000028 3000045520 日本マクドナルド　加古川河原店 675-0067 加古川市加古川町河原字長尾３７０－１ 794237780 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 160-0023 東京都新宿区西新宿６丁目５番１号 369115000 東播(加健)第401-611 令和5年1月17日 令和12年2月28日 令和5年1月17日
000028 3000045525 cafe　蔵 675-0017 加古川市野口町良野１０３１ 794222360 飲食店営業(4)その他 一般 岡田酒造株式会社 代表取締役 岡田 一美 675-0017 兵庫県加古川市野口町良野１０３１ 794222360 東播(加健)第401-580 令和3年1月20日 令和9年2月28日 平成21年1月5日
000028 3000045528 スシロー加古川野口店 675-0017 加古川市野口町良野７９０－１ 794566181 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社あきんどスシロー 代表取締役 新居 耕平 564-0063 大阪府吹田市江坂町１丁目２２番２号 663681003 東播(加健)第401-599 令和3年1月28日 令和9年2月28日 平成21年1月6日
000028 3000045553 マックスバリュ野口店（加熱惣菜） 675-0018 加古川市野口町坂元１０５－１ 794561900 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第401-567 令和3年1月19日 令和9年2月28日 平成21年1月9日
000028 3000045554 マックスバリュ野口店（寿司） 675-0018 加古川市野口町坂元１０５－１ 794561900 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第401-568 令和3年1月19日 令和9年2月28日 平成21年1月9日
000028 3000045555 マックスバリュ野口店（サンドイッチ） 675-0018 加古川市野口町坂元１０５－１ 794561900 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第401-569 令和3年1月19日 令和9年2月28日 平成21年1月9日
000028 3000045556 マックスバリュ野口店 675-0018 加古川市野口町坂元１０５－１ 794561900 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第403-78 令和3年1月19日 令和9年2月28日 平成21年1月9日
000028 3000045557 マックスバリュ野口店 675-0018 加古川市野口町坂元１０５－１ 794561900 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第429-42 令和3年1月19日 令和9年2月28日 平成21年1月9日
000028 3000045559 マックスバリュ野口店 675-0018 加古川市野口町坂元１０５－１ 794561900 喫茶店営業 自動販売機 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第402-111 平成31年2月12日 令和6年2月29日 平成21年1月9日
000028 3000045560 マックスバリュ野口店 675-0018 加古川市野口町坂元１０５－１ 794561900 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第427-74 令和3年1月19日 令和9年2月28日 平成21年1月9日
000028 3000045565 旬菜　きたむら 676-0018 高砂市荒井町若宮町２－１１ 794435030 飲食店営業(4)その他 一般 北村 仁志 東播(加健)第401-552 令和3年1月18日 令和9年2月28日 平成21年1月13日
000028 3000045567 株式会社メイショク 675-0011 加古川市野口町北野４３４－１加古川工業団地 794236761 食用油脂製造業 一般 株式会社メイショク 代表取締役 梅田 稔 652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町三丁目４０番１９号 785218181 東播(加健)第406-1 令和3年1月28日 令和9年2月28日 平成21年1月8日
000028 3000045572 歌楽 676-0814 高砂市春日野町２９６７の１ 794470889 飲食店営業(4)その他 一般 岸本 幸子 東播(加健)第401-649 令和3年2月18日 令和9年2月28日 平成21年1月16日
000028 3000045606 和 675-0101 加古川市平岡町新在家３丁目２８１－３－１シャトー東加古川１０１ 飲食店営業(4)その他 一般 井原 則和 東播(加健)第401-648 令和3年2月18日 令和9年2月28日 平成21年1月23日
000028 3000045640 焼鳥居酒屋　たからじま 675-0039 加古川市加古川町粟津４４８－３ 794545401 飲食店営業(4)その他 一般 板垣 高美 東播(加健)第401-541 令和3年1月19日 令和9年2月28日 平成21年2月4日
000028 3000045642 焼とり　とり六 676-0077 高砂市松陽１丁目１３－１ 794487940 飲食店営業(4)その他 一般 北野 雪子 東播(加健)第401-553 令和3年1月18日 令和9年2月28日 平成21年2月4日
000028 3000045661 ビレッジ 675-1115 加古郡稲美町国岡１丁目９５番地 794406733 飲食店営業(4)その他 一般 アルファ開発有限会社 代表取締役 藤本 隆 675-1115 兵庫県加古郡稲美町国岡１丁目８９番地 794920491 東播(加健)第401-565 令和3年1月19日 令和9年2月28日 平成21年2月9日
000028 3000045662 ＤＥＬＬ’ＡＭＯＲＥ 675-1201 加古川市八幡町宗佐１５６８－１ 794908877 飲食店営業(4)その他 一般 大池 澄人 東播(加健)第401-566 令和3年1月19日 令和9年2月28日 平成21年2月9日
000028 3000045674 ニッサンフーズ㈱ 676-0805 高砂市米田町米田平津前１０１９ 794326655 食肉製品製造業 一般 ニッサンフーズ株式会社 代表取締役 冨田 隆司 675-0054 兵庫県加古川市米田町平津４７４－１ 794321200 東播(加健)第428-3 令和3年1月19日 令和9年2月28日 平成21年2月9日
000028 3000045678 カラオケ喫茶　艶花 675-1105 加古郡稲美町加古８３２１－２ 794517077 飲食店営業(4)その他 一般 中田 和弘 東播(加健)第401-564 令和3年1月19日 令和9年2月28日 平成21年2月13日
000028 3000045680 ホテルＶ 675-0101 加古川市平岡町新在家８９８－１、８９７－１ 794272506 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社播州観光 取締役 山木 栄載 675-0101 794272506 東播(加健)第401-560 令和3年1月19日 令和9年2月28日 平成21年2月16日
000028 3000045694 セブン－イレブン加古川駅東店 675-0064 加古川市加古川町溝之口１０１－２ 794220009 飲食店営業(4)その他 一般 山田 崇 東播(加健)第401-610 令和3年2月2日 令和9年2月28日 平成21年2月23日
000028 3000045703 カラオケ喫茶　愛 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７６－１２三友スカイラークビル１０４号 794543908 飲食店営業(4)その他 一般 豊永 節代 東播(加健)第401-632 令和3年2月10日 令和9年2月28日 平成21年2月26日
000028 3000045704 播磨大和会館 675-0151 加古郡播磨町野添４０５ 789425969 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社大和生研 代表取締役 山下 裕史 670-0936 兵庫県姫路市古二階町６３ 792890117 東播(加健)第401-1 令和5年4月3日 令和12年5月31日 令和5年4月3日
000028 3000045707 レストラン　ポプラ 675-0148 加古郡播磨町北古田１丁目２２－１２ 794367131 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小林 久員 東播(加健)第401-522 令和3年1月12日 令和9年2月28日 平成21年2月27日
000028 3000045717 有限会社　丹波屋 675-0122 加古川市別府町別府１００１－２２ 794351172 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　丹波屋 代表取締役 北山 智之 675-0122 兵庫県加古川市別府町別府１００１－７ 794351172 東播(加健)第401-19 令和3年4月21日 令和9年5月31日 平成21年3月10日
000028 3000045729 居酒屋　壺屋 675-0121 加古川市別府町新野辺北町３丁目６５－５ 794352277 飲食店営業(4)その他 一般 坪屋 光雄 東播(加健)第401-137 令和3年5月19日 令和9年5月31日 平成21年3月23日
000028 3000045733 クローバー 676-0019 高砂市緑丘２丁目１－４０アスパ高砂内 794443003 飲食店営業(4)その他 一般 東播(加健)第401-38 令和3年4月25日 令和9年5月31日 平成21年3月23日
000028 3000045740 まるみ 675-0054 加古川市米田町平津５９１－２ 飲食店営業(4)その他 一般 井上 真知子 東播(加健)第401-159 令和3年5月25日 令和9年5月31日 平成21年3月25日
000028 3000045767 デリカフーズ株式会社　兵庫事業所 675-1112 加古郡稲美町六分一１２８４－３ 794960831 そうざい製造業 一般 デリカフーズ株式会社 代表取締役 小林 憲司 121-0073 東京都足立区六町四丁目１２番１２号 338581166 東播(加健)第409-2 令和3年4月22日 令和9年5月31日 平成21年3月30日
000028 3000045772 ごはん家　カフェ　Ｎａｋａｍｕｒａ 675-0036 加古川市加古川町西河原１６２－１ 794220168 飲食店営業(4)その他 一般 中村 末美 東播(加健)第401-147 令和3年5月20日 令和9年5月31日 平成21年4月3日
000028 3000045773 クローバー　キッチン 675-0122 加古川市別府町別府５２２－１長配ビル１Ｆ 794375955 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 駒水 秀行 東播(加健)第401-131 令和3年5月19日 令和9年5月31日 平成21年4月3日
000028 3000045780 ヘルシー弁当木立製造部 675-0053 加古川市米田町船頭５２３番地４ 794328116 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 特定非営利活動法人サポートセンター木立 理事 谷口 治 675-0053 兵庫県加古川市米田町船頭５１４番地２４ 794313288 東播(加健)第401-131 令和4年5月18日 令和10年5月31日 令和4年5月18日
000028 3000045790 スナック酔芙蓉 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７０－１４サミットシティ５Ｆ－Ａ 794228867 飲食店営業(4)その他 一般 平田 博子 東播(加健)第401-27 令和3年4月25日 令和9年5月31日 平成21年4月14日
000028 3000045801 中村企画 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 中村 正一 東播(加健)第401-66 令和1年5月16日 令和6年5月31日 平成21年4月23日



000028 3000045855 株式会社オイシス　はりま工場 675-0103 加古川市平岡町高畑５２０－１８ 794252700 そうざい製造業 一般 株式会社オイシス 代表取締役 池野 正明 653-0022 兵庫県神戸市長田区東尻池町二丁目５番３号 794252700 東播(加健)第424-2 令和5年4月20日 令和12年5月31日 令和5年4月20日
000028 3000045865 串揚げの店あき 676-0808 高砂市神爪１丁目３番７号ノースビル１０５号室 794558777 飲食店営業(4)その他 一般 槙野 明子 東播(加健)第401-79 令和3年5月6日 令和9年5月31日 平成21年5月26日
000028 3000045876 お好み焼　まき 675-0158 加古郡播磨町北野添１６０２土山共同センター内 789410919 飲食店営業(4)その他 一般 織田 一美 東播(加健)第401-88 令和3年5月10日 令和9年5月31日 平成21年5月28日
000028 3000045885 アイ・シャドー 676-0022 高砂市高砂町浜田町２丁目５－１０ 794423667 飲食店営業(4)その他 一般 松井 ロリータ 東播(加健)第401-270 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 3000045890 ㈱コーエイ 676-0808 高砂市神爪１丁目１番１８号－３ 794326321 飲食店営業(4)その他 一般 ㈱コーエイ 代表取締役 山本 敦也 676-0805 兵庫県高砂市米田町米田３９２番地７ 794326321 東播(加健)第401-284 令和3年8月13日 令和9年8月31日 令和3年8月13日
000028 3000045891 ㈱コーエイ 676-0808 高砂市神爪１丁目１番１８号－３ 794326321 魚介類販売業 一般 ㈱コーエイ 代表取締役 山本 敦也 676-0805 兵庫県高砂市米田町米田３９２番地７ 794326321 東播(加健)第429-19 令和3年8月13日 令和9年8月31日 令和3年8月13日
000028 3000045894 兵庫県立東はりま特別支援学校 675-0148 加古郡播磨町北古田１－１７－１７ 794302820 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社日米クック 代表取締役 米谷 素明 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中１丁目１７番２２号 664520188 東播(加健)第401-351 平成28年8月5日 令和5年8月31日 平成21年6月9日
000028 3000045913 花う 675-0021 加古川市尾上町安田５９－１ 794258746 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤井 良子 東播(加健)第401-315 令和3年8月17日 令和9年8月31日 令和3年8月17日
000028 3000045915 株式会社オイシス　はりま工場 675-0103 加古川市平岡町高畑５２０－１８ 794252700 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社オイシス 代表取締役 池野 正明 653-0022 兵庫県神戸市長田区東尻池町二丁目５番３号 727818081 東播(加健)第401-337 平成28年8月3日 令和5年8月31日 平成21年6月11日
000028 3000045922 焼肉　いちえん 675-0066 加古川市加古川町寺家町３５２－４ 794277373 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ㈱ＴＨＩＮＫ 代表取締役 北江 洋充 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町３５２－４ 794277373 東播(加健)第401-308 令和3年8月10日 令和9年8月31日 令和3年8月10日
000028 3000045923 こーひーはうす　トムトム 675-1114 加古郡稲美町国安２丁目１１８ 794920113 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 正木 康代 東播(加健)第401-245 令和3年7月21日 令和9年8月31日 令和3年7月21日
000028 3000045965 朱楽 675-0026 加古川市尾上町旭３－４３－１０３ 794212148 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 金井 雄三 東播(加健)第401-313 令和3年8月17日 令和9年8月31日 令和3年8月17日
000028 3000045971 テーケーファー 675-0031 加古川市加古川町北在家７６２－４ 794214770 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 堀井 明子 東播(加健)第401-319 令和3年8月17日 令和9年8月31日 令和3年8月17日
000028 3000045972 味里 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀１８９４－７ 794465584 菓子製造業 一般 大島 順子 東播(加健)第403-35 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 3000045977 むぎ畑 675-1122 加古郡稲美町中村１２２１－６ 794928054 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 東播(加健)第401-301 令和3年8月10日 令和9年8月31日 令和3年8月10日
000028 3000045981 まくばり屋 671-0123 高砂市北浜町西浜１２０８－９５ 792544744 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中川 慎太郎 東播(加健)第401-307 令和3年8月10日 令和9年8月31日 令和3年8月10日
000028 3000045986 曽根お魚直販所 676-0082 高砂市曽根町２５３３－２ 794473001 魚介類販売業 一般 伊保漁業協同組合 代表理事 髙谷 繁喜 676-0073 兵庫県高砂市高須１８番８号 794485300 東播(加健)第429-22 令和3年8月31日 令和9年8月31日 令和3年8月31日
000028 3000045993 こぶ七 676-0064 高砂市高砂町北本町１１８７ 794420143 そうざい製造業 一般 沼田 成生 東播(加健)第409-9 令和3年7月26日 令和9年8月31日 令和3年7月26日
000028 3000046008 あんばらんす 676-0082 高砂市曽根町日笠通り２５５４ 794484939 飲食店営業(4)その他 一般 池畑 多美子 東播(加健)第401-348 令和3年8月30日 令和9年8月31日 令和3年8月30日
000028 3000046010 ローソンＪＲ加古川駅北口店 675-0064 加古川市加古川町溝之口２５４－１ 794267377 菓子製造業 一般 有限会社アールエムユー 取締役 山田 勇 679-0212 兵庫県加東市下滝野５７０番地 795484170 東播(加健)第403-34 平成28年7月29日 令和5年8月31日 平成21年8月6日
000028 3000046012 寿美 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５２－７バイン美幸ビル１ＦＡ号室 794231127 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 重光 東播(加健)第401-232 令和3年7月19日 令和9年8月31日 令和3年7月19日
000028 3000046016 グルメ 吉翔 675-0016 加古川市野口町長砂１１８５ 794228889 菓子製造業 一般 有限会社吉翔Ｆ 代表取締役 福谷 千裕 675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂１１８５ 794228889 東播(加健)第403-42 令和3年8月31日 令和9年8月31日 令和3年8月31日
000028 3000046017 夕 675-0066 加古川市加古川町寺家町３８４－５ 794212523 飲食店営業(4)その他 一般 大田 順子 東播(加健)第401-295 令和3年8月10日 令和9年8月31日 令和3年8月10日
000028 3000046018 県立いなみ野特別支援学校食品加工班 675-1114 加古郡稲美町国安１２８４－１ 794926161 菓子製造業 一般 県立いなみ野特別支援学校 校長 高橋 幹夫 675-1114 兵庫県加古郡稲美町国安１２８４－１ 794926161 東播(加健)第403-40 令和3年8月19日 令和10年8月31日 令和3年8月19日
000028 3000046030 まんぷくキッチン 676-0808 高砂市神爪１丁目５番２４号 794323334 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社プーレまつもと 代表取締役 小椋 義昭 671-1241 兵庫県姫路市網干区興浜２０９３番地の１３３ 792716525 東播(加健)第401-323 令和3年8月18日 令和9年8月31日 令和3年8月18日
000028 3000046031 まんぷくキッチン 676-0808 高砂市神爪１丁目５番２４号 794323334 そうざい製造業 一般 株式会社プーレまつもと 代表取締役 小椋 義昭 671-1241 兵庫県姫路市網干区興浜２０９３番地の１３３ 792716525 東播(加健)第409-10 令和3年8月18日 令和9年8月31日 令和3年8月18日
000028 3000046039 ハーブテラス 675-1115 加古郡稲美町国岡３０－５ 794921173 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ハーブテラス 代表取締役 森本 恵市 651-2303 兵庫県神戸市西区神出町五百蔵１１５番地 794921173 東播(加健)第401-246 令和3年7月21日 令和9年8月31日 令和3年7月21日
000028 3000046040 ハーブテラス 675-1115 加古郡稲美町国岡３０－５ 794921173 菓子製造業 一般 株式会社ハーブテラス 代表取締役 森本 恵市 651-2303 兵庫県神戸市西区神出町五百蔵１１５番地 794921173 東播(加健)第403-33 令和3年7月21日 令和9年8月31日 令和3年7月21日
000028 3000046043 ミュゼ・ド・ガトー 675-0021 加古川市尾上町安田４１３－１ 794271000 菓子製造業 一般 株式会社大和生研 代表取締役 山下 裕史 670-0936 兵庫県姫路市古二階町６３番地 792890117 東播(加健)第403-37 平成28年8月3日 令和5年8月31日 平成21年8月13日
000028 3000046056 カラオケ喫茶バンビ 675-0027 加古川市尾上町今福１９８－１ 794277708 飲食店営業(4)その他 一般 鹿間 真由美 東播(加健)第401-306 令和3年8月10日 令和9年8月31日 令和3年8月10日
000028 3000046057 歌の広場　いこい 675-0012 加古川市野口町野口字大仏１２９－９１ 794517630 飲食店営業(4)その他 一般 松尾 とよ子 東播(加健)第401-262 令和3年8月2日 令和9年8月31日 令和3年8月2日
000028 3000046067 Ｔｅａｓｐａｒｋ（ティースパーク） 675-0054 加古川市米田町平津４７８－２すまいるビル１０３号室 794517666 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高鍋 知巳 東播(加健)第401-286 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 3000046073 串焼酒場ぢどり軒 676-0016 高砂市荒井町扇町４５４－４ 794428550 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ㈲文明樓 代表取締役 入江 昭輔 676-0025 兵庫県高砂市西畑２－１１－１１ 794421371 東播(加健)第401-272 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 3000046074 中野精肉店 675-0053 加古川市米田町船頭５１４川西ショップ内 食肉販売業 一般 中野 暉司 東播(加健)第427-18 令和3年8月31日 令和9年8月31日 令和3年8月31日
000028 3000046084 株式会社ハイジ 675-0103 加古川市平岡町高畑５２０－１８ 794252700 菓子製造業 一般 株式会社ハイジ 代表取締役 池野 忠司 662-0084 794252700 東播(加健)第403-61 平成28年11月8日 令和5年11月30日 平成21年9月9日
000028 3000046087 ｋｉｔｃｈｅｎ　ｏｓａｒｕ 675-0101 加古川市平岡町新在家１４４７－１ 794240363 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平井 昌治 東播(加健)第401-475 令和3年11月4日 令和9年11月30日 令和3年11月4日
000028 3000046091 千 675-0131 加古川市別府町新野辺５７５－１０ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 新井 末子 東播(加健)第401-574 令和3年11月25日 令和9年11月30日 令和3年11月25日
000028 3000046148 ふじわらお好焼 676-0082 高砂市曽根町２２４０－１２ 794477156 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 千文 東播(加健)第401-500 令和3年11月2日 令和9年11月30日 令和3年11月2日
000028 3000046151 手づくりパン　ふくふく 675-1122 加古郡稲美町中村４７５－２ 794406313 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 武田 大亮 東播(加健)第401-453 令和3年10月26日 令和9年11月30日 令和3年10月26日
000028 3000046153 三菱高砂第１食堂厚生棟 676-0008 高砂市荒井町新浜２－１－１ 794421282 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番２０号 664588801 東播(加健)第401-515 平成28年11月7日 令和5年11月30日 平成21年10月14日
000028 3000046159 珈琲庵珈集高砂店 675-0054 加古川市米田町平津６１３－１ 794325000 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社珈集 代表取締役 平野 薫大 673-0433 兵庫県三木市福井字八幡谷２１６５番地の１ 794826117 東播(加健)第401-577 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 3000046174 兵庫県立農業高等学校 675-0101 加古川市平岡町新在家９０２－４ 794243341 食肉製品製造業 一般 兵庫県立農業高等学校 校長 澤井 正志 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家９０２－４ 794243341 東播(加健)第428-2 令和3年11月5日 令和9年11月30日 令和3年11月5日
000028 3000046175 兵庫県立農業高等学校 675-0101 加古川市平岡町新在家９０２－４ 794243341 乳製品製造業 一般 兵庫県立農業高等学校 校長 澤井 正志 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家９０２－４ 794243341 東播(加健)第423-1 令和3年11月5日 令和9年11月30日 令和3年11月5日
000028 3000046183 レストラン「ビアンモール」 675-0003 加古川市神野町神野２０３番地加古川医療センター内　Ｂ１ 794388852 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社光洋 代表取締役 高木 孝昌 236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦一丁目５番１号 457012210 東播(加健)第401-485 平成28年10月31日 令和5年11月30日 平成21年10月27日
000028 3000046185 エバーホテルはりま加古川 675-0150 加古郡播磨町南野添３－１－１ 794412111 飲食店営業(3)旅館 一般 ＫＥＮホテルズ株式会社 代表取締役 北尾 謙一 610-0101 京都府城陽市平川車塚６７番地の１ 774555800 東播(加健)第401-449 令和3年10月20日 令和9年11月30日 令和3年10月20日
000028 3000046193 ぷらちな 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５２－２２ 794257511 飲食店営業(4)その他 一般 小川 直子 東播(加健)第401-571 令和3年11月25日 令和9年11月30日 令和3年11月25日
000028 3000046195 あげは 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７１－９フジビルディングⅡ４Ｆ 794904212 飲食店営業(4)その他 一般 五十嵐 勝宏 東播(加健)第401-535 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 3000046202 エイトスポット 676-0822 高砂市阿弥陀町魚橋１０７４－１ 794906656 飲食店営業(4)その他 一般 八木 秀樹 東播(加健)第401-457 令和3年10月25日 令和9年11月30日 令和3年10月25日
000028 3000046220 和牛焼肉　大五 675-0122 加古川市別府町別府５６１－１ 794374029 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社焼肉の牛太 代表取締役 松田 清治 670-0826 兵庫県姫路市楠町１１３ 792215129 東播(加健)第401-565 令和3年11月22日 令和9年11月30日 令和3年11月22日
000028 3000046224 delicious　dining　Concombre 676-0805 高砂市米田町米田８１－８６－５ 794907111 菓子製造業 一般 野口 和成 東播(加健)第403-48 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 3000046234 和食処おおつぼ（寿司工房） 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５４－１２ 4269482 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 大坪 君子 東播(加健)第401-431 令和3年10月15日 令和9年11月30日 令和3年10月15日
000028 3000046250 カラオケ喫茶セレーネ 676-0001 高砂市中島２丁目４－６０ 794434649 飲食店営業(4)その他 一般 松本 逸子 東播(加健)第401-438 令和3年10月15日 令和9年11月30日 令和3年10月15日
000028 3000046264 真心うどん　米田平津店 676-0805 高砂市米田町米田１１２５－１１ 794313234 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 村上 良隆 東播(加健)第401-595 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 3000046297 魚菜処　和さ 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５２－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 土井 世和 東播(加健)第401-753 令和4年2月17日 令和10年2月29日 令和4年2月17日
000028 3000046298 スナック　チョッパー 676-0038 高砂市高砂町栄町３６９－１３ 794426606 飲食店営業(4)その他 一般 工藤 聖子 東播(加健)第401-768 令和4年2月24日 令和10年2月29日 令和4年2月24日
000028 3000046300 えん 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６５－２１彰栄ビル２Ｆ 794220290 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 住友 佐知子 東播(加健)第401-752 令和4年2月17日 令和10年2月29日 令和4年2月17日
000028 3000046301 栗の木 675-0163 加古郡播磨町古宮７丁目７－４０号 789415839 飲食店営業(4)その他 一般 森﨑 正子 東播(加健)第401-721 令和4年2月7日 令和10年2月29日 令和4年2月7日
000028 3000046311 Ｂｌａｃｋ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７１－１０東加古川駅前ビル２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 北原 彩 東播(加健)第401-754 令和4年2月17日 令和10年2月29日 令和4年2月17日
000028 3000046317 株式会社イトーヨーカ堂　加古川店  （臨時寿司作業室） 675-0124 加古川市別府町緑町２ 794353131 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社イトーヨーカ堂 代表取締役 山本 哲也 102-0084 東京都千代田区二番町８番地８ 362382111 東播(加健)第401-701 令和4年2月2日 令和10年2月29日 令和4年2月2日
000028 3000046321 ラーメン飛 676-0815 高砂市阿弥陀１丁目２５２３－６ 794460700 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 馬場 康彦 東播(加健)第401-725 令和4年2月7日 令和10年2月29日 令和4年2月7日
000028 3000046322 はなはな 675-0005 加古川市神野町石守１２８７－１ 794258741 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長井 房子 東播(加健)第401-711 令和4年2月4日 令和10年2月29日 令和4年2月4日
000028 3000046324 ファミリーマート稲美五軒屋店 675-1105 加古郡稲美町加古４５ 794966711 飲食店営業(4)その他 一般 合資会社ケセラ 代表社員 村田 俊二 675-1105 兵庫県加古郡稲美町加古４５ 794966711 東播(加健)第401-743 令和4年2月16日 令和10年2月29日 令和4年2月16日
000028 3000046344 Ｍｏｎｅ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７１－９フジビルディングⅡ４ＦＤ 794252552 飲食店営業(4)その他 一般 長谷川 貴優 東播(加健)第401-762 令和4年2月22日 令和10年2月29日 令和4年2月22日
000028 3000046364 ロゼッテン 675-0039 加古川市加古川町粟津６２０－１ 794253177 菓子製造業 一般 藤原 雅彦 東播(加健)第403-64 令和4年2月8日 令和10年2月29日 令和4年2月8日
000028 3000046396 カフェ＆ダイニング　サンキュー 675-1115 加古郡稲美町国岡３２０－２ 794920508 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三乘 恭江 東播(加健)第401-744 令和4年2月16日 令和10年2月29日 令和4年2月16日
000028 3000046397 セブン－イレブン加古川福留店 675-0004 加古川市神野町福留字小坂ノ下７７８ 794250860 飲食店営業(4)その他 一般 川脇 昭弘 東播(加健)第401-686 令和4年1月31日 令和11年2月28日 令和4年1月31日
000028 3000046402 ローソン加古川粟津店 675-0039 加古川市加古川町粟津８１２－１ 794245006 飲食店営業(4)その他 一般 亀井 利裕 東播(加健)第401-606 令和5年1月17日 令和12年2月28日 令和5年1月17日
000028 3000046413 特別養護老人ホーム　加古川さくら園 675-0057 加古川市東神吉町神吉字北山１８４４－５ 794327300 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 柏原マルタマフーズ株式会社 代表取締役 583-0001 大阪府藤井寺市川北３－４－２３ 729720568 東播(加健)第401-724 令和4年2月7日 令和11年2月28日 令和4年2月7日
000028 3000046415 明日香アール・ヌーボー 675-0146 加古郡播磨町古田１丁目４－６５ 794356135 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鈴木 純一 東播(加健)第401-720 令和4年2月7日 令和10年2月29日 令和4年2月7日
000028 3000046416 そば切り稲美 675-1127 加古郡稲美町中一色字青の井８３１ 794923580 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 逸人 東播(加健)第401-763 令和4年2月22日 令和10年2月29日 令和4年2月22日
000028 3000046426 株式会社マザーテーブルはりま工場 675-0103 加古川市平岡町高畑５２０－１８ 794252700 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社マザーテーブル 代表取締役 池野 忠司 675-0103 兵庫県加古川市平岡町高畑５２０－１８ 794252700 東播(加健)第401-736 平成29年2月22日 令和6年2月29日 平成22年2月4日
000028 3000046427 株式会社マザーテーブルはりま工場 675-0103 加古川市平岡町高畑５２０－１８ 794252700 そうざい製造業 一般 株式会社マザーテーブル 代表取締役 池野 忠司 675-0103 兵庫県加古川市平岡町高畑５２０－１８ 794252700 東播(加健)第409-13 平成29年2月22日 令和6年2月29日 平成22年2月4日
000028 3000046437 カラオケ喫茶ロータリー 675-0101 加古川市平岡町新在家１４４７－１西浦ビル２Ｆ 794264678 飲食店営業(4)その他 一般 堀地 紀生 東播(加健)第401-643 令和4年1月19日 令和10年2月29日 令和4年1月19日
000028 3000046438 喫茶パグ 675-0111 加古川市平岡町二俣９０５－１３０ 794302521 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社河﨑興業 代表取締役 河﨑 秀雄 675-0111 兵庫県加古川市平岡町二俣９０５－１３０ 794302521 東播(加健)第401-637 令和4年1月17日 令和10年2月29日 令和4年1月17日
000028 3000046448 カンタール　カラオケ喫茶 675-0031 加古川市加古川町北在家２５６５番地 794267970 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 泉 靖忠 東播(加健)第401-697 令和4年2月1日 令和10年2月29日 令和4年2月1日
000028 3000046454 ファミリーマート加古川新野辺店 675-0131 加古川市別府町新野辺３０３０番地 794302006 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社うかいや 代表取締役 朝生 美徳 671-1521 兵庫県揖保郡太子町東出２６２－１ 792776100 東播(加健)第401-689 令和4年1月31日 令和10年2月29日 令和4年1月31日
000028 3000046460 松波ミオ事業所 676-0023 高砂市高砂町松波町４４０－１４９ 794392962 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＬＥＯＣ 代表取締役 森井 秀和 100-0004 東京都千代田区大手町一丁目１番３号 352208550 東播(加健)第401-742 令和4年2月15日 令和11年2月28日 令和4年2月15日
000028 3000046470 セブン－イレブン加古川東神吉店 675-0057 加古川市東神吉町神吉７９６ 794327799 飲食店営業(4)その他 一般 合資会社幸和 代表社員 杉本 健太郎 675-0046 兵庫県加古川市西神吉町辻２５９番地の４ 794324568 東播(加健)第401-739 令和4年2月15日 令和11年2月28日 令和4年2月15日
000028 3000046489 ほてい 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７６－１０Ｆｉｒｓｔビル１Ｆ 794560888 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 漆下 康光 東播(加健)第401-692 令和4年2月1日 令和10年2月29日 令和4年2月1日
000028 3000046490 一期一会 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２６３－１ＨＫビル５Ｆ 794263131 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社サンライズ 代表取締役 李 順姫 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家一丁目２６３－番地１ 東播(加健)第401-650 令和4年1月19日 令和10年2月29日 令和4年1月19日
000028 3000046509 児玉久美菓子製作 676-0082 高砂市曽根町２４６４－４ 794474144 菓子製造業 一般 児玉 久美 東播(加健)第410-6 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 3000046512 カラオケ喫茶うたたね日向 675-0135 加古川市別府町東町１４９－４ 794902816 飲食店営業(4)その他 一般 上田 律子 東播(加健)第401-64 令和4年5月2日 令和10年5月31日 令和4年5月2日
000028 3000046540 ＳａＫａＢａ夢絆 676-0065 高砂市高砂町細工町１３５１ 794439333 飲食店営業(4)その他 一般 玉野 高代 東播(加健)第401-143 令和4年5月19日 令和10年5月31日 令和4年5月19日
000028 3000046541 たこ八ちゃん 675-0101 加古川市平岡町新在家１３５５－９ 飲食店営業(4)その他 一般 山口 由加里 東播(加健)第401-53 令和3年5月6日 令和8年5月31日 平成22年3月10日
000028 3000046542 Ｐａｔｉｓｓｒｉ　ｕｎ　ｇａｔｅａｕ 675-1112 加古郡稲美町六分一１２０９－５９５ 794962070 菓子製造業 一般 原田 江津子 東播(加健)第410-14 令和4年5月13日 令和10年5月31日 令和4年5月13日
000028 3000046543 ご馳走　まん真 675-1122 加古郡稲美町中村１６７３－３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小山 正善 東播(加健)第401-172 令和4年5月26日 令和10年5月31日 令和4年5月26日
000028 3000046580 三菱製紙松栄寮 676-0038 高砂市高砂町栄町４０９－１ 794420307 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社馬渕商事 代表取締役 馬渕 祥正 152-0032 東京都目黒区平町１丁目１６－２４ 332780010 東播(加健)第401-67 令和4年5月2日 令和10年5月31日 令和4年5月2日
000028 3000046582 マックスバリュ東加古川店 675-0103 加古川市平岡町高畑４－１ 789431611 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第404-4 令和4年5月2日 令和11年5月31日 令和4年5月2日
000028 3000046583 マックスバリュ東加古川店 675-0103 加古川市平岡町高畑４－１ 789431611 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第403-4 令和4年5月2日 令和11年5月31日 令和4年5月2日
000028 3000046584 マックスバリュ東加古川店 675-0103 加古川市平岡町高畑４－１ 789431611 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第401-73 令和4年5月2日 令和11年5月31日 令和4年5月2日
000028 3000046585 マックスバリュ東加古川店 675-0103 加古川市平岡町高畑４－１ 789431611 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第401-74 令和4年5月2日 令和11年5月31日 令和4年5月2日
000028 3000046587 マックスバリュ東加古川店 675-0103 加古川市平岡町高畑４－１ 789431611 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第410-7 令和4年5月2日 令和11年5月31日 令和4年5月2日
000028 3000046589 マックスバリュ東加古川店 675-0103 加古川市平岡町高畑４－１ 789431611 喫茶店営業 自動販売機 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第402-9 令和2年5月21日 令和7年5月31日 平成22年3月30日
000028 3000046620 ホテルアルバ 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀２６ 794486030 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社ホテル高砂 代表取締役 清水 明司 676-0827 兵庫県高砂市阿弥陀町阿弥陀２６ 794486030 東播(加健)第401-153 令和4年5月23日 令和10年5月31日 令和4年5月23日
000028 3000046630 愛菜　神吉店 675-0057 加古川市東神吉町神吉８８１－１ 794327746 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　コープフーズ 代表取締役 友重 伸和 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目３－１９ 794956001 東播(加健)第401-132 令和4年5月18日 令和11年5月31日 令和4年5月18日
000028 3000046631 小麦の森　神吉店 675-0057 加古川市東神吉町神吉８８１－１ 794320957 菓子製造業 一般 株式会社コープベーカリー 代表取締役 緑 淳史 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西２－１ 788573904 東播(加健)第410-18 令和4年5月18日 令和11年5月31日 令和4年5月18日
000028 3000046634 中華居酒屋ダイニング　空　ＫＵ－ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７０－１富士ビル１階Ｃ室 794275587 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡山 美佐男 東播(加健)第401-76 令和4年5月2日 令和10年5月31日 令和4年5月2日
000028 3000046635 コープ神吉 675-0057 加古川市東神吉町神吉８８１－１ 794323135 飲食店営業(4)その他 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山　利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目３番１９号 788561190 東播(加健)第401-117 令和4年5月16日 令和11年5月31日 令和4年5月16日
000028 3000046636 コープ神吉 675-0057 加古川市東神吉町神吉８８１－１ 794323135 食肉販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山　利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目３番１９号 788561190 東播(加健)第403-7 令和4年5月16日 令和11年5月31日 令和4年5月16日
000028 3000046637 コープ神吉 675-0057 加古川市東神吉町神吉８８１－１ 794323135 魚介類販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山　利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目３番１９号 788561190 東播(加健)第404-8 令和4年5月16日 令和11年5月31日 令和4年5月16日
000028 3000046644 焼肉　みき家 675-0025 加古川市尾上町養田大崎４２３－１９ 794238929 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大浦 嘉子 東播(加健)第401-178 令和4年5月27日 令和10年5月31日 令和4年5月27日
000028 3000046655 炭火焼鳥　がらるっど 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６５－１０レインボープラザ東加古川１０１号 794202339 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社たまがっど 代表取締役 野村 哲男 675-0117 兵庫県加古川市平岡町一色西２丁目２５４－１ 東播(加健)第401-53 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 3000046658 カラオケキッサ　ラヴ 675-0011 加古川市野口町北野１１５０－６ 飲食店営業(4)その他 一般 田中 知江子 東播(加健)第401-107 令和4年5月12日 令和10年5月31日 令和4年5月12日
000028 3000046672 Ｂａｒ　Ｈａｒｎｅｓｓ　Ｂａｒｒｅｌ 676-0022 高砂市高砂町浜田町１－５－６ 794429877 飲食店営業(4)その他 一般 藤野 大輔 東播(加健)第401-165 令和4年5月26日 令和10年5月31日 令和4年5月26日
000028 3000046689 さわお好み焼 675-0012 加古川市野口町野口１００－５ 4230716 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 澤 美佐子 東播(加健)第401-41 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 3000046693 炭火焼　源六 676-0808 高砂市神爪１丁目１２－１８高田ビル１Ｆ 794330511 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川飛 浩 東播(加健)第401-104 令和4年5月12日 令和10年5月31日 令和4年5月12日
000028 3000046694 ダントツヤ 676-0016 高砂市荒井町扇町１９－７ 794902489 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社文明樓 代表取締役 入江 昭輔 676-0025 兵庫県高砂市西畑２－１１－１１ 794421371 東播(加健)第401-60 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 3000046695 ステーキハンバーグ＆サラダバーけん  加古川店 675-0122 加古川市別府町別府５５４－１ 794903838 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ウィンフォレスト 代表取締役 杉森 公三 675-0103 兵庫県加古川市平岡町高畑２１３－４－２Ｆ 794903939 東播(加健)第401-29 平成29年4月28日 令和5年5月31日 平成22年5月7日
000028 3000046737 七輪焼鳥　鳥炎 675-0019 加古川市野口町水足２０４４－１０ 794270883 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高山 正也 東播(加健)第401-97 令和4年5月10日 令和10年5月31日 令和4年5月10日
000028 3000046738 カラオケ喫茶　愛 675-0012 加古川市野口町野口１４４－１８ 794220988 飲食店営業(4)その他 一般 豊永 恵巳子 東播(加健)第401-80 令和4年5月6日 令和10年5月31日 令和4年5月6日
000028 3000046747 居酒屋　花 675-0031 加古川市加古川町北在家西角５８１－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 仲田 京子 東播(加健)第401-135 令和4年5月18日 令和10年5月31日 令和4年5月18日
000028 3000046752 田岡化学工業（株）内食堂 675-0145 加古郡播磨町宮西２丁目１０－６ 794376125 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ウオクニ株式会社 代表取締役 野々村 充教 657-0842 兵庫県神戸市灘区船寺通４丁目５番１６号 788017755 東播(加健)第401-292 平成29年8月21日 令和6年8月31日 平成22年6月3日



000028 3000046758 セブン-イレブン加古川溝之口店 675-0064 加古川市加古川町溝之口２５２－１ 794235607 飲食店営業(4)その他 一般 谷川 洋治 東播(加健)第401-314 令和4年8月4日 令和10年8月31日 令和4年8月4日
000028 3000046762 マルアイ稲美店 675-1115 加古郡稲美町国岡１丁目１８１ 794965840 食肉販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第427-21 平成29年8月10日 令和6年8月31日 平成22年6月7日
000028 3000046763 マルアイ稲美店 675-1115 加古郡稲美町国岡１丁目１８１ 794965840 魚介類販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第429-13 平成29年8月10日 令和6年8月31日 平成22年6月7日
000028 3000046765 マルアイ稲美店 675-1115 加古郡稲美町国岡１丁目１８１ 794965840 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第401-259 平成29年8月10日 令和6年8月31日 平成22年6月7日
000028 3000046780 凜 676-0804 高砂市美保里２５－２０　１０５号室 794422123 飲食店営業(4)その他 一般 爲家 美保 東播(加健)第401-355 令和4年8月22日 令和10年8月31日 令和4年8月22日
000028 3000046785 ＤＡＶＯＲＥＬＥＲ 675-0031 加古川市加古川町北在家２５３０ 794225400 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小林 善明 東播(加健)第401-379 令和4年8月30日 令和10年8月31日 令和4年8月30日
000028 3000046794 すごろく 675-0012 加古川市野口町野口４４３－４ 飲食店営業(4)その他 一般 田中 正彦 東播(加健)第401-373 令和4年8月29日 令和10年8月31日 令和4年8月29日
000028 3000046803 三菱高砂第２食堂 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目１―１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番２０号 664588801 東播(加健)第401-273 平成29年8月14日 令和6年8月31日 平成22年6月24日
000028 3000046819 ワンカルビ東加古川店 675-0103 加古川市平岡町高畑２１－１ 794214129 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ワン・ダイニング 代表取締役 髙橋 淳 550-0013 大阪府大阪市西区新町一丁目２７番９号 665781290 東播(加健)第401-226 令和4年7月11日 令和10年8月31日 令和4年7月11日
000028 3000046827 マツオカフーズ株式会社 675-0332 加古川市志方町横大路１４５－１ 794521101 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 マツオカフーズ株式会社 代表取締役 松岡 功 675-0332 兵庫県加古川市志方町横大路１４５－１ 794521101 東播(加健)第419-1 平成29年8月10日 令和5年8月31日 平成22年7月6日
000028 3000046836 イオン加古川店　中華総菜 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１ 794254121 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0000 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 432126500 東播(加健)第401-271 令和4年8月2日 令和11年8月31日 令和4年8月2日
000028 3000046860 紅茶と英国菓子の店　ＣＨＡＴＳＷＯＲＴＨ 675-0065 加古川市加古川町篠原町４－７ 794201707 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岸本 孝一 東播(加健)第401-299 令和4年8月1日 令和10年8月31日 令和4年8月1日
000028 3000046861 紅茶と英国菓子の店　ＣＨＡＴＳＷＯＲＴＨ 675-0065 加古川市加古川町篠原町４－７ 794201707 菓子製造業 一般 岸本 孝一 東播(加健)第410-29 令和4年8月1日 令和10年8月31日 令和4年8月1日
000028 3000046867 株式会社旭屋精肉店 676-0018 高砂市荒井町若宮町２－２１ 794427923 食肉販売業 一般 株式会社旭屋精肉店 代表取締役 新田 四郎 676-0018 兵庫県高砂市荒井町若宮町２番２１号 794427923 東播(加健)第403-12 令和4年7月13日 令和10年8月31日 令和4年7月13日
000028 3000046868 マルナカ加古川店 675-0115 加古川市平岡町一色６４９番地の１ 794411122 喫茶店営業 自動販売機 マックスバリュ西日本株式会社 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第402-27 令和2年7月22日 令和7年8月31日 平成22年8月4日
000028 3000046872 農事組合法人みとろ生産組合 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 農事組合法人みとろ生産組合 理事 清水 政義 675-1214 兵庫県加古川市上荘町見土呂８３５－４ 794282133 東播(加健)第401-215 令和2年7月31日 令和7年8月31日 平成22年8月6日
000028 3000046883 セブンイレブン高砂小松原店 676-0012 高砂市荒井町中新町７－２１ 794420708 飲食店営業(4)その他 一般 合同会社雅悠 代表社員 中島 雅夫 676-0005 兵庫県高砂市荒井町御旅一丁目２番１号 794437388 東播(加健)第401-330 令和4年8月10日 令和11年8月31日 令和4年8月10日
000028 3000046894 和楽処　えんや 675-0031 加古川市加古川町北在家２５５５清田ビル１０６ 794217890 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松井 謙二 東播(加健)第401-233 令和4年7月14日 令和10年8月31日 令和4年7月14日
000028 3000046895 セブン－イレブン高砂藍屋町店 676-0037 高砂市高砂町藍屋町１７４５－１ 794432859 飲食店営業(4)その他 一般 久保田 晴雄 東播(加健)第401-357 令和4年8月22日 令和11年8月31日 令和4年8月22日
000028 3000046935 唐々鍋の店　荒井店 676-0011 高砂市荒井町小松原５丁目１４－２ 794436632 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松下 和司 東播(加健)第401-437 令和4年10月20日 令和10年11月30日 令和4年10月20日
000028 3000046939 鳥貴族　加古川駅前店 675-0065 加古川市加古川町篠原町１８番１ 794903428 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＳＥＮＳＡＣＩＯＮ 代表取締役 藤井 隆史 543-0052 大阪府大阪市天王寺区大道２－６－１６ 667110128 東播(加健)第401-561 令和4年11月30日 令和10年11月30日 令和4年11月30日
000028 3000046940 ケーキ屋ポレポレ 675-0035 加古川市加古川町友沢１５－１ 794541885 菓子製造業 一般 株式会社イワモト 代表取締役 岩本 哲弥 675-0053 兵庫県加古川市米田町船頭５３５－１７ 794317503 東播(加健)第410-47 令和4年11月9日 令和10年11月30日 令和4年11月9日
000028 3000046944 鶴林寺カフェ 675-0031 加古川市加古川町北在家４２４ 喫茶店営業 露店 宮嵜 やゆみ 東播(加健)第402-65 令和2年10月16日 令和7年11月30日 平成22年9月8日
000028 3000046945 ラ・ムー加古川店 675-0023 加古川市尾上町池田８５０－２３ 794568323 飲食店営業(4)その他 一般 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南７０４番地の５ 864351100 東播(加健)第401-530 令和4年11月21日 令和10年11月30日 令和4年11月21日
000028 3000046946 ラ・ムー加古川店 675-0023 加古川市尾上町池田８５０－２３ 794568323 魚介類販売業 一般 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南７０４番地の５ 864351100 東播(加健)第404-18 令和4年11月21日 令和10年11月30日 令和4年11月21日
000028 3000046960 鳥富 675-1221 加古川市平荘町山角１３４－３ 794283500 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 嶋尾 美智子 東播(加健)第401-479 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 3000046963 とりとんたん 676-0808 高砂市神爪１丁目９－１ 794331919 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＴＨＩＮＫ 代表取締役 北江 洋充 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町３５２－４ 794233345 東播(加健)第401-537 令和4年11月22日 令和10年11月30日 令和4年11月22日
000028 3000046994 ミート＆デリカ旭屋 676-0072 高砂市伊保港町１丁目８－１３ 794470353 そうざい製造業 一般 株式会社名産神戸肉旭屋 代表取締役 新田 滋 676-0072 兵庫県高砂市伊保港町１丁目８－１３ 794470353 東播(加健)第424-21 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 3000046996 適合高齢者専用賃貸住宅　いな穂の郷 675-1115 加古郡稲美町国岡２丁目８－１ 794925650 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ケアフードサービス 代表取締役 藤崎 美奈子 651-2276 兵庫県神戸市西区春日台１－１８－２ 783250771 東播(加健)第401-539 令和4年11月22日 令和10年11月30日 令和4年11月22日
000028 3000047014 デイサービスセンター阿弥陀げんき村 676-0822 高砂市阿弥陀町魚橋１０７９－２ 794467800 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 医療法人共立会 理事長 中尾 芳奈 675-0054 兵庫県加古川市米田町平津５９６番地 794310234 東播(加健)第401-438 令和4年10月21日 令和11年11月30日 令和4年10月21日
000028 3000047017 デイサービスセンター阿弥陀げんき村 676-0822 高砂市阿弥陀町魚橋字西ノ口１０７９－２ 794467800 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ウオクニ株式会社 代表取締役 野々村 充教 657-0842 兵庫県神戸市灘区船町通４丁目５番１６号 788019413 東播(加健)第401-449 令和4年10月25日 令和10年11月30日 令和4年10月25日
000028 3000047031 （株）ダイサダミート 675-0321 加古川市志方町志方町５３６－１ 794520558 食肉処理業 一般 株式会社ダイサダミート 代表取締役 大浦 定良 675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町５３６－１ 794520558 東播(加健)第409-3 令和4年11月28日 令和11年11月30日 令和4年11月28日
000028 3000047032 （株）ダイサダミート 675-0321 加古川市志方町志方町５３６－１ 794520558 食肉販売業 一般 株式会社ダイサダミート 代表取締役 大浦 定良 675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町５３６－１ 794520558 東播(加健)第403-35 令和4年11月28日 令和11年11月30日 令和4年11月28日
000028 3000047056 スナック一休 676-0082 高砂市曽根町７５９－３ 794470134 飲食店営業(4)その他 一般 臼井 実穂 東播(加健)第401-477 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 3000047062 心のワークセンター 675-0126 加古川市別府町本町１丁目６８ 794367751 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 特定非営利活動法人加古川マインド 理事 吉田 惠子 675-0126 兵庫県加古川市別府町本町一丁目６８ 794367751 東播(加健)第401-532 令和4年11月21日 令和10年11月30日 令和4年11月21日
000028 3000047080 ギャラリー　なかしま 675-1202 加古川市八幡町野村６１４－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中嶋 照美 東播(加健)第401-546 令和4年11月24日 令和10年11月30日 令和4年11月24日
000028 3000047081 いなみマイマイ工房 675-1115 加古郡稲美町国岡５１９ 794929877 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 𠮷岡 敏子 東播(加健)第401-444 令和4年10月24日 令和10年11月30日 令和4年10月24日
000028 3000047082 いなみマイマイ工房 675-1115 加古郡稲美町国岡５１９ 794929877 菓子製造業 一般 𠮷岡 敏子 東播(加健)第410-41 令和4年10月24日 令和10年11月30日 令和4年10月24日
000028 3000047083 いなみマイマイ工房 675-1115 加古郡稲美町国岡５１９ 794929877 そうざい製造業 一般 𠮷岡 敏子 東播(加健)第424-18 令和4年10月24日 令和10年11月30日 令和4年10月24日
000028 3000047094 カフェカプチーノ稲美店 675-1122 加古郡稲美町中村２０３ 794921575 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山口 益子 東播(加健)第401-470 令和4年10月28日 令和10年11月30日 令和4年10月28日
000028 3000047097 すなっく　ゆこゆこ 676-0804 高砂市美保里２５－２０サンシャイン９１　３０２号 794435099 飲食店営業(4)その他 一般 西田 信哉 東播(加健)第401-463 令和4年10月27日 令和10年11月30日 令和4年10月27日
000028 3000047103 中国飯店 675-0017 加古川市野口町良野１１６－６ 794213808 菓子製造業 一般 有限会社中国飯店 代表取締役 森 明昌 675-0017 兵庫県加古川市野口町良野１１６－６ 794237699 東播(加健)第410-40 令和4年10月21日 令和10年11月30日 令和4年10月21日
000028 3000047106 炭火焼肉　みきや 676-0018 高砂市荒井町若宮町１６３－６ 794420666 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三木 雅仁 東播(加健)第401-517 令和4年11月17日 令和10年11月30日 令和4年11月17日
000028 3000047107 炭火焼肉　みきや 676-0018 高砂市荒井町若宮町１６３－６ 794420666 食肉販売業 一般 三木 雅仁 東播(加健)第403-31 令和4年11月17日 令和10年11月30日 令和4年11月17日
000028 3000047109 カラオケ喫茶　ぶぅたん 675-1122 加古郡稲美町中村１０７５ 794927088 飲食店営業(4)その他 一般 田中 愛香 東播(加健)第401-469 令和4年10月28日 令和10年11月30日 令和4年10月28日
000028 3000047151 本家　串焼　忠助 676-0016 高砂市荒井町扇町１１－１８ 794420896 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 加納 正一 東播(加健)第401-454 令和4年10月26日 令和10年11月30日 令和4年10月26日
000028 3000047153 珈音　ｃａｆｅ　ｋａｎｏｎ 675-0005 加古川市神野町石守３７３－３ 794395228 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大西 政人 東播(加健)第401-525 令和4年11月18日 令和10年11月30日 令和4年11月18日
000028 3000047157 からおけ　スナック　はる 675-0101 加古川市平岡町新在家２５１３－５ 794257251 飲食店営業(4)その他 一般 田村 千春 東播(加健)第401-486 令和4年11月2日 令和10年11月30日 令和4年11月2日
000028 3000047196 和酒茶屋　Ｃｈｉｌｌ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６５－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橘田 将吾 東播(加健)第401-705 令和5年2月17日 令和11年2月28日 令和5年2月17日
000028 3000047215 炭火旨酒　ゆ鳥 676-0021 高砂市高砂町朝日町３丁目２－２３ 794440880 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社レストランドリーム 代表取締役 井口 幸介 675-0047 兵庫県加古川市西神吉町鼎７０５－１ 794903007 東播(加健)第401-645 令和5年2月1日 令和11年2月28日 令和5年2月1日
000028 3000047230 中国食坊　菜香 675-0066 加古川市加古川町寺家町６４９ 794243368 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 王 永和 東播(加健)第401-638 令和5年1月30日 令和11年2月28日 令和5年1月30日
000028 3000047233 無味乃美味　宗佐 675-0017 加古川市野口町良野６８６－３ 794215881 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宗佐 康孝 東播(加健)第401-704 令和5年2月17日 令和11年2月28日 令和5年2月17日
000028 3000047242 カネカ自彊館 676-0026 高砂市高砂町沖浜町１８８３－８ 794453270 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番２０号 664588801 東播(加健)第401-675 令和5年2月9日 令和11年2月28日 令和5年2月9日
000028 3000047243 カラオケバー　ひかり 675-0022 加古川市尾上町口里８１４－１４ 794205254 飲食店営業(4)その他 一般 小松 和子 東播(加健)第401-647 令和5年2月1日 令和11年2月28日 令和5年2月1日
000028 3000047257 ＫＩＴＣＨＥＮ　ＢＡＲ　ＴＲＹ 675-0025 加古川市尾上町養田１５２３－２ 794903326 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社坂本ＥＮＧ 代表取締役 坂本 憲司 675-0025 兵庫県加古川市尾上町養田１５３９－１ 794903326 東播(加健)第401-609 令和5年1月17日 令和11年2月28日 令和5年1月17日
000028 3000047275 ハマダコンフェクト株式会社 675-0023 加古川市尾上町池田８５０－６８ 794573321 菓子製造業 一般 ハマダコンフェクト株式会社 代表取締役 濵田 秀明 675-0023 兵庫県加古川市尾上町池田８５０番地の６８ 792343321 東播(加健)第410-70 令和5年2月17日 令和11年2月28日 令和5年2月17日
000028 3000047281 明洞 675-0065 加古川市加古川町篠原町６８－３玉ビル１Ｆ 794251238 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川上 健司 東播(加健)第401-715 令和5年2月21日 令和11年2月28日 令和5年2月21日
000028 3000047288 郷栄荘専用食堂 675-0033 加古川市加古川町南備後３００－２ 794226134 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 東郷 秀行 東播(加健)第401-615 令和5年1月19日 令和11年2月28日 令和5年1月19日
000028 3000047295 エル　アムール 675-0009 加古川市神野町西条１１０１－３ 794381130 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大西 秀正 東播(加健)第401-631 令和5年1月26日 令和11年2月28日 令和5年1月26日
000028 3000047319 カラーズカップケーキ 675-0111 加古川市平岡町二俣７６２－１０大西ビル１０６号 794359550 菓子製造業 一般 森上 秀樹 東播(加健)第410-74 令和5年2月28日 令和11年2月28日 令和5年2月28日
000028 3000047342 焼肉しちふく 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀１８９４－４ 794465529 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大浦 嘉子 東播(加健)第401-696 令和5年2月16日 令和11年2月28日 令和5年2月16日
000028 3000047352 セブン－イレブン加古川篠原町店 675-0065 加古川市加古川町篠原町１７８－１ 794211125 飲食店営業(4)その他 一般 谷川 洋治 東播(加健)第401-624 令和5年1月20日 令和11年2月28日 令和5年1月20日
000028 3000047367 お好み焼店きたの 676-0805 高砂市米田町米田１１７４－２９ 794321959 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北野 正弘 東播(加健)第401-661 令和5年2月3日 令和12年2月28日 令和5年2月3日
000028 3000047368 川崎重工業　加古川寮食堂 675-0101 加古川市平岡町新在家１１５０ 794517110 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 コーベフーズ株式会社 代表取締役 久保 孝義 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目１－３ 783824700 東播(加健)第401-613 平成30年2月2日 令和7年2月28日 平成23年2月23日
000028 3000047380 六萬石　加古川駅前店 675-0064 加古川市加古川町溝之口５０７サンライズビル１Ｆ－１０ 794222002 菓子製造業 一般 株式会社奈央 代表取締役 赤池 牧夫 675-0034 兵庫県加古川市加古川町稲屋９７１－７ 794240103 東播(加健)第403-3 平成29年5月15日 令和5年5月31日 平成23年3月1日
000028 3000047382 きらめきぽけっと 676-0808 高砂市神爪１丁目１０－５－２０１ 794312951 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人なごみ 理事長 遠藤 康亮 676-0808 兵庫県高砂市神爪１丁目１番２０－３０１ 794312951 東播(加健)第401-653 令和5年2月2日 令和11年2月28日 令和5年2月2日
000028 3000047383 加賀屋 676-0082 高砂市曽根町２４７５－１曽根ロイヤルセンター内 794472506 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北山 義信 東播(加健)第401-686 令和5年2月14日 令和11年2月28日 令和5年2月14日
000028 3000047387 マックスバリュ中島店 676-0001 高砂市中島３－１－５５ 794439200 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第401-63 令和5年4月24日 令和12年5月31日 令和5年4月24日
000028 3000047388 マックスバリュ中島店 676-0001 高砂市中島３－１－５５ 794439200 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第401-64 令和5年4月24日 令和12年5月31日 令和5年4月24日
000028 3000047390 マックスバリュ中島店 676-0001 高砂市中島３－１－５５ 794439200 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第403-2 令和5年4月24日 令和12年5月31日 令和5年4月24日
000028 3000047391 マックスバリュ中島店 676-0001 高砂市中島３－１－５５ 794439200 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第404-4 令和5年4月24日 令和12年5月31日 令和5年4月24日
000028 3000047392 マックスバリュ中島店 676-0001 高砂市中島３－１－５５ 794439200 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第410-6 令和5年4月24日 令和12年5月31日 令和5年4月24日
000028 3000047400 尾上大和会館 675-0025 加古川市尾上町養田１６０－１ 794215969 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社大和生研 代表取締役 山下 裕史 670-0936 兵庫県姫路市古二階町６３番地 792890117 東播(加健)第401-101 平成30年5月14日 令和7年5月31日 平成23年3月2日
000028 3000047439 株式会社ハイジ 675-0103 加古川市平岡町高畑５２０－１８ 794252700 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社ハイジ 代表取締役 池野 忠司 662-0084 794252700 東播(加健)第419-2 平成30年5月18日 令和7年5月31日 平成23年3月9日
000028 3000047441 栗林食産株式会社 675-0015 加古川市野口町坂井２９０ 794378464 添加物製造業 一般 栗林食産株式会社 代表取締役 栗林 源造 652-0831 兵庫県神戸市兵庫区七宮町２丁目２－１１ 786711782 東播(加健)第410-1 平成29年5月10日 令和5年5月31日 平成23年3月11日
000028 3000047448 アースサポート加古川  デイサービスセンター 675-0039 加古川市加古川町粟津２５３－９ 794272900 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社メイプルハンド 代表取締役 新居 由美子 651-0063 兵庫県神戸市中央区宮本通二丁目１－３０，４０３号 789550564 東播(加健)第401-126 平成30年5月18日 令和7年5月31日 平成23年3月18日
000028 3000047456 とん吉 675-0031 加古川市加古川町北在家２５０８ 794217161 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社とん吉 代表取締役 吉森 志夫 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２５０８ 794217161 東播(加健)第401-14 平成29年4月14日 令和5年5月31日 平成23年3月22日
000028 3000047462 加古川市立平岡南小学校　給食場 675-0111 加古川市平岡町二俣１８０ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社テスティパル 代表取締役 藤井 俊成 541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町４－３－５ 665356700 東播(加健)第401-116 平成30年5月17日 令和7年5月31日 平成23年3月24日
000028 3000047463 松屋　播磨町店 675-0147 加古郡播磨町南大中３－３－２８ 794411750 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社松屋フーズ 代表取締役 瓦葺 一利 180-0006 東京都武蔵野市中町一丁目１４番５号 422381202 東播(加健)第401-77 令和5年4月27日 令和11年5月31日 令和5年4月27日
000028 3000047468 平岡南保育園　日清事業所 675-0116 加古川市平岡町一色東２丁目５７ 794262199 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 332873611 東播(加健)第401-138 平成29年5月31日 令和5年5月31日 平成23年3月25日
000028 3000047481 スナック　まどか 676-0805 高砂市米田町米田２５１－３ 飲食店営業(4)その他 一般 山田 円 東播(加健)第401-34 令和5年4月18日 令和11年5月31日 令和5年4月18日
000028 3000047488 焼肉だるま高砂荒井店 676-0011 高砂市荒井町小松原３丁目３－３２ 794436289 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社達摩 代表取締役 加古 真也 676-0082 兵庫県高砂市曽根町１２７１－１ 794475271 東播(加健)第401-100 平成29年5月19日 令和5年5月31日 平成23年4月4日
000028 3000047493 加古川市立神野小学校 675-0005 加古川市神野町石守１０４３ 794385454 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ハーベストネクスト株式会社 代表取締役 脇本 実 240-0004 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町二丁目１２０番地 453361120 東播(加健)第401-125 平成30年5月18日 令和7年5月31日 平成23年4月6日
000028 3000047508 ｃａｆｅ　ｂａｒ　ＡＸＥＬ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６４－１５ライフタウンビル２Ｆ 794254500 飲食店営業(4)その他 一般 日野 由美子 東播(加健)第401-55 令和5年4月20日 令和11年5月31日 令和5年4月20日
000028 3000047518 ミート＆デリカ旭屋 676-0072 高砂市伊保港町１丁目８－１３ 794470353 食肉販売業 一般 株式会社名産神戸肉旭屋 代表取締役 新田 滋 676-0072 兵庫県高砂市伊保港町１丁目８－１３ 794470353 東播(加健)第403-3 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 3000129963 フランス菓子工房ブロワ　エスト店（別府） 675-0145 加古郡播磨町宮西１丁目１８－２ 794372446 喫茶店営業 一般 三村 博文 東播(加健)第402-27 平成29年5月22日 令和5年5月31日 平成23年4月28日
000028 3000129993 ローソン加古川平岡町新在家店 675-0101 加古川市平岡町新在家９０－１ 794256413 飲食店営業(4)その他 一般 真井 進 東播(加健)第401-45 平成30年4月25日 令和7年5月31日 平成23年5月10日
000028 3000130194 はる 675-0104 加古川市平岡町土山１－７ 789418482 飲食店営業(4)その他 一般 田中 光春 東播(加健)第401-67 平成29年5月11日 令和5年5月31日 平成23年5月20日
000028 3000130206 讃岐麺うをきち 675-0054 加古川市米田町平津６８９－２８ 794321031 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小坂 由人 東播(加健)第401-61 平成29年5月10日 令和5年5月31日 平成23年5月23日
000028 3000130314 加古川白寿苑 675-0015 加古川市野口町坂井字西ノ大町５８－１ 794355113 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小野マルタマフーズ株式会社 代表取締役 畑 昭身 675-1367 兵庫県小野市敷地町１４１２番地の１ 794631110 東播(加健)第401-120 平成30年5月16日 令和7年5月31日 平成23年5月26日
000028 3000130366 くしや　もつや　ぶっちぎり 676-0022 高砂市高砂町浜田町２－２－５ 794435757 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社文明樓 代表取締役 入江 昭輔 676-0025 兵庫県高砂市西畑２丁目１１－１１ 794421371 東播(加健)第401-99 平成29年5月19日 令和5年5月31日 平成23年5月30日
000028 3000130495 スイーツカフェバー　ヴレ　クーフゥ 675-0102 加古川市平岡町西谷２０６－２ 794236713 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社サク・セゾン 代表取締役 松田 安正 651-2411 兵庫県神戸市西区上新地１丁目１番地２ 789677001 東播(加健)第401-213 平成29年8月4日 令和5年8月31日 平成23年6月3日
000028 3000130518 しげ真 675-0021 加古川市尾上町安田９９－１ 794274055 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社しげ真 代表取締役 糀谷 節子 675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂３７７－６ 794204010 東播(加健)第401-210 平成29年8月1日 令和5年8月31日 平成23年6月7日
000028 3000130566 Ｔａｓｃａｔａ　Ｓｏｒｔｅ 675-0063 加古川市加古川町平野４６９ 794903662 菓子製造業 一般 小関 健太 東播(加健)第403-28 平成29年8月10日 令和5年8月31日 平成23年6月13日
000028 3000130776 株式会社イトーヨーカ堂加古川店  (食品催事場) 675-0124 加古川市別府町緑町２ 794353131 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社イトーヨーカ堂 代表取締役 山本 哲也 102-0084 東京都千代田区二番町８番地８ 362382111 東播(加健)第401-218 平成29年8月1日 令和5年8月31日 平成23年7月4日
000028 3000130777 株式会社イトーヨーカ堂加古川店  (食品催事場) 675-0124 加古川市別府町緑町２ 794353131 菓子製造業 一般 株式会社イトーヨーカ堂 代表取締役 山本 哲也 102-0084 東京都千代田区二番町８番地８ 362382111 東播(加健)第403-22 平成29年8月1日 令和5年8月31日 平成23年7月4日
000028 3000130805 アジアンダイニング　ダラット 675-0032 加古川市加古川町備後６０－１メゾンソレイユⅢ１０３号 794253636 飲食店営業(4)その他 一般 柳本 弘輔 東播(加健)第401-251 平成29年8月7日 令和5年8月31日 平成23年7月6日
000028 3000130867 ルイーダの酒場 675-0065 加古川市加古川町篠原町３－７シャトレドゥオール２Ｃ 飲食店営業(4)その他 一般 西田 幸子 東播(加健)第401-320 平成29年8月29日 令和5年8月31日 平成23年7月13日
000028 3000130903 ひだまりファーム 675-0066 加古川市加古川町寺家町３７７－１ 飲食店営業(4)その他 一般 杉岡 恵子 東播(加健)第401-276 平成29年8月14日 令和5年8月31日 平成23年7月14日
000028 3000130945 スターダンス 675-0103 加古川市平岡町高畑１５１－１３ 794203399 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社セイラー 代表取締役 井口 枝美 675-0056 兵庫県加古川市東神吉町砂部２５３－１ 794268428 東播(加健)第401-310 平成29年8月25日 令和5年8月31日 平成23年7月21日
000028 3000130955 スナック　Ｋｉｓｅｋｉ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７０－１４サミットシティ２号館３ＦＢ 794227227 飲食店営業(4)その他 一般 奥田 浩美 東播(加健)第401-311 平成29年8月25日 令和5年8月31日 平成23年7月21日
000028 3000130972 株式会社てんじく　野口店 675-0012 加古川市野口町野口７１－２ 794253833 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社てんじく 代表取締役 山本 昌史 670-0996 兵庫県姫路市土山７丁目８番１６号 792964303 東播(加健)第401-314 平成29年8月29日 令和5年8月31日 平成23年7月25日
000028 3000130975 餃子の王将　加古川平野店 675-0063 加古川市加古川町平野２５０ 794247933 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社天将 代表取締役 丹後 昌博 675-0061 兵庫県加古川市加古川町大野１７６－２ 794237239 東播(加健)第401-281 平成29年8月16日 令和5年8月31日 平成23年7月25日
000028 3000130977 串かつ・もつ鍋たまがっど 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６６－１イーストモリタ１Ｆ西 794218810 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社たまがっど 代表取締役 野村 哲男 675-0117 兵庫県加古川市平岡町一色西２丁目２５４－１ 794368735 東播(加健)第401-254 平成29年8月10日 令和5年8月31日 平成23年7月25日
000028 3000130996 みさき農園 675-0061 加古川市加古川町大野８９３－２ 794234395 そうざい製造業 一般 櫻井 美佐子 東播(加健)第409-2 平成29年8月2日 令和5年8月31日 平成23年7月26日
000028 3000131025 福的 675-0031 加古川市加古川町北在家７６３－１ 794230300 飲食店営業(4)その他 一般 山田 明美 東播(加健)第401-249 平成29年8月7日 令和5年8月31日 平成23年7月27日
000028 3000131065 ローソン加古川平岡町中野店 675-0113 加古川市平岡町中野４７２－３ 794359875 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社アールエムユー 代表取締役 山田 勇 679-0212 兵庫県加東市下滝野５７０ 795484170 東播(加健)第401-317 平成30年8月15日 令和6年8月31日 平成23年7月27日
000028 3000131101 長浜ラーメン　長浜一番 675-0021 加古川市尾上町安田１０５－７ 794236616 飲食店営業(4)その他 一般 大浪 新吾 東播(加健)第401-245 平成29年8月8日 令和5年8月31日 平成23年8月1日
000028 3000131122 Ｓａｋｕｒａ櫻 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７６－１２東加古川スカイラークビル２階 794278155 飲食店営業(4)その他 一般 吉田 博美 東播(加健)第401-222 平成29年8月4日 令和5年8月31日 平成23年7月28日
000028 3000131301 Ｍｏｎｃｈｅｒ　ＴｏｎＴｏｎ 675-0039 加古川市加古川町粟津２２９－１ 794271038 飲食店営業(4)その他 一般 杉本 智美 東播(加健)第401-221 平成29年8月1日 令和5年8月31日 平成23年8月15日
000028 3000131342 ラブリー 676-0804 高砂市美保里２５－２０サンシャイン９１　１０２号 794421744 飲食店営業(4)その他 一般 長尾 早苗 東播(加健)第401-256 平成29年8月8日 令和5年8月31日 平成23年8月18日
000028 3000131346 新食感くらぶ 675-0037 加古川市加古川町本町３０－１ 794223348 喫茶店営業 一般 西村 麻木子 東播(加健)第402-47 平成29年8月29日 令和5年8月31日 平成23年8月18日



000028 3000131352 但陽信用金庫　本店食堂 675-0064 加古川市加古川町溝之口７７２ 794227721 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社リエイ 代表取締役 椛澤 一 279-0012 千葉県浦安市入船一丁目５番２号 473558181 東播(加健)第401-277 平成29年8月14日 令和5年8月31日 平成23年8月17日
000028 3000131423 セブン－イレブン加古川東神吉ウェルネス店 675-0057 加古川市東神吉町神吉１７番地の６ 794325886 飲食店営業(4)その他 一般 尾藤 剛 東播(加健)第401-286 平成29年8月21日 令和5年8月31日 平成23年8月23日
000028 3000131424 セブン－イレブン加古川東神吉ウェルネス店 675-0057 加古川市東神吉町神吉１７番地の６ 794325886 菓子製造業 一般 尾藤 剛 東播(加健)第403-35 平成29年8月21日 令和5年8月31日 平成23年8月23日
000028 3000131453 ベーカリー　ぱん・ＤＡ 675-0122 加古川市別府町別府１０５５－３ 794378080 飲食店営業(4)その他 一般 髙﨑 日出彦 東播(加健)第401-296 平成29年8月23日 令和5年8月31日 平成23年8月24日
000028 3000131454 ベーカリー　ぱん・ＤＡ 675-0122 加古川市別府町別府１０５５－３ 794378080 菓子製造業 一般 髙﨑 日出彦 東播(加健)第403-37 平成29年8月23日 令和5年8月31日 平成23年8月24日
000028 3000131509 セブン－イレブン加古川美乃利店 675-0062 加古川市加古川町美乃利４６０－２ 794207011 飲食店営業(4)その他 一般 大谷 忍 東播(加健)第401-279 平成29年8月16日 令和5年8月31日 平成23年8月24日
000028 3000131510 セブン－イレブン加古川美乃利店 675-0062 加古川市加古川町美乃利４６０－２ 794207011 菓子製造業 一般 大谷 忍 東播(加健)第403-34 平成29年8月16日 令和5年8月31日 平成23年8月24日
000028 3000131531 ベルコ　シティホール　東加古川 675-0101 加古川市平岡町新在家７１６－１ 794219929 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上田 永子 東播(加健)第401-184 平成29年7月10日 令和5年8月31日 平成23年8月29日
000028 3000131595 焼肉オーダーバイキング　旨王 675-0039 加古川市加古川町粟津５１８－１ 794212929 飲食店営業(4)その他 一般 成川 政人 東播(加健)第401-233 平成29年8月4日 令和5年8月31日 平成23年8月30日
000028 3000131658 パシュパティ　カレー　レストラン 675-0023 加古川市尾上町池田１８９７－４ 794214544 飲食店営業(4)その他 一般 サプコタ パシュパティ 東播(加健)第401-438 平成29年11月7日 令和5年11月30日 平成23年9月1日
000028 3000131728 あおい寿司 676-0016 高砂市荒井町扇町１５番９号 794426133 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 浦上 虎三 東播(加健)第401-450 平成29年11月9日 令和5年11月30日 平成23年9月8日
000028 3000131745 だるま 675-0064 加古川市加古川町溝之口４６８ 794239611 飲食店営業(4)その他 一般 水田 赫子 東播(加健)第401-425 平成29年11月1日 令和5年11月30日 平成23年9月8日
000028 3000131805 ＡＬＬ 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５４－１５鳥市ビル２Ｆ 794904484 飲食店営業(4)その他 一般 藤本 慎也 東播(加健)第401-415 平成29年10月31日 令和5年11月30日 平成23年9月14日
000028 3000131848 カラオケ喫茶　パスポート 675-0115 加古川市平岡町一色７９３－８ 794517388 飲食店営業(4)その他 一般 鈴木 睦美 東播(加健)第401-505 平成29年11月24日 令和5年11月30日 平成23年9月15日
000028 3000131896 グリル　モントン 675-0066 加古川市加古川町寺家町３６２－１ビアンテビル２Ｆ 794235919 飲食店営業(4)その他 一般 劉 聖豪 東播(加健)第401-497 平成29年11月22日 令和5年11月30日 平成23年9月21日
000028 3000131938 河田 675-0057 加古川市東神吉町神吉８２３－２６６ 794329249 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 河田 由紀美 東播(加健)第401-512 平成29年11月27日 令和5年11月30日 平成23年9月27日
000028 3000131947 えびす宝殿店 675-0054 加古川市米田町平津６２５ 794903438 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社エス・エム・ケイ 取締役 近藤 勝利 651-2111 兵庫県神戸市西区池上二丁目２０－１ 789076061 東播(加健)第401-430 平成29年11月2日 令和5年11月30日 平成23年9月27日
000028 3000131950 貴婦人 675-0066 加古川市加古川町寺家町３６２－１ビアンテビル２Ｆ 794203434 飲食店営業(4)その他 一般 常本 ひとみ 東播(加健)第401-473 平成29年11月16日 令和5年11月30日 平成23年9月27日
000028 3000131951 ＨＯＴ　ｓｐａｃｅ　かこ 675-0039 加古川市加古川町粟津４５０－９金川ビル１０１ 794252334 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 財津 賀津子 東播(加健)第401-417 平成29年11月1日 令和5年11月30日 平成23年9月27日
000028 3000131952 三井住友銀行別府支店　シダックス店 675-0124 加古川市別府町緑町１ 794378261 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 シダックスコントラクトフードサービス株式会社 佐藤 好男 182-0021 東京都調布市調布ヶ丘三丁目６番地３ 424898914 東播(加健)第401-479 平成29年11月20日 令和5年11月30日 平成23年9月28日
000028 3000131978 一家言 676-0822 高砂市阿弥陀町魚橋２０７－８９ 794461878 飲食店営業(4)その他 一般 平川 きよか 東播(加健)第401-421 平成29年11月1日 令和5年11月30日 平成23年9月29日
000028 3000132000 (株)岩崎商店 675-0064 加古川市加古川町溝之口７２０ 794222085 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社岩崎商店 代表取締役 岩崎 正和 675-0064 兵庫県加古川市加古川町溝之口７２０ 794222085 東播(加健)第401-428 平成29年11月2日 令和5年11月30日 平成23年9月30日
000028 3000132051 特定医療法人社団仙齢会　はりまクリニック 675-0023 加古川市尾上町池田６２１－１ 794201900 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 淀川食品株式会社 代表取締役 田村 隆 532-0036 大阪府大阪市淀川区三津屋中一丁目１番２号 663016831 東播(加健)第401-490 平成29年11月20日 令和5年11月30日 平成23年10月5日
000028 3000132086 スナック　ダブルムーン 675-0101 加古川市平岡町新在家３丁目２８１－３シャトー東加古川１０６号 794253900 飲食店営業(4)その他 一般 河合 朋子 東播(加健)第401-432 平成29年11月2日 令和5年11月30日 平成23年10月7日
000028 3000132175 はたどり 675-1105 加古郡稲美町加古２０４６－４ 794927474 飲食店営業(4)その他 一般 東播(加健)第401-452 平成29年11月8日 令和5年11月30日 平成23年10月18日
000028 3000132176 はたどり 675-1105 加古郡稲美町加古２０４６－４ 794927474 食肉販売業 一般 東播(加健)第427-38 平成29年11月8日 令和5年11月30日 平成23年10月18日
000028 3000132250 ラ・ムー加古川店 675-0023 加古川市尾上町池田８５０－２３ 794568323 菓子製造業 一般 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南７０４番地の５ 864351100 東播(加健)第403-63 平成29年11月22日 令和5年11月30日 平成23年10月21日
000028 3000132286 Ｅｔｅｒｎｉｔｙ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７１－９フジビルディングⅡ５Ｄ 794250878 飲食店営業(4)その他 一般 広瀬 健太 東播(加健)第401-475 平成29年11月16日 令和5年11月30日 平成23年10月25日
000028 3000132365 文明堂　工場直売店 675-1112 加古郡稲美町六分一１３６２－５５ 794955600 菓子製造業 一般 株式会社文明堂神戸店 代表取締役 片山 信勝 652-0036 兵庫県神戸市兵庫区福原町３番２号 785750010 東播(加健)第403-50 平成29年10月26日 令和5年11月30日 平成23年10月27日
000028 3000132380 焼肉　陽なた 676-0038 高砂市高砂町栄町３７３－１ 794435558 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ケイフードサービス 取締役 小口 哲弥 676-0806 兵庫県高砂市米田町塩市２０３番２ 794908989 東播(加健)第401-494 平成29年11月24日 令和5年11月30日 平成23年10月31日
000028 3000132406 欧風カレー　小夢（チャイム） 676-0022 高砂市高砂町浜田町２丁目２－２ 794425373 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 浦野 雅夫 東播(加健)第401-420 平成29年11月1日 令和5年11月30日 平成23年11月1日
000028 3000132413 松源鮮魚店 676-0082 高砂市曽根町２２８４－７ 794480139 魚介類販売業 一般 松本 昭弘 東播(加健)第429-25 平成29年10月18日 令和5年11月30日 平成23年11月1日
000028 3000132423 お好み焼　あっちゃん 676-0805 高砂市米田町米田１１３０－１５ 794329840 飲食店営業(4)その他 一般 吉川 敦子 東播(加健)第401-418 平成29年11月2日 令和5年11月30日 平成23年11月1日
000028 3000132492 ヤマダストアー阿弥陀店 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀６９番１ 794472611 魚介類販売業 一般 ヤマダストアー株式会社 代表取締役 山田 和弘 671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤４９５番地１ 792773890 東播(加健)第429-26 平成29年10月19日 令和5年11月30日 平成23年11月9日
000028 3000132493 ヤマダストアー阿弥陀店 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀６９番１ 794472611 飲食店営業(4)その他 一般 ヤマダストアー株式会社 代表取締役 山田 和弘 671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤４９５番地１ 792773890 東播(加健)第401-378 平成29年10月19日 令和5年11月30日 平成23年11月9日
000028 3000132494 ヤマダストアー阿弥陀店 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀６９番１ 794472611 飲食店営業(4)その他 一般 ヤマダストアー株式会社 代表取締役 山田 和弘 671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤４９５番地１ 792773890 東播(加健)第401-422 平成30年10月12日 令和7年11月30日 平成23年11月9日
000028 3000132495 ヤマダストアー阿弥陀店 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀６９番１ 794472611 食肉販売業 一般 ヤマダストアー株式会社 代表取締役 山田 和弘 671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤４９５番地１ 792773890 東播(加健)第427-30 平成29年10月19日 令和5年11月30日 平成23年11月9日
000028 3000132496 ヤマダストアー阿弥陀店 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀６９番１ 794472611 飲食店営業(4)その他 一般 ヤマダストアー株式会社 代表取締役 山田 和弘 671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤４９５番地１ 792773890 東播(加健)第401-423 平成30年10月12日 令和7年11月30日 平成23年11月9日
000028 3000132504 帝神志方ミート株式会社 675-0321 加古川市志方町志方町４３２－２ 794523673 食肉販売業 一般 帝神志方ミート株式会社 代表取締役 前西 貴哉 675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町４４５ 794523673 東播(加健)第427-49 平成30年11月29日 令和6年11月30日 平成23年11月10日
000028 3000132527 スナック京 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５２－２０ 794544153 飲食店営業(4)その他 一般 大谷 京子 東播(加健)第401-485 平成29年11月20日 令和5年11月30日 平成23年11月9日
000028 3000132528 陽のあたる場所 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６５－４ 794905247 飲食店営業(4)その他 一般 厚海 文秀 東播(加健)第401-487 平成29年11月20日 令和5年11月30日 平成23年11月10日
000028 3000132538 パティスリー　モモ 675-0061 加古川市加古川町大野１１８３ 菓子製造業 一般 荒金 桃子 東播(加健)第403-65 平成29年11月24日 令和5年11月30日 平成23年11月11日
000028 3000132626 にしひで昆布　東加古川店 675-0112 加古川市平岡町山之上６７６－１ 794240102 そうざい製造業 一般 増田 厚子 東播(加健)第409-6 平成29年11月8日 令和5年11月30日 平成23年11月17日
000028 3000132694 ゆるり 675-0012 加古川市野口町野口１０１－１０ヴィランテ野口１０２ 794209031 飲食店営業(4)その他 一般 西岡 宏城 東播(加健)第401-443 平成29年11月7日 令和5年11月30日 平成23年11月21日
000028 3000132696 セブン－イレブン加古川野口町店 675-0016 加古川市野口町長砂１３８－１ 794260851 飲食店営業(4)その他 一般 屋島 末男 東播(加健)第401-447 平成29年11月9日 令和5年11月30日 平成23年11月21日
000028 3000132697 セブン－イレブン加古川野口町店 675-0016 加古川市野口町長砂１３８－１ 794260851 菓子製造業 一般 屋島 末男 東播(加健)第403-57 平成29年11月9日 令和5年11月30日 平成23年11月21日
000028 3000132703 セブン－イレブン稲美国安店 675-1114 加古郡稲美町国安１０７６番１ 794928155 飲食店営業(4)その他 一般 二木 忠明 東播(加健)第401-500 平成30年11月9日 令和7年11月30日 平成23年11月21日
000028 3000132704 セブン－イレブン稲美国安店 675-1114 加古郡稲美町国安１０７６番１ 794928155 菓子製造業 一般 二木 忠明 東播(加健)第403-65 平成30年11月9日 令和7年11月30日 平成23年11月21日
000028 3000132735 居酒屋　富喜 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７１－９フジビルディングⅡ２Ｆ 794232850 飲食店営業(4)その他 一般 山村 順子 東播(加健)第401-433 平成29年11月2日 令和5年11月30日 平成23年11月22日
000028 3000132764 みこと 676-0804 高砂市美保里２５－２０サンシャイン９１　１０３号 794423806 飲食店営業(4)その他 一般 松上 尚美 東播(加健)第401-515 平成29年11月28日 令和5年11月30日 平成23年11月24日
000028 3000132828 喫茶　グリーン　ラバーズ 675-0039 加古川市加古川町粟津５３１－１ 794231172 飲食店営業(4)その他 一般 村田 穣 東播(加健)第401-480 平成29年11月20日 令和5年11月30日 平成23年11月29日
000028 3000132829 喫茶　グリーン　ラバーズ 675-0039 加古川市加古川町粟津５３１－１ 794231172 菓子製造業 一般 村田 穣 東播(加健)第403-62 平成29年11月20日 令和5年11月30日 平成23年11月29日
000028 3000132886 スナックＧｏｏｄ　Ｌｕｃｋ！ 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５２－１ 飲食店営業(4)その他 一般 大堀 一美 東播(加健)第401-690 平成30年2月28日 令和6年2月29日 平成23年12月2日
000028 3000132931 Ｐａｉｎ　Ｑｕｏｔｉｄｉｅｎ　ひびの糧 675-0023 加古川市尾上町池田８３０－２０ 794242563 菓子製造業 一般 寺尾 知子 東播(加健)第403-70 平成30年1月17日 令和6年2月29日 平成23年12月8日
000028 3000132968 ファミリーマート米田町船頭店 675-0053 加古川市米田町船頭４７７番地の１ 794345311 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社うかいや 代表取締役 朝生 美徳 671-1521 兵庫県揖保郡太子町東出２６２番地の１ 792776100 東播(加健)第401-637 平成30年2月13日 令和6年2月29日 平成23年12月12日
000028 3000133056 からから屋　土山店 675-0112 加古川市平岡町山之上１４９－８ 794277254 飲食店営業(4)その他 一般 長谷河 哲一 東播(加健)第401-618 平成30年2月5日 令和6年2月29日 平成23年12月15日
000028 3000133113 セブン－イレブン加古川平荘町店 675-1232 加古川市平荘町里字山崎５６１－３ 794282228 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｗａｃｈｔ 代表取締役 江口 守 675-0002 兵庫県加古川市山手３丁目１６番地２１ 794388647 東播(加健)第401-568 平成30年1月22日 令和6年2月29日 平成23年12月21日
000028 3000133114 セブン－イレブン加古川平荘町店 675-1232 加古川市平荘町里字山崎５６１－３ 794282228 菓子製造業 一般 株式会社Ｗａｃｈｔ 代表取締役 江口 守 675-0002 兵庫県加古川市山手３丁目１６番地２１ 794388647 東播(加健)第403-72 平成30年1月22日 令和6年2月29日 平成23年12月21日
000028 3000133127 明日香稲美店 675-1104 加古郡稲美町野寺１０４５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平井 芳隆 東播(加健)第401-689 平成30年2月28日 令和6年2月29日 平成23年12月21日
000028 3000133306 フレッシュピックル 675-0007 加古川市神野町西之山１０２－２ 794211201 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社フレッシュピックル 代表取締役 坂田 順子 675-0007 兵庫県加古川市神野町西之山３８４番地の１ 794249179 東播(加健)第401-639 平成30年2月14日 令和6年2月29日 平成24年1月10日
000028 3000133307 フレッシュピックル 675-0007 加古川市神野町西之山１０２－２ 794211201 菓子製造業 一般 株式会社フレッシュピックル 代表取締役 坂田 順子 675-0007 兵庫県加古川市神野町西之山３８４番地の１ 794249179 東播(加健)第403-77 平成30年2月14日 令和6年2月29日 平成24年1月10日
000028 3000133310 餃子の王将　国道加古川店 675-0103 加古川市平岡町高畑字菖蒲２８番地 794238807 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社王将フードサービス 代表取締役 渡邊 直人 607-8307 京都府京都市山科区西野山射庭ノ上町２９４番地の１ 755921411 東播(加健)第401-645 平成31年2月21日 令和7年2月28日 平成24年1月11日
000028 3000133363 ホープ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７６－１２スカイラークビル１Ｆ 794905298 飲食店営業(4)その他 一般 森川 敦樹 東播(加健)第401-691 平成30年2月28日 令和6年2月29日 平成24年1月13日
000028 3000133373 帝神志方ミート株式会社 675-0321 加古川市志方町志方町４３２－２ 794523673 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 帝神志方ミート株式会社 代表取締役 前西 貴哉 675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町４４５ 794523673 東播(加健)第419-9 平成31年2月22日 令和7年2月28日 平成24年1月16日
000028 3000133388 (株)フジタ 675-1103 加古郡稲美町野谷５４１－６ 794950034 みそ製造業 一般 (株)フジタ 代表取締役 藤田 高明 675-1102 兵庫県加古郡稲美町草谷９２５ 794950034 東播(加健)第411-2 平成30年2月2日 令和6年2月29日 平成24年1月13日
000028 3000133404 将棋屋 675-0126 加古川市別府町本町１－８ 794378070 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社将棋屋 代表取締役 平郡 清躬 675-0126 兵庫県加古川市別府町本町一丁目８ 794378070 東播(加健)第401-621 平成30年2月5日 令和6年2月29日 平成24年1月18日
000028 3000133405 スキャンダル 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７６－１２東加古川スカイラークビル３Ｆ 794258999 飲食店営業(4)その他 一般 金本 美津子 東播(加健)第401-638 平成30年2月14日 令和6年2月29日 平成24年1月17日
000028 3000133486 神戸やまだ屋　加古川北高等学校食堂 675-0019 加古川市野口町水足８６７－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山田 哲也 東播(加健)第401-643 平成30年2月14日 令和6年2月29日 平成24年1月26日
000028 3000133562 日本マクドナルド(株)明姫播磨町店 675-0147 加古郡播磨町南大中３－１－３０ 794353231 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 369115000 東播(加健)第401-618 平成31年2月8日 令和8年2月28日 平成24年2月1日
000028 3000133564 日本マクドナルド(株)明姫播磨町店 675-0147 加古郡播磨町南大中３－１－３０ 794353231 菓子製造業 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 369115000 東播(加健)第403-84 平成31年2月8日 令和8年2月28日 平成24年2月1日
000028 3000133565 日本マクドナルド（株）明姫播磨町店 675-0147 加古郡播磨町南大中３－１－３０ 794353231 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 369115000 東播(加健)第420-7 平成30年2月6日 令和6年2月29日 平成24年2月1日
000028 3000133575 株式会社　徳屋 675-0335 加古川市志方町原２１５－１ 794521092 食肉処理業 一般 株式会社徳屋 代表取締役 中尾 徳弘 675-0335 兵庫県加古川市志方町原２１５－１ 794521092 東播(加健)第426-9 平成30年1月22日 令和6年2月29日 平成24年2月1日
000028 3000133576 株式会社　徳屋 675-0335 加古川市志方町原２１５－１ 794521092 食肉販売業 一般 株式会社徳屋 代表取締役 中尾 徳弘 675-0335 兵庫県加古川市志方町原２１５－１ 794521092 東播(加健)第427-52 平成30年1月22日 令和6年2月29日 平成24年2月1日
000028 3000133579 明石機械工業株式会社土山工場社員食堂 675-1111 加古郡稲美町印南２３３７番地 794957901 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社グートエッセンキョーエー 代表取締役 磯部 善久 604-8823 京都府京都市中京区壬生松原町３５番地の９ 753127007 東播(加健)第401-612 平成30年2月2日 令和6年2月29日 平成24年1月31日
000028 3000133601 稲美国岡食堂 675-1115 加古郡稲美町国岡１－１７２ 794928167 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 神姫フードサービス株式会社 代表取締役 伊藤 克也 670-0965 兵庫県姫路市東延末三丁目５０番地 792883835 東播(加健)第401-605 平成30年1月31日 令和6年2月29日 平成24年2月2日
000028 3000133602 明日香　宗佐店 675-1201 加古川市八幡町宗佐７８３－１ 794384743 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 道本 潤一 東播(加健)第401-640 平成30年2月14日 令和6年2月29日 平成24年2月2日
000028 3000133706 Ｇｒａｎｄｅｕｒ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７４－４サンロードビル２Ｆ 794270044 飲食店営業(4)その他 一般 宮重 順行 東播(加健)第401-598 平成30年1月30日 令和6年2月29日 平成24年2月10日
000028 3000133718 明日香　伊保店 676-0072 高砂市伊保港町１丁目４－１８ 794475660 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 髙見 和典 東播(加健)第401-627 平成30年2月6日 令和6年2月29日 平成24年2月10日
000028 3000133779 コレクト 675-0026 加古川市尾上町旭１丁目４８－３ 飲食店営業(4)その他 一般 山端 恵 東播(加健)第401-682 平成30年2月26日 令和6年2月29日 平成24年2月15日
000028 3000133784 わかさ 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８カピル２１　２０１号 794226230 飲食店営業(4)その他 一般 石本 光夫 東播(加健)第401-675 平成30年2月22日 令和6年2月29日 平成24年2月15日
000028 3000133884 大西酒店 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７４－２ 794245428 飲食店営業(4)その他 一般 大西 道子 東播(加健)第401-688 平成30年2月28日 令和6年2月29日 平成24年2月20日
000028 3000133982 和風居酒屋げんちゃん 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀２４２４－２ 794467707 飲食店営業(4)その他 一般 平岡 栄吉 東播(加健)第401-586 平成30年1月30日 令和6年2月29日 平成24年2月24日
000028 3000133986 セブン－イレブン加古川山ノ越店 675-0012 加古川市野口町野口１００３ 794256561 飲食店営業(4)その他 一般 山田 崇 東播(加健)第401-645 平成30年2月15日 令和6年2月29日 平成24年2月24日
000028 3000134031 （株）神戸製鋼所　高砂製作所　汎用  （ＣＣＢＪＩ受託） 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目３－１ 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第439-10 令和4年2月25日 令和10年2月29日 令和4年2月25日
000028 3000134038 地域密着型特別養護老人ホーム　らいふあかり 675-0068 加古川市加古川町中津５５７－１ 794278101 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ナリコマエンタープライズ 代表取締役 竹内 美夫 567-0005 大阪府茨木市五日市１丁目７－２７ 726270145 東播(加健)第401-650 平成30年2月19日 令和6年2月29日 平成24年2月27日
000028 3000134067 ｐｏｔａｇｅｒ　ｄ’ａｍｏｕｒ 675-0057 加古川市東神吉町神吉１０１２－１ 菓子製造業 一般 小山 博嗣 東播(加健)第403-71 平成30年1月22日 令和6年2月29日 平成24年2月29日
000028 3000134194 帝神志方ミート株式会社 675-0321 加古川市志方町志方町４４５ 794523673 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 帝神志方ミート株式会社 代表取締役 前西 貴哉 675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町４４５番地 794523673 東播(加健)第419-4 平成30年5月21日 令和6年5月31日 平成24年3月13日
000028 3000134207 株式会社東亜酒造　稲美工場 675-1116 加古郡稲美町蛸草３１９－１ 794962500 酒類製造業 一般 株式会社東亜酒造 代表取締役 仲田 恭久 348-0054 埼玉県羽生市西四丁目１番地１１ 485613311 東播(加健)第414-1 平成30年5月10日 令和6年5月31日 平成24年3月14日
000028 3000134213 神戸ミートパッカー（株） 675-0011 加古川市野口町北野６６６－１ 794216654 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 神戸ミートパッカー株式会社 代表取締役 佐伯 雅弘 675-0011 兵庫県加古川市野口町北野６６６番１号 794216654 東播(加健)第419-3 平成30年5月18日 令和7年5月31日 平成24年3月14日
000028 3000134279 高砂市立斎場 676-0025 高砂市西畑４丁目１５－２２ 794430093 喫茶店営業 一般 株式会社五輪 代表取締役 宮本 幸司朗 930-0857 富山県富山市奥田新町１２番３号 764420133 東播(加健)第402-13 平成30年5月15日 令和6年5月31日 平成24年3月21日
000028 3000134346 源べえ 675-0021 加古川市尾上町安田５００－１ 794278777 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＴＨＩＮＫ 代表取締役 北江 洋充 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町３５２－４ 東播(加健)第401-65 平成30年5月1日 令和6年5月31日 平成24年3月26日
000028 3000134355 ローソン高砂松波店 676-0023 高砂市高砂町松波町４４０番２ 794437810 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ことぶき 代表取締役 藤原 壽人 676-0825 兵庫県高砂市阿弥陀町北池２９４番地 794437810 東播(加健)第401-68 令和1年5月16日 令和8年5月31日 平成24年3月26日
000028 3000134414 ほっかほっか亭加古川石守店 675-0005 加古川市神野町石守１－３９ 794573888 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社テック 代表取締役 今西 龍介 669-2202 兵庫県丹波篠山市東吹３３０番地の３ 795500919 東播(加健)第401-81 平成30年5月9日 令和6年5月31日 平成24年3月26日
000028 3000134442 住友金属鉱山株式会社　播磨寮 675-0145 加古郡播磨町宮西２丁目１－２０ 794378577 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 代表取締役 山田 智治 182-0021 東京都調布市調布ケ丘三丁目６番地３ 357841202 東播(加健)第401-113 平成30年5月15日 令和6年5月31日 平成24年3月29日
000028 3000134481 パストラール加古川　食堂 675-0101 加古川市平岡町新在家１２２４－１６ 794292818 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ハーベスト株式会社 代表取締役 脇本 実 240-0004 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町二丁目１２０番地 453361109 東播(加健)第401-129 平成30年5月18日 令和6年5月31日 平成24年3月30日
000028 3000134482 パストラール加古川　喫茶 675-0101 加古川市平岡町新在家１２２４－１６ 794292818 喫茶店営業 一般 ハーベスト株式会社 代表取締役 脇本 実 240-0004 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町二丁目１２０番地 453361109 東播(加健)第402-14 平成30年5月18日 令和6年5月31日 平成24年3月30日
000028 3000134503 ミラクルガール 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７１－１二番館ビル１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 中川 洋輔 東播(加健)第401-161 平成30年5月30日 令和6年5月31日 平成24年4月2日
000028 3000134506 加古川市立加古川養護学校 675-1214 加古川市上荘町見土呂３４－１ 794280565 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社魚国総本社 代表取締役 田所 伸浩 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町１丁目６番１９号 664785723 東播(加健)第401-99 令和1年5月17日 令和8年5月31日 平成24年4月3日
000028 3000134577 県立東播工業高校食堂 675-0057 加古川市東神吉町神吉１７４８－１ 794314961 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 アールシー食品株式会社 代表取締役 南 裕文 671-2221 兵庫県姫路市青山北二丁目１４－２２ 792668522 東播(加健)第401-114 平成30年5月16日 令和6年5月31日 平成24年4月9日
000028 3000134587 居酒屋　げんちゃん 675-0123 加古川市別府町朝日町７番地　駅前ビル１Ｆ 794356783 飲食店営業(4)その他 一般 桑原 一子 東播(加健)第401-136 平成30年5月21日 令和6年5月31日 平成24年4月9日
000028 3000134611 ミート＆デリカ旭屋 676-0072 高砂市伊保港町１丁目８－１３ 794470353 食肉製品製造業 一般 株式会社名産神戸肉旭屋 代表取締役 新田 滋 676-0072 兵庫県高砂市伊保港町１丁目８－１３ 794470353 東播(加健)第428-1 平成30年5月10日 令和6年5月31日 平成24年4月10日
000028 3000134622 安曇野食品工房株式会社　兵庫工場 675-0103 加古川市平岡町高畑５２０－２６ 794234147 菓子製造業 一般 安曇野食品工房株式会社 代表取締役 大谷 俊介 399-0033 長野県松本市大字笹賀５６５２番地 263263860 東播(加健)第403-5 平成30年5月14日 令和7年5月31日 平成24年4月10日
000028 3000134699 コネヤマ 675-0017 加古川市野口町良野６０４－８ 794395639 菓子製造業 一般 平山 春枝 東播(加健)第403-11 平成30年5月9日 令和6年5月31日 平成24年4月18日
000028 3000134719 鉄板伊酒屋　ゑべっさん 676-0022 高砂市高砂町浜田町２丁目２－９ 794902854 飲食店営業(4)その他 一般 前田 二郎 東播(加健)第401-104 平成30年5月14日 令和6年5月31日 平成24年4月19日
000028 3000134723 Ｄｉｎｉｎｇ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　たけ 675-0122 加古川市別府町別府９７４－１パルネ吉野１０２号 794350032 飲食店営業(4)その他 一般 髙松 猛司 東播(加健)第401-109 平成30年5月14日 令和6年5月31日 平成24年4月19日
000028 3000134725 ほっこり串焼酒場あし跡 675-0031 加古川市加古川町北在家２４４４大日加古川ビル１Ｆ 794221119 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＡＭＯグループ 代表取締役 松本 桂一 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２４４４大日加古川ビル１Ｆ 794221119 東播(加健)第401-80 平成30年5月7日 令和6年5月31日 平成24年4月19日
000028 3000134845 アンシュリー 675-0066 加古川市加古川町寺家町５６－１９　本町ビル４階 794267726 飲食店営業(4)その他 一般 秋山 利江 東播(加健)第401-58 平成30年4月26日 令和6年5月31日 平成24年4月25日
000028 3000134859 えびす尾上の松店 675-0025 加古川市尾上町養田７２６－４ 794221718 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社エス・エム・ケイ 取締役 近藤 勝利 651-2111 兵庫県神戸市西区池上二丁目２０－１ 789455056 東播(加健)第401-84 平成30年5月10日 令和6年5月31日 平成24年4月25日
000028 3000134899 珈琲工房　おおたに 675-0104 加古川市平岡町土山字勝負８５０－１ 789443090 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社浪漫珈琲倶樂部 代表取締役 大谷 健治 674-0094 兵庫県明石市二見町西二見１５７－１１２ 789416149 東播(加健)第401-46 平成30年4月24日 令和6年5月31日 平成24年4月25日
000028 3000134914 株式会社オイシス　はりま工場 675-0103 加古川市平岡町高畑５２０－１８ 794252700 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社オイシス 代表取締役 池野 正明 653-0022 兵庫県神戸市長田区東尻池町二丁目５番３号 727818081 東播(加健)第419-2 令和2年5月13日 令和9年5月31日 平成24年4月27日
000028 3000134920 おこのみ焼『トム＆すーじー』 675-0122 加古川市別府町別府５２３－１８ 飲食店営業(4)その他 一般 北山 富久 東播(加健)第401-64 平成30年5月1日 令和6年5月31日 平成24年5月1日
000028 3000134950 優雅緒 675-0101 加古川市平岡町新在家１１９２－５３ 794260930 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有賀 敏子 東播(加健)第401-38 平成30年4月24日 令和6年5月31日 平成24年5月2日



000028 3000134951 黒毛和牛聖 675-1112 加古郡稲美町六分一１１７７番地の９６ 794920600 食肉販売業 一般 有限会社聖 代表取締役 田中 昭彦 675-1112 兵庫県加古郡稲美町六分一１１７７番地の９６ 794920600 東播(加健)第427-4 平成30年4月23日 令和6年5月31日 平成24年5月1日
000028 3000135002 エクセル 676-0082 高砂市曽根町２５５４ 794487900 飲食店営業(4)その他 一般 柳 恭子 東播(加健)第401-163 平成30年5月29日 令和6年5月31日 平成24年5月9日
000028 3000135008 バー・ボビー・ジーン 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７７－１１第２サンライフビル１Ｆ 794231235 飲食店営業(4)その他 一般 米ヶ田 一樹 東播(加健)第401-156 平成30年5月28日 令和6年5月31日 平成24年5月9日
000028 3000135082 スナック　らん 675-0066 加古川市加古川町寺家町１０２－２Ｉビル５Ｆ 794249988 飲食店営業(4)その他 一般 長谷川 雅代 東播(加健)第401-57 平成30年4月26日 令和6年5月31日 平成24年5月15日
000028 3000135105 特定医療法人社団　仙齢会　いなみ野病院 675-0104 加古川市平岡町土山字川池４２３－２ 789435547 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 淀川食品株式会社 代表取締役 田村 隆 532-0036 大阪府大阪市淀川区三津屋中１丁目１番２号 06-6301-6831 東播(加健)第401-128 平成30年5月18日 令和6年5月31日 平成24年5月15日
000028 3000135126 お好み焼　大 676-0808 高砂市神爪１丁目３番７号　ノースビル１０４号 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大橋 啓己 東播(加健)第401-154 平成30年5月25日 令和6年5月31日 平成24年5月17日
000028 3000135159 トーホーストア高砂店 676-0011 高砂市荒井町小松原３丁目３－３０ 794437700 菓子製造業 一般 株式会社トーホーストア 代表取締役 橋本 博文 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西五丁目９番 788452412 東播(加健)第403-15 令和1年5月17日 令和8年5月31日 平成24年5月18日
000028 3000135268 きんのぶた加古川店 675-0012 加古川市野口町野口２０１－１ 794260129 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ワン･ダイニング 代表取締役 髙橋 淳 550-0013 大阪府大阪市西区新町一丁目２７番９号 665781290 東播(加健)第401-118 平成30年5月16日 令和6年5月31日 平成24年5月22日
000028 3000135470 ＭＣエバテック 675-0137 加古川市金沢町１ 794361530 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第402-7 令和4年7月27日 令和10年8月31日 令和4年7月27日
000028 3000135473 株式会社マルシンフーズ　兵庫工場 675-0103 加古川市平岡町高畑５２０－２６ 794234147 そうざい製造業 一般 株式会社マルシンフーズ 代表取締役社長 吹上 渡 321-4508 栃木県真岡市大和田１番地２０ 285813301 東播(加健)第409-7 令和1年8月6日 令和8年8月31日 平成24年6月1日
000028 3000135539 炭火串焼ダイニング　ちきりや 676-0808 高砂市神爪１丁目７－１ 794332929 飲食店営業(4)その他 一般 大前 尚義 東播(加健)第401-252 平成30年7月24日 令和6年8月31日 平成24年6月11日
000028 3000135540 焼肉こもつ商店 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５８－１１ダイキビル１Ｆ 794228235 飲食店営業(4)その他 一般 中川 保 東播(加健)第401-260 平成30年7月27日 令和6年8月31日 平成24年6月11日
000028 3000135554 Ｕｒａｒａ　Ｍｕｓｉｃ　Ａｖｅｎｕｅ 675-0025 加古川市尾上町養田１３９８－８ 794236788 飲食店営業(4)その他 一般 赤尾 多美子 東播(加健)第401-378 平成30年8月31日 令和6年8月31日 平成24年6月12日
000028 3000135555 タリーズコーヒー　ヤマトヤシキ加古川店 6758505 加古川市加古川町篠原町２１－８　１Ｆ 794561450 飲食店営業(4)その他 一般 タリーズコーヒージャパン株式会社 代表取締役 小林 義雄 162-0833 東京都新宿区箪笥町２２番地 332688282 東播(加健)第401-383 平成30年8月31日 令和6年8月31日 平成24年6月12日
000028 3000135618 コメダ珈琲店　加古川平野店 675-0063 加古川市加古川町平野４７８ 794232313 飲食店営業(4)その他 一般 三和紙器株式会社 代表取締役 青山 総一郎 661-0952 兵庫県尼崎市椎堂２－１－１ 664926134 東播(加健)第401-246 平成30年7月23日 令和6年8月31日 平成24年6月18日
000028 3000135696 快活ＣＬＵＢ高砂店 676-0808 高砂市神爪３－１－１ 794338788 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社快活フロンティア 代表取締役 竹島 文明 224-0021 神奈川県横浜市都筑区北山田三丁目１番５０号 455904888 東播(加健)第401-218 令和1年8月6日 令和8年8月31日 平成24年6月26日
000028 3000135708 コーヒービート 676-0805 高砂市米田町米田１１８－５ 794328766 飲食店営業(4)その他 一般 中村 ひとみ 東播(加健)第401-304 平成30年8月10日 令和6年8月31日 平成24年6月26日
000028 3000135760 フーディーズ神野 675-0008 加古川市新神野５丁目８－６ 794382551 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目５１番１号 726763300 東播(加健)第401-312 平成30年8月10日 令和6年8月31日 平成24年6月27日
000028 3000135762 フーディーズ神野 675-0008 加古川市新神野５丁目８－６ 794382551 食肉販売業 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目５１番１号 726763300 東播(加健)第427-28 平成30年8月10日 令和6年8月31日 平成24年6月27日
000028 3000135764 フーディーズ神野 675-0008 加古川市新神野５丁目８－６ 794382551 菓子製造業 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目５１番１号 726763300 東播(加健)第403-41 平成30年8月10日 令和6年8月31日 平成24年6月27日
000028 3000135766 フーディーズ神野 675-0008 加古川市新神野５丁目８－６ 794382551 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目５１番１号 726763300 東播(加健)第401-313 平成30年8月10日 令和6年8月31日 平成24年6月27日
000028 3000135774 フーディーズ神野 675-0008 加古川市新神野５丁目８－６ 794382551 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社エーコープ近畿 代表取締役 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目５１番１号 726763300 東播(加健)第401-269 令和4年7月22日 令和9年8月31日 令和4年7月22日
000028 3000135873 ゆっこ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 松岡 結衣 東播(加健)第401-254 令和4年7月20日 令和9年8月31日 令和4年7月20日
000028 3000135900 カフェ・リアン 676-0828 高砂市阿弥陀町地徳１８９－１ 794473881 飲食店営業(4)その他 一般 本庄 保子 東播(加健)第401-335 平成30年8月20日 令和6年8月31日 平成24年7月10日
000028 3000135958 隠れダイニング　あし跡 675-0018 加古川市野口町坂元６３２－１ 794232322 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＡＭＯグループ 代表取締役 松本 桂一 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２４４４大日加古川ビル１Ｆ 794221119 東播(加健)第401-310 平成30年8月10日 令和6年8月31日 平成24年7月17日
000028 3000136014 カラオケ喫茶　しゃぼん玉 675-0126 加古川市別府町本町１丁目３９ 794363567 飲食店営業(4)その他 一般 森田 昌代 東播(加健)第401-369 平成30年8月28日 令和6年8月31日 平成24年7月20日
000028 3000136170 料理家　迫田 675-0103 加古川市平岡町高畑４７２－１１３ 飲食店営業(4)その他 一般 迫田 美樹男 東播(加健)第401-351 平成30年8月23日 令和6年8月31日 平成24年7月30日
000028 3000136207 ほっともっと　加古川良野店 675-0017 加古川市野口町良野９６３－１ 794296130 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 青山 仁美 東播(加健)第401-301 平成30年8月10日 令和6年8月31日 平成24年8月1日
000028 3000136274 ＷＩＮＧ　ＲＯＣＫ 675-0026 加古川市尾上町旭１丁目５０番地の１ 794204639 飲食店営業(4)その他 一般 山口 日奈子 東播(加健)第401-282 平成30年7月30日 令和6年8月31日 平成24年8月6日
000028 3000136276 蕗の薹 676-0016 高砂市荒井町扇町１４－６ 794438132 飲食店営業(4)その他 一般 長門 知美 東播(加健)第401-306 平成30年8月10日 令和6年8月31日 平成24年7月25日
000028 3000136277 高砂　らぁめん房 676-0022 高砂市高砂町浜田町２－２－３ 794425101 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社文明樓 代表取締役 入江 昭輔 676-0025 兵庫県高砂市西畑２－１１－１１ 794421371 東播(加健)第401-356 平成30年8月27日 令和6年8月31日 平成24年8月6日
000028 3000136302 リュミエール 675-0064 加古川市加古川町溝之口７１８プレジャービル５Ｆ 794228135 飲食店営業(4)その他 一般 矢野 美幸 東播(加健)第401-265 平成30年7月26日 令和6年8月31日 平成24年8月8日
000028 3000136332 セブン－イレブン加古川備後蔵西店 675-0032 加古川市加古川町備後蔵西３８８番１ 飲食店営業(4)その他 一般 藤田 貴志 東播(加健)第401-266 平成30年7月26日 令和6年8月31日 平成24年8月10日
000028 3000136333 セブン－イレブン加古川備後蔵西店 675-0032 加古川市加古川町備後蔵西３８８番１ 菓子製造業 一般 藤田 貴志 東播(加健)第403-36 平成30年7月26日 令和6年8月31日 平成24年8月10日
000028 3000136376 酒処　きらく 675-0122 加古川市別府町別府６７０－１ 794359793 飲食店営業(4)その他 一般 福尾 佐和子 東播(加健)第401-322 平成30年8月16日 令和6年8月31日 平成24年8月17日
000028 3000136497 株式会社　有馬芳香堂　稲美工場 675-1105 加古郡稲美町加古３６２７－３ 794920055 菓子製造業 一般 株式会社有馬芳香堂 代表取締役 有馬 英一 652-0047 兵庫県神戸市兵庫区下沢通七丁目１番２号 785773581 東播(加健)第403-31 令和1年8月15日 令和7年8月31日 平成24年8月23日
000028 3000136517 みっきぃ 675-0022 加古川市尾上町口里７８９－２５ 794566661 飲食店営業(4)その他 一般 大村 峰男 東播(加健)第401-254 平成30年7月25日 令和6年8月31日 平成24年8月27日
000028 3000136526 ファミリーマート加古川長田店 675-0024 加古川市尾上町長田５２５－２ 794566021 飲食店営業(4)その他 一般 武藤 弘美 東播(加健)第401-214 令和1年8月7日 令和7年8月31日 平成24年8月27日
000028 3000136602 お肉とお惣菜と炭火焼肉店　だるま 675-0062 加古川市加古川町美乃利４１３－５ 794259112 食肉販売業 一般 岡本 佳純 東播(加健)第427-25 平成30年7月30日 令和6年8月31日 平成24年8月29日
000028 3000136652 本家かつめし亭 675-0023 加古川市尾上町池田６４２ 794214368 飲食店営業(4)その他 一般 大下 裕司 東播(加健)第401-342 平成30年8月22日 令和6年8月31日 平成24年8月30日
000028 3000136770 ライズ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６８－５カスヤビル１Ｆ 794275552 飲食店営業(4)その他 一般 川上 ゆかり 東播(加健)第401-460 平成30年10月25日 令和6年11月30日 平成24年9月10日
000028 3000136795 いちご畑のパン工房　épi 675-1122 加古郡稲美町中村１０６７－５ 菓子製造業 一般 藤岡 珠里 東播(加健)第403-63 平成30年11月5日 令和6年11月30日 平成24年9月13日
000028 3000136796 いちご畑のパン工房　épi 675-1122 加古郡稲美町中村１０６７－５ 飲食店営業(4)その他 一般 藤岡 珠里 東播(加健)第401-487 平成30年11月5日 令和6年11月30日 平成24年9月13日
000028 3000136809 まつげん 675-0008 加古川市新神野１丁目４－１５ 794399617 飲食店営業(4)その他 一般 松元 邦子 東播(加健)第401-462 平成30年10月25日 令和6年11月30日 平成24年9月14日
000028 3000136828 満福亭 675-0015 加古川市野口町坂井５－１（Ｅ号） 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 刘 麗梅 東播(加健)第401-535 平成30年11月28日 令和6年11月30日 平成24年9月18日
000028 3000136897 櫻貴庵 676-0017 高砂市荒井町東本町２２－８ 飲食店営業(4)その他 一般 大山 貴子 東播(加健)第401-431 平成30年10月15日 令和6年11月30日 平成24年9月25日
000028 3000136925 順心病院 675-0122 加古川市別府町別府８６５番１ 794364757 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小野マルタマフーズ株式会社 代表取締役 畑 昭身 675-1367 兵庫県小野市敷地町１４１２番地１ 794631110 東播(加健)第401-368 令和1年11月5日 令和8年11月30日 平成24年9月25日
000028 3000136946 （株）ナオ 675-0335 加古川市志方町原２１５－１ 794521092 食肉販売業 一般 株式会社ナオ 代表取締役 中尾 直哉 675-0335 兵庫県加古川市志方町原２１５－１ 794521092 東播(加健)第427-38 平成30年10月5日 令和6年11月30日 平成24年9月27日
000028 3000136947 （株）ナオ 675-0335 加古川市志方町原２１５－１ 794521092 食肉処理業 一般 株式会社ナオ 代表取締役 中尾 直哉 675-0335 兵庫県加古川市志方町原２１５－１ 794521092 東播(加健)第426-6 平成30年10月5日 令和6年11月30日 平成24年9月27日
000028 3000136955 喫茶カローラ 676-0022 高砂市高砂町浜田町１－１－１ 794432536 飲食店営業(4)その他 一般 森岡 淳子 東播(加健)第401-457 平成30年10月24日 令和6年11月30日 平成24年9月27日
000028 3000136957 食堂　ハリマオ 676-0814 高砂市春日野町２番６０号 794485104 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鹿島興産株式会社 代表取締役 山本 広志 676-0814 兵庫県高砂市春日野町２番６０号 794485104 東播(加健)第401-499 平成30年11月9日 令和6年11月30日 平成24年9月27日
000028 3000137003 かこがわ珈琲店 675-0039 加古川市加古川町粟津９０－２ 794262622 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉野 三枝 東播(加健)第401-410 平成30年9月25日 令和6年11月30日 平成24年10月1日
000028 3000137138 カラオケ喫茶　河畔 675-1201 加古川市八幡町宗佐１１２０ 飲食店営業(4)その他 一般 織田 むつみ 東播(加健)第401-471 平成30年10月29日 令和6年11月30日 平成24年10月10日
000028 3000137139 ｎｅｎｅ 676-0805 高砂市米田町米田７２２－５９ 飲食店営業(4)その他 一般 双城 由佳理 東播(加健)第401-439 平成30年10月18日 令和6年11月30日 平成24年10月11日
000028 3000137210 じゃこ　ばんざい 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１イオン加古川１Ｆ 794250270 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ナカオストアー 代表取締役 中尾 彰良 675-0314 兵庫県加古川市志方町上冨木１２０番地６１ 794521413 東播(加健)第401-507 平成30年11月15日 令和6年11月30日 平成24年10月17日
000028 3000137244 立呑　のん 675-0066 加古川市加古川町寺家町１５５－６田中ビルＢ 794392398 飲食店営業(4)その他 一般 坂原 望美 東播(加健)第401-490 平成30年11月8日 令和6年11月30日 平成24年10月19日
000028 3000137252 時女木 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７０－１４サミットシティⅡ ４Ｆ ＢＣ 794235318 飲食店営業(4)その他 一般 森嶋 節子 東播(加健)第401-509 平成30年11月16日 令和6年11月30日 平成24年10月19日
000028 3000137264 喫茶ジャンクション 671-0123 高砂市北浜町西浜１８１－１ 792524220 飲食店営業(4)その他 一般 沖中 瑞子 東播(加健)第401-519 平成30年11月19日 令和6年11月30日 平成24年10月23日
000028 3000137296 喜倉堂 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５９－２０ 794235664 菓子製造業 一般 藤原 義博 東播(加健)第403-55 平成30年10月18日 令和6年11月30日 平成24年10月24日
000028 3000137331 オルヴィエート 675-0126 加古川市別府町本町１丁目２９番地 794364109 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 増田 翔 東播(加健)第401-417 平成30年10月10日 令和6年11月30日 平成24年10月25日
000028 3000137339 ちゃちゃ 675-0122 加古川市別府町別府９７４－４別府ビル山本 794355670 飲食店営業(4)その他 一般 崔 明美 東播(加健)第401-511 平成30年11月16日 令和6年11月30日 平成24年10月29日
000028 3000137340 桃李庵 675-0067 加古川市加古川町河原３６９－１マーム河原１０１号 794258102 飲食店営業(4)その他 一般 松田 宣明 東播(加健)第401-449 平成30年10月19日 令和6年11月30日 平成24年10月29日
000028 3000137359 Ｕｎｆｉｌ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６５－１０レインボープラザ東加古川４Ｆ 794226608 飲食店営業(4)その他 一般 松葉 綾 東播(加健)第401-503 平成30年11月12日 令和6年11月30日 平成24年10月30日
000028 3000137418 ちゅうばぁ　くまちゃん 676-0804 高砂市美保里２５－２５ 飲食店営業(4)その他 一般 野口 信二 東播(加健)第401-447 平成30年10月18日 令和6年11月30日 平成24年11月5日
000028 3000137459 カラオケ喫茶　あじさい 675-0045 加古川市西神吉町岸１５３－１ 794319858 飲食店営業(4)その他 一般 柴田 眞由美 東播(加健)第401-465 平成30年10月26日 令和6年11月30日 平成24年11月7日
000028 3000137557 ＡＧＣ(株)　高砂工場  セラ開発センター（ＣＣＢＪＩ受託） 676-0074 高砂市梅井５丁目６－１ 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第402-11 令和4年11月22日 令和9年11月30日 令和4年11月22日
000028 3000137590 串ひら 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７２－１　２Ｆ 794274174 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ミオ 取締役 佐藤 康宏 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家１０３６番地の３ 794403852 東播(加健)第401-516 平成30年11月19日 令和6年11月30日 平成24年11月15日
000028 3000137688 寄楽 675-1111 加古郡稲美町印南８２９番地 794950019 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 井澤 満佐則 東播(加健)第401-430 平成30年10月12日 令和5年11月30日 平成24年11月22日
000028 3000137783 株式会社　高砂メディカル（ラポール東高砂） 676-0802 高砂市米田町古新３１０番地 794323871 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社高砂メディカル 代表取締役 福岡 千恵子 676-0802 兵庫県高砂市米田町古新３１０番地 794321119 東播(加健)第401-419 平成30年10月19日 令和6年11月30日 平成24年11月28日
000028 3000137850 Ｋ－ＰＡＲＡＤＩＳＥ 675-0065 加古川市加古川町篠原町１６０－８ 飲食店営業(4)その他 一般 西川 貴行 東播(加健)第401-652 平成31年2月26日 令和7年2月28日 平成24年12月3日
000028 3000137870 ラー麺　ずんどう屋　東加古川店 675-0012 加古川市野口町野口１７８ 794278484 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＺＵＮＤ 代表取締役 馬場 紳介 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋四丁目８番１３号 663548001 東播(加健)第401-613 平成31年2月6日 令和7年2月28日 平成24年12月3日
000028 3000137904 ステフォレ 675-0031 加古川市加古川町北在家７９３－１ 794511155 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社フジヤ號 代表取締役 山本 亜也夫 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２０５５番地 794242485 東播(加健)第401-514 令和2年2月3日 令和8年2月28日 平成24年12月5日
000028 3000137948 木の香 676-0813 高砂市時光寺町１１－１５ 飲食店営業(4)その他 一般 米良 奈緒美 東播(加健)第401-574 平成31年1月23日 令和7年2月28日 平成24年12月7日
000028 3000137949 株式会社　ダイサダミート 675-0321 加古川市志方町志方町５３６－１ 794520558 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ダイサダミート 代表取締役 大浦 定良 675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町５３６－１ 794520558 東播(加健)第401-588 平成31年1月30日 令和7年2月28日 平成24年12月7日
000028 3000138031 Ｃａｓｕａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ　ＨＡＴＴＲＩＣＫ 676-0022 高砂市高砂町浜田町２－２－３２階 794442588 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社文明樓 代表取締役 入江 昭輔 676-0025 兵庫県高砂市西畑２－１１－１１ 794421371 東播(加健)第401-615 平成31年2月5日 令和7年2月28日 平成24年12月17日
000028 3000138101 ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　Ｉｃｈｉｋａ 675-0013 加古川市野口町二屋１６番地の１アイビル１階　Ｃ号室 794221215 菓子製造業 一般 岡田 隆広 東播(加健)第403-83 平成31年2月6日 令和7年2月28日 平成24年12月21日
000028 3000138392 デリカショップばんどう 676-0082 高砂市曽根町２５５８－１０ 794472918 飲食店営業(4)その他 一般 井上 信子 東播(加健)第401-596 平成31年1月29日 令和7年2月28日 平成25年1月24日
000028 3000138453 末吉 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く）。 飲食店営業(4)その他 露店40L 鎌谷 兼三 東播(加健)第401-597 令和5年1月12日 令和10年2月29日 令和5年1月12日
000028 3000138466 串鍋食坊　うさぎとかめ 675-0101 加古川市平岡町新在家３３６－１ 794252512 飲食店営業(4)その他 一般 小林 雄一 東播(加健)第401-651 平成31年2月25日 令和7年2月28日 平成25年1月29日
000028 3000138513 ケーキ屋　ラミドゥアナミ 675-0054 加古川市米田町平津６２０－１ 794517426 菓子製造業 一般 今岡 信博 東播(加健)第403-85 平成31年2月8日 令和7年2月28日 平成25年2月1日
000028 3000138617 ソンブレロ 676-0077 高砂市松陽１丁目９－１３ 794471123 飲食店営業(4)その他 一般 平良 弘子 東播(加健)第401-655 平成31年2月28日 令和7年2月28日 平成25年2月8日
000028 3000138681 ＤＡＮ 675-0031 加古川市加古川町北在家７５８－３橋本ビル１Ｆ 794981412 飲食店営業(4)その他 一般 前田 知範 東播(加健)第401-631 平成31年2月15日 令和7年2月28日 平成25年2月18日
000028 3000138684 ｂａｒ　Ｏｌｄ　Ｐａｌ 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５８－１１大貴ビル１Ｆ西 794240445 飲食店営業(4)その他 一般 宮﨑 信吾 東播(加健)第401-627 平成31年2月14日 令和7年2月28日 平成25年2月18日
000028 3000138744 ケーキ工房　ブリュート 676-0805 高砂市米田町米田２７９－４ 794331282 菓子製造業 一般 髙石 邦彦 東播(加健)第403-87 平成31年2月15日 令和7年2月28日 平成25年2月21日
000028 3000138758 セブン－イレブン播磨町駅北店 675-0150 加古郡播磨町南野添３丁目６－１０ 794378018 飲食店営業(4)その他 一般 佐伯 秀博 東播(加健)第401-566 令和2年2月26日 令和9年2月28日 平成25年2月22日
000028 3000138759 セブン－イレブン播磨町駅北店 675-0150 加古郡播磨町南野添３丁目６－１０ 794378018 菓子製造業 一般 佐伯 秀博 東播(加健)第403-70 令和2年2月26日 令和9年2月28日 平成25年2月22日
000028 3000138763 天津閣 675-0016 加古川市野口町長砂６５８－８ 794238474 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森岡 孝幸 東播(加健)第401-579 平成31年1月25日 令和7年2月28日 平成25年2月22日
000028 3000138773 ファミリーマート浜の宮駅前店 675-0022 加古川市尾上町口里８１４番地の３２ 794567288 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社わしお 取締役 宮﨑 芳通 671-0232 兵庫県姫路市御国野町御着３７２番地の１ 792520222 東播(加健)第401-639 平成31年2月21日 令和7年2月28日 平成25年2月22日
000028 3000138875 ファミリーマート　山陽別府駅前店 675-0123 加古川市別府町朝日町１１－５ 794414410 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社フロンティア 代表取締役 前田 耕作 674-0083 兵庫県明石市魚住町住吉１丁目１２番６号 789483355 東播(加健)第401-609 平成31年2月4日 令和7年2月28日 平成25年2月27日
000028 3000139042 お食事処・焼肉　牛義 675-0041 加古川市西神吉町宮前８６３－３３ 794327432 飲食店営業(4)その他 一般 北田 隆樹 東播(加健)第401-119 令和1年5月27日 令和7年5月31日 平成25年3月12日
000028 3000139185 松屋　加古川平岡町店 675-0115 加古川市平岡町一色３７０－１ 794410320 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社松屋フーズ 代表取締役 瓦葺 一利 180-0006 東京都武蔵野市中町一丁目１４番５号 422381139 東播(加健)第401-116 令和1年5月23日 令和7年5月31日 平成25年3月22日
000028 3000139270 プチ　トリアノン 675-0066 加古川市加古川町寺家町３６２－１－７ビアンテビル　１Ｆ 794221239 飲食店営業(4)その他 一般 増田 治美 東播(加健)第401-54 令和1年5月9日 令和7年5月31日 平成25年3月26日
000028 3000139335 馳走菜　稲美店 675-1127 加古郡稲美町中一色883 794966610 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社神戸物産 代表取締役 沼田 博和 675-0063 兵庫県加古川市加古川町平野１２５番１ 794966610 東播(加健)第401-49 令和1年5月10日 令和7年5月31日 平成25年3月27日
000028 3000139337 馳走菜　稲美店 675-1127 加古郡稲美町中一色883 794966610 菓子製造業 一般 株式会社神戸物産 代表取締役 沼田 博和 675-0063 兵庫県加古川市加古川町平野１２５番１ 794966610 東播(加健)第403-11 令和1年5月10日 令和7年5月31日 平成25年3月27日
000028 3000139340 まねき食品株式会社 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店80L まねき食品株式会社 代表取締役 竹田 典高 670-0947 兵庫県姫路市北条９５３番地 792240255 東播(加健)第401-21 令和5年4月13日 令和10年5月31日 令和5年4月13日
000028 3000139377 加古川市立尾上小学校　給食調理室 675-0024 加古川市尾上町長田５１９ 794214561 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ハーベストネクスト株式会社 代表取締役 脇本 実 240-0004 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町２丁目１２０番地 453361120 東播(加健)第401-82 令和2年5月14日 令和9年5月31日 平成25年4月1日
000028 3000139410 桜香 675-0065 加古川市加古川町篠原町３－７シャトレドゥオール加古川２－Ｂ 794267705 飲食店営業(4)その他 一般 蔦原 美香 東播(加健)第401-34 平成31年4月25日 令和7年5月31日 平成25年4月2日
000028 3000139424 天心喫茶店 675-0112 加古川市平岡町山之上４３０ 794244620 飲食店営業(4)その他 一般 眞鍋 嵩 東播(加健)第401-96 令和1年5月17日 令和7年5月31日 平成25年4月3日
000028 3000139451 創作家庭料理 ｋｉｔｃｈｅｎ 遙か 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５２－１４ 794216773 飲食店営業(4)その他 一般 丸山 聡子 東播(加健)第401-100 令和1年5月20日 令和7年5月31日 平成25年4月4日
000028 3000139462 野口南小学校給食室 675-0014 加古川市野口町古大内２４５－３ 794252002 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 コーベフーズ株式会社 代表取締役 久保 孝義 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町１－１－３ 783824700 東播(加健)第401-69 令和2年5月12日 令和9年5月31日 平成25年4月5日
000028 3000139513 祭り屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社ピィティエス 代表取締役 米盛 彰 555-0022 大阪府大阪市西淀川区柏里1丁目８－１４ 661057100 東播(加健)第401-157 平成30年5月28日 令和5年5月31日 平成25年4月11日
000028 3000139544 レンタルスペース　みんなの森 676-0808 高砂市神爪４－１４－９ 飲食店営業(4)その他 一般 西川 さゆり 東播(加健)第401-16 平成31年4月16日 令和7年5月31日 平成25年4月15日
000028 3000139748 コーヒーとカレーの店　花 675-0016 加古川市野口町長砂２０－１サニーハイツ加古川３－１０７ 794231622 飲食店営業(4)その他 一般 今井 光 東播(加健)第401-29 平成31年4月24日 令和7年5月31日 平成25年4月26日
000028 3000139842 ｃａｆｅ　ｄｅ　秀 675-0032 加古川市加古川町備後２２－１ 794259038 飲食店営業(4)その他 一般 岡田 康代 東播(加健)第401-35 平成31年4月26日 令和7年5月31日 平成25年5月7日
000028 3000139869 西洋フード・コンパスグループ(株)  城山ゴルフ倶楽部ＯＵＴ売店 675-0302 加古川市志方町野尻８０８－１ 794524441 飲食店営業(4)その他 一般 コンパスグループ・ジャパン株式会社 代表取締役 石田 隆嗣 104-0045 東京都中央区築地五丁目５番１２号 335440351 東播(加健)第401-74 令和1年5月14日 令和7年5月31日 平成25年5月8日
000028 3000139902 西洋フード・コンパスグループ(株)  城山ゴルフ倶楽部ＩＮ売店 675-0302 加古川市志方町野尻８０８－１ 794524441 飲食店営業(4)その他 一般 コンパスグループ・ジャパン株式会社 代表取締役 石田 隆嗣 104-0045 東京都中央区築地五丁目５番１２号 335440351 東播(加健)第401-45 令和1年5月7日 令和7年5月31日 平成25年5月8日
000028 3000139903 西洋フード・コンパスグループ(株)  城山ゴルフ倶楽部店 675-0302 加古川市志方町野尻８０８－１ 794524441 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 コンパスグループ・ジャパン株式会社 代表取締役 石田 隆嗣 104-0045 東京都中央区築地五丁目５番１２号 335440351 東播(加健)第401-44 令和1年5月7日 令和7年5月31日 平成25年5月8日
000028 3000139956 奄美 675-0027 加古川市尾上町今福４１３－１ 飲食店営業(4)その他 一般 松井 清美 東播(加健)第401-134 令和1年5月29日 令和7年5月31日 平成25年5月14日
000028 3000139960 かき庄　祥平庵 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８ 794251221 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ハタヤマ 代表取締役 永野 華苗 675-0063 兵庫県加古川市加古川町平野１８番地の２０ 794230678 東播(加健)第401-94 令和1年5月16日 令和7年5月31日 平成25年5月14日
000028 3000139988 食事処まみちゃん 675-0026 加古川市尾上町旭２丁目３４ 794244670 飲食店営業(4)その他 一般 松本 眞美 東播(加健)第401-80 令和1年5月16日 令和7年5月31日 平成25年5月16日
000028 3000140026 カラオケ喫茶　ネリネ 675-0057 加古川市東神吉町神吉１０２０－１ 794316201 飲食店営業(4)その他 一般 小野 恵子 東播(加健)第401-38 平成31年4月26日 令和7年5月31日 平成25年5月20日
000028 3000140030 俺のらーめん　丸髙家 675-0117 加古川市平岡町一色西２丁目２０４ぷらーざきくや１０２ 794903031 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤田 恭平 東播(加健)第401-78 令和1年5月17日 令和7年5月31日 平成25年5月20日



000028 3000140031 えぇトコ　鶏 675-0101 加古川市平岡町新在家９０９－４アーバン新在家１－Ｂ 794249755 飲食店営業(4)その他 一般 田代 裕基 東播(加健)第401-36 平成31年4月26日 令和7年5月31日 平成25年5月20日
000028 3000140107 （株）おはぎの丹波屋加古川店 675-0065 加古川市加古川町篠原町２９番地浅野ビル１F 794272236 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社おはぎの丹波屋 代表取締役 出口 満晃 568-0094 大阪府茨木市大字桑原６５２番地 726468495 東播(加健)第401-19 平成31年4月22日 令和7年5月31日 平成25年5月23日
000028 3000140108 （株）おはぎの丹波屋加古川店 675-0065 加古川市加古川町篠原町２９番地浅野ビル１F 794272236 菓子製造業 一般 株式会社おはぎの丹波屋 代表取締役 出口 満晃 568-0094 大阪府茨木市大字桑原６５２番地 726468495 東播(加健)第403-4 平成31年4月22日 令和7年5月31日 平成25年5月23日
000028 3000140176 花音 675-0019 加古川市野口町水足１７５ 794562021 菓子製造業 一般 株式会社アプコ 代表取締役 福島 久雄 675-0019 兵庫県加古川市野口町水足１７１－１ 794213020 東播(加健)第403-10 令和1年5月15日 令和7年5月31日 平成25年5月27日
000028 3000140177 花音 675-0019 加古川市野口町水足１７５ 794562021 アイスクリーム類製造業 一般 株式会社アプコ 代表取締役 福島 久雄 675-0019 兵庫県加古川市野口町水足１７１－１ 794213020 東播(加健)第420-3 令和1年5月15日 令和7年5月31日 平成25年5月27日
000028 3000140178 花音 675-0019 加古川市野口町水足１７５ 794562021 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社アプコ 代表取締役 福島 久雄 675-0019 兵庫県加古川市野口町水足１７１－１ 794213020 東播(加健)第419-2 令和1年5月15日 令和7年5月31日 平成25年5月27日
000028 3000140180 セブン－イレブン加古川別府新野辺北町　店 675-0121 加古川市別府町新野辺北町８丁目１４５番 794351367 飲食店営業(4)その他 一般 藤 武志 東播(加健)第401-48 令和2年4月28日 令和9年5月31日 平成25年5月27日
000028 3000140181 セブン－イレブン加古川別府新野辺北町　店 675-0121 加古川市別府町新野辺北町８丁目１４５番 794351367 菓子製造業 一般 藤 武志 東播(加健)第403-9 令和2年4月28日 令和9年5月31日 平成25年5月27日
000028 3000140238 梵天 675-0064 加古川市加古川町溝之口７１８加古川プレジャービル４０１ 794250670 飲食店営業(4)その他 一般 髙橋 久美子 東播(加健)第401-110 令和1年5月21日 令和7年5月31日 平成25年5月28日
000028 3000140472 茶店　ｔ・ｕ・ｒ・ｆ 676-0019 高砂市緑丘２丁目１番４０号　アスパ高砂１Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 柴田 誠 東播(加健)第401-228 令和1年8月8日 令和7年8月31日 平成25年6月18日
000028 3000140555 ｓｌｏｗ　ｃａｆｅ｛ｔｏｃｏ－ｔｏｃｏ｝ 676-0049 高砂市高砂町田町４７７ 794903565 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 桝田 倫子 東播(加健)第401-245 令和1年8月22日 令和7年8月31日 平成25年6月25日
000028 3000140569 ドルチェ 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５２－１０ミツヤビル３Ｆ奥 794265981 飲食店営業(4)その他 一般 本田 由美 東播(加健)第401-209 令和1年8月1日 令和7年8月31日 平成25年6月25日
000028 3000140577 くのさんの手料理　たつの 675-0143 加古郡播磨町宮北３丁目５－３０－１０４ 794365303 飲食店営業(4)その他 一般 久野 倫明 東播(加健)第401-194 令和1年7月29日 令和7年8月31日 平成25年6月26日
000028 3000140614 大正株式会社加古川営業所 675-0301 加古川市志方町大澤字サブケ谷１３２９－４６兵庫県総合食肉流通センター内 794526118 食肉処理業 一般 大正株式会社 代表取締役 濱門 美喜男 546-0022 大阪府大阪市東住吉区住道矢田八丁目１８番８号 647003569 東播(加健)第426-7 令和1年8月22日 令和7年8月31日 平成25年6月28日
000028 3000140638 ｓｉｎｃｅｒｉｔｅ 675-1124 加古郡稲美町森安２２－６ 794929112 菓子製造業 一般 尾住 千秋 東播(加健)第403-28 令和1年8月5日 令和7年8月31日 平成25年7月1日
000028 3000140640 藤吉郎 676-0071 高砂市伊保東２丁目４８２－１ 794481138 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 祐介 東播(加健)第401-180 令和1年7月22日 令和7年8月31日 平成25年7月1日
000028 3000140651 Ｏｌｅ　Ｂａｒｕ　スペイン酒場 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７９－１スカイプラザ２Ｆ－Ａ 794241618 飲食店営業(4)その他 一般 川守 智晴 東播(加健)第401-254 令和1年8月29日 令和7年8月31日 平成25年7月2日
000028 3000140667 むつごろう 676-0061 高砂市高砂町農人町１７９６－１ 794435580 飲食店営業(4)その他 一般 鈴木 美香 東播(加健)第401-206 令和1年7月31日 令和7年8月31日 平成25年7月3日
000028 3000140685 播磨水産加古川平津店 675-0054 加古川市米田町平津１ 794417316 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 播磨フードサービス株式会社 代表取締役 長澤 達雄 675-1125 兵庫県加古郡稲美町和田２７２－３ 794925553 東播(加健)第401-191 令和1年7月29日 令和7年8月31日 平成25年7月4日
000028 3000140692 アクアクララ兵庫 675-1112 加古郡稲美町六分一１３５６－９ 清涼飲料水製造業 一般 新関西衣料サービス（株） 代表取締役 林 健三 675-1112 兵庫県加古郡稲美町六分一１３５２番地の１ 794950044 東播(加健)第405-2 令和1年8月15日 令和7年8月31日 平成25年7月5日
000028 3000140763 かんてき焼肉　みや原 675-0122 加古川市別府町別府９７９－２ 794357710 飲食店営業(4)その他 一般 宮原 賢 東播(加健)第401-211 令和1年8月1日 令和7年8月31日 平成25年7月10日
000028 3000140781 Ｊｏｏｋｓ（ジュークス） 675-0156 加古郡播磨町東本荘１丁目５番２１号クリエートビル２Ｆ 794372018 飲食店営業(4)その他 一般 安尾 佳子 東播(加健)第401-212 令和1年8月1日 令和7年8月31日 平成25年7月11日
000028 3000140820 杉本美智代商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 杉本 美智代 東播(加健)第401-339 平成30年8月21日 令和5年8月31日 平成25年7月17日
000028 3000140829 拈屋（ひねや） 676-0082 高砂市曽根町８０３－４ 794484431 飲食店営業(4)その他 一般 渡邊 登 東播(加健)第401-216 令和1年8月6日 令和7年8月31日 平成25年7月17日
000028 3000140830 拈屋（ひねや） 676-0082 高砂市曽根町８０３－４ 794484431 食肉販売業 一般 渡邊 登 東播(加健)第427-16 令和1年8月6日 令和7年8月31日 平成25年7月17日
000028 3000140846 加古川天然温泉　ぷくぷくの湯 675-0033 加古川市加古川町南備後字松葉３１５－１ 794562614 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　ともの湯 代表取締役 宮本 基成 675-0033 兵庫県加古川市加古川町南備後字松葉３１５－１ 794562614 東播(加健)第401-183 令和1年7月31日 令和7年8月31日 平成25年7月18日
000028 3000141142 まるかず商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 安田 幸恵 東播(加健)第401-382 平成30年8月31日 令和5年8月31日 平成25年7月25日
000028 3000141163 寿プランニング③ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山上 恭利 東播(加健)第401-365 平成30年8月27日 令和5年8月31日 平成25年7月25日
000028 3000141164 寿プランニング② 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 大下 裕司 東播(加健)第401-364 平成30年8月27日 令和5年8月31日 平成25年7月25日
000028 3000141168 寿プランニング① 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 根来 秀紀 東播(加健)第401-363 平成30年8月27日 令和5年8月31日 平成25年7月25日
000028 3000141170 是川商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 是川 昌仁 東播(加健)第402-51 平成30年8月23日 令和5年8月31日 平成25年7月25日
000028 3000141182 ミッキー商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 岡崎 実記 東播(加健)第401-347 平成30年8月23日 令和5年8月31日 平成25年7月25日
000028 3000141184 ＭＧＭ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 岡崎 恵 東播(加健)第401-348 平成30年8月23日 令和5年8月31日 平成25年7月25日
000028 3000141185 タクミ商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 岡崎 高志 東播(加健)第401-346 平成30年8月23日 令和5年8月31日 平成25年7月25日
000028 3000141186 Ａ・Ｔ商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 田村 彩子 東播(加健)第401-349 平成30年8月23日 令和5年8月31日 平成25年7月25日
000028 3000141207 宅配クック１２３　東播磨店 676-0805 高砂市米田町米田１２９－１１北マンション１０３ 794417083 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 東亜製油株式会社 代表取締役 初谷 公之 673-0025 兵庫県明石市田町２－１－１９ 789235533 東播(加健)第401-227 令和1年8月8日 令和7年8月31日 平成25年7月26日
000028 3000141271 ワークルームふれあい 675-1105 加古郡稲美町加古３６８５－２ 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人稲美町つくしとすぎなの会 理事 橘 公子 675-1105 兵庫県加古郡稲美町加古４３６９－３ 794924166 東播(加健)第403-29 令和1年8月5日 令和7年8月31日 平成25年7月30日
000028 3000141272 コープフーズ　第２工場 675-1112 加古郡稲美町六分一１３６２－５ 794956001 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社コープフーズ 代表取締役 友重 伸和 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１－３－１９ 794956001 東播(加健)第401-230 令和1年8月8日 令和7年8月31日 平成25年7月30日
000028 3000141273 コープフーズ　第２工場 675-1112 加古郡稲美町六分一１３６２－５ 794956001 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社コープフーズ 代表取締役 友重 伸和 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１－３－１９ 794956001 東播(加健)第419-5 令和1年8月8日 令和7年8月31日 平成25年7月30日
000028 3000141274 コープフーズ　第２工場（テストキッチン） 675-1112 加古郡稲美町六分一１３６２－５ 794956001 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社コープフーズ 代表取締役 友重 伸和 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１－３－１９ 794956001 東播(加健)第401-229 令和1年8月8日 令和7年8月31日 平成25年7月30日
000028 3000141275 コープフーズ　第２工場（テストキッチン） 675-1112 加古郡稲美町六分一１３６２－５ 794956001 そうざい製造業 一般 株式会社コープフーズ 代表取締役 友重 伸和 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１－３－１９ 794956001 東播(加健)第409-8 令和1年8月8日 令和7年8月31日 平成25年7月30日
000028 3000141290 * 676-0037 高砂市高砂町藍屋町１４２１－１ そうざい製造業 一般 宮下 みね子 東播(加健)第409-5 令和1年7月25日 令和7年8月31日 平成25年7月31日
000028 3000141431 ＲＯＵＴＥ６５ 675-0335 加古川市志方町原８１４－３ 794522444 飲食店営業(4)その他 一般 玉垣 哲也 東播(加健)第401-219 令和1年8月6日 令和7年8月31日 平成25年8月9日
000028 3000141504 明日香　東加古川本店 675-0101 加古川市平岡町新在家４６２－５ 794223933 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 村上 実香 東播(加健)第401-196 令和1年7月30日 令和7年8月31日 平成25年8月19日
000028 3000141550 和崇庵 675-0054 加古川市米田町平津６５５番地 794341177 そうざい製造業 一般 ジョルナーレ株式会社 代表取締役 川井 規宏 675-0054 兵庫県加古川市米田町平津６５５番地 794341177 東播(加健)第409-6 令和1年8月1日 令和7年8月31日 平成25年8月22日
000028 3000141619 喫茶　万葉 675-1113 加古郡稲美町岡１１６２－２ 794394713 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　西海 代表取締役 西海 直哉 675-1113 兵庫県加古郡稲美町岡１１６２－２ 794394713 東播(加健)第401-210 令和1年8月1日 令和7年8月31日 平成25年8月22日
000028 3000141620 喫茶　万葉 675-1113 加古郡稲美町岡１１６２－２ 794394713 菓子製造業 一般 株式会社　西海 代表取締役 西海 直哉 675-1113 兵庫県加古郡稲美町岡１１６２－２ 794394713 東播(加健)第403-27 令和1年8月1日 令和7年8月31日 平成25年8月22日
000028 3000141635 キッチンＫＡＴＯ 676-0001 高砂市中島３丁目６番４３－１ 794436387 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 加藤 公二 東播(加健)第401-197 令和1年7月29日 令和7年8月31日 平成25年8月26日
000028 3000141642 燦  ～ＳＵＮ～ 675-0016 加古川市野口町長砂１２３２－２ 794233901 飲食店営業(4)その他 一般 西田 麻衣子 東播(加健)第401-238 令和1年8月14日 令和7年8月31日 平成25年8月26日
000028 3000141715 株式会社マスタッシュ　稲美工場 675-1115 加古郡稲美町国岡３丁目２５番地８ 794966777 菓子製造業 一般 株式会社マスタッシュ 代表取締役 福田 守 674-0051 兵庫県明石市大久保町大窪２６０３－５２９ 789363915 東播(加健)第403-25 令和1年7月31日 令和7年8月31日 平成25年8月28日
000028 3000141739 カラオケ　まつ 675-0025 加古川市尾上町養田１４４１－５ 飲食店営業(4)その他 一般 田中 ひな子 東播(加健)第401-185 令和1年7月31日 令和7年8月31日 平成25年8月29日
000028 3000141783 九州州屋 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５２－１３ 飲食店営業(4)その他 一般 沖本 圭司 東播(加健)第401-424 令和1年11月27日 令和7年11月30日 平成25年9月2日
000028 3000141799 Ｂｉｓｔｒｏ　ｅｐｉ 675-0019 加古川市野口町水足１８７－１ 794235052 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮﨑 繁樹 東播(加健)第401-383 令和1年11月13日 令和7年11月30日 平成25年9月3日
000028 3000141829 Ｇｉｒｌ′ｓ　ｂａｒ　ＮＡＮＡ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７１－９FujibuildingⅡ　３Ｆ－Ｃ 794255211 飲食店営業(4)その他 一般 五十嵐 勝宏 東播(加健)第401-437 令和1年11月28日 令和7年11月30日 平成25年9月5日
000028 3000141891 スナック　プリンセス慶 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７７－８第二サンライフ１Ｆ 794271900 飲食店営業(4)その他 一般 木村 香奈子 東播(加健)第401-406 令和1年11月25日 令和7年11月30日 平成25年9月11日
000028 3000141898 ＳＮＡＣＫ　ＡＲＩＡ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６４－５ＩＫＫＯＵ ＢＬＤ ２－Ｃ 794221575 飲食店営業(4)その他 一般 岡田 優也 東播(加健)第401-287 令和1年10月7日 令和7年11月30日 平成25年9月12日
000028 3000141935 Ｇｉｎａ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６４－５ＩＫＫＯＵ ＢＬＤ　２－Ｂ 794200606 飲食店営業(4)その他 一般 大西 徹 東播(加健)第401-400 令和1年11月19日 令和7年11月30日 平成25年9月17日
000028 3000141957 ヴァニーリア 675-0121 加古川市別府町新野辺北町２丁目１９１－１１ 794403165 菓子製造業 一般 前川 俊 東播(加健)第403-43 令和1年10月28日 令和7年11月30日 平成25年9月19日
000028 3000141981 カラオケ喫茶　貴友人 675-0045 加古川市西神吉町岸１５３－１　明輝ビル１Ｆ 794330062 飲食店営業(4)その他 一般 山下 正美 東播(加健)第401-323 令和1年10月24日 令和7年11月30日 平成25年9月20日
000028 3000142004 株式会社マルシンフーズ　兵庫工場 675-0103 加古川市平岡町高畑５２０－２６ 794234147 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社マルシンフーズ 代表取締役社長 吹上 渡 321-4508 栃木県真岡市大和田１番地２０ 285813301 東播(加健)第419-6 令和2年11月13日 令和9年11月30日 平成25年9月24日
000028 3000142007 焼肉　ＢＡＮＧ 676-0016 高砂市荒井町扇町１４－８ 794422980 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社おおやま 代表取締役 大山 嘉彦 676-0007 兵庫県高砂市荒井町中町４番２７号 794403204 東播(加健)第401-295 令和1年10月17日 令和7年11月30日 平成25年9月24日
000028 3000142009 ローソン加古川町木村店 675-0038 加古川市加古川町木村４９７番２ 794271085 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ことぶき 代表取締役 藤原 壽人 676-0825 兵庫県高砂市阿弥陀町北池２９４番地 794406042 東播(加健)第401-428 令和2年11月6日 令和9年11月30日 平成25年9月24日
000028 3000142066 株式会社日本物産 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社日本物産 代表取締役 三島 由貴 503-0608 岐阜県海津市海津町鹿野１１３９番地 584533234 東播(加健)第401-480 平成30年11月1日 令和5年11月30日 平成25年9月26日
000028 3000142067 株式会社日本物産 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 株式会社日本物産 代表取締役 三島 由貴 503-0608 岐阜県海津市海津町鹿野１１３９番地 584533234 東播(加健)第403-61 平成30年11月1日 令和5年11月30日 平成25年9月26日
000028 3000142123 炭火焼鳥　うっとり家 676-0805 高砂市米田町米田９３３－３３ 794331022 飲食店営業(4)その他 一般 落合 真吾 東播(加健)第401-338 令和1年10月28日 令和7年11月30日 平成25年10月1日
000028 3000142242 おさかなとごはん　福 675-1201 加古川市八幡町宗佐１０１７－２ 794387530 飲食店営業(4)その他 一般 林 啓子 東播(加健)第401-353 令和1年11月7日 令和7年11月30日 平成25年10月10日
000028 3000142380 くつろぎダイニング　まろや 675-0156 加古郡播磨町東本荘１丁目２－３福田ビル１０１ 794375092 飲食店営業(4)その他 一般 安居 昇一 東播(加健)第401-305 令和1年10月17日 令和7年11月30日 平成25年10月22日
000028 3000142423 順心リハビリテーション病院 675-0005 加古川市神野町石守１６３２ 794386553 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小野マルタマフーズ株式会社 代表取締役 畑 昭身 675-1367 兵庫県小野市敷地町１４１２－１ 794631110 東播(加健)第401-398 令和2年10月29日 令和9年11月30日 平成25年10月24日
000028 3000142424 もつ鍋ダイニング　北斗 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６４－２６ 794229010 飲食店営業(4)その他 一般 山下 征紀 東播(加健)第401-331 令和1年10月30日 令和7年11月30日 平成25年10月24日
000028 3000142524 三河屋 675-0065 加古川市加古川町篠原町６９－２ 794227131 菓子製造業 一般 大川 弘純 東播(加健)第403-54 令和1年11月11日 令和7年11月30日 平成25年10月31日
000028 3000142528 ＣＡＦＥあるばとろす 675-0041 加古川市西神吉町宮前７１８－３ 飲食店営業(4)その他 一般 春名 純 東播(加健)第401-334 令和1年10月28日 令和7年11月30日 平成25年10月31日
000028 3000142553 さくらいストアー 676-0074 高砂市梅井４丁目９－１８ 794470007 魚介類販売業 一般 桜井 時子 東播(加健)第429-24 令和1年11月5日 令和7年11月30日 平成25年11月1日
000028 3000142554 さくらいストアー 676-0074 高砂市梅井４丁目９－１８ 794470007 食肉販売業 一般 桜井 時子 東播(加健)第427-34 令和1年11月5日 令和7年11月30日 平成25年11月1日
000028 3000142555 さくらいストアー 676-0074 高砂市梅井４丁目９－１８ 794470007 飲食店営業(4)その他 一般 桜井 時子 東播(加健)第401-358 令和1年11月5日 令和7年11月30日 平成25年11月1日
000028 3000142597 蘭 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２８０－４幸平ビル２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 戸川 敬子 東播(加健)第401-328 令和1年10月28日 令和7年11月30日 平成25年11月7日
000028 3000142686 Ｃａｆｅ＆Ｄｉｎｉｎｇ　くさべ 675-0154 加古郡播磨町本荘１丁目５－２８ 794353076 飲食店営業(4)その他 一般 草部 公利 東播(加健)第401-366 令和1年11月1日 令和7年11月30日 平成25年11月13日
000028 3000142702 お肉とお惣菜と炭火焼肉店　だるま 675-0062 加古川市加古川町美乃利４１３－５ 794259112 飲食店営業(4)その他 一般 寺坂 佳純 東播(加健)第401-396 令和1年11月22日 令和7年11月30日 平成25年11月14日
000028 3000142736 にんにくや 675-0064 加古川市加古川町溝之口５０７サンライズ加古川Ｂ１ 794220039 飲食店営業(4)その他 一般 下川 俊英 東播(加健)第401-298 令和1年10月16日 令和7年11月30日 平成25年11月15日
000028 3000142737 マルアイ播磨店 675-0160 加古郡播磨町西野添２丁目３－２１ 789445760 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第401-465 令和2年11月12日 令和9年11月30日 平成25年11月15日
000028 3000142738 マルアイ播磨店 675-0160 加古郡播磨町西野添２丁目３－２１ 789445760 魚介類販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第429-31 令和2年11月12日 令和9年11月30日 平成25年11月15日
000028 3000142739 マルアイ播磨店 675-0160 加古郡播磨町西野添２丁目３－２１ 789445760 食肉販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第427-59 令和2年11月12日 令和9年11月30日 平成25年11月15日
000028 3000142769 小麦の森　播磨店 675-0151 加古郡播磨町野添字丹波墓２６７－１ 789447414 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社コープベーカリー 代表取締役 緑 淳史 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西２－１ 788573904 東播(加健)第401-470 令和2年11月16日 令和8年11月30日 平成25年11月19日
000028 3000142866 スターバックスコーヒー加古川別府店 675-0123 加古川市別府町朝日町１１番１号 794410020 飲食店営業(4)その他 一般 スターバックスコーヒージャパン株式会社 代表取締役 水口 貴文 141-0021 東京都品川区上大崎二丁目２５番２号 357455510 東播(加健)第401-384 令和1年11月13日 令和7年11月30日 平成25年11月22日
000028 3000142898 ｓｅｖｅｎ'ｓ　ｃａｆｅ 676-0018 高砂市荒井町若宮町１２－２２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 坂本 美香 東播(加健)第401-360 令和1年11月5日 令和7年11月30日 平成25年11月25日
000028 3000142900 焼肉ダイニング　良 675-1115 加古郡稲美町国岡１丁目１０６ 794922915 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ＡＵＴＯリライアンス 代表取締役 岡本 良太郎 675-1115 兵庫県加古郡稲美町国岡８８１番地 794965656 東播(加健)第401-443 令和1年11月28日 令和7年11月30日 平成25年11月25日
000028 3000142908 Ｂｒａｉｎｓ　ｏｆ　Ｖｉｃｔｏｒｙ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７０－８ノムラビル２Ｆ 794237817 飲食店営業(4)その他 一般 東泉 誠 東播(加健)第401-361 令和1年11月11日 令和7年11月30日 平成25年11月26日
000028 3000142921 栁田　孝司 675-0321 加古川市志方町志方町１３２２－２ 794520475 食肉処理業 一般 栁田 孝司 東播(加健)第426-8 令和1年11月25日 令和7年11月30日 平成25年11月26日
000028 3000142952 松屋　Ｒ加古川野口町店 675-0018 加古川市野口町坂元４５－１ 794534535 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社松屋フーズ 代表取締役 瓦葺 一利 180-0006 東京都武蔵野市中町一丁目１４番５号 422381139 東播(加健)第401-492 令和2年11月24日 令和8年11月30日 平成25年11月26日
000028 3000142969 ファミリーマート東神吉町店 675-0057 加古川市東神吉町神吉１０２４－１ 794339922 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　よし田 代表取締役 吉田 博之 675-2102 兵庫県加西市中野町５７ 790490321 東播(加健)第401-411 令和1年11月22日 令和7年11月30日 平成25年11月27日
000028 3000143058 やさしい男の料理　ひなた 675-0061 加古川市加古川町大野１８５－７ 794557236 飲食店営業(4)その他 一般 日向 高一 東播(加健)第401-482 令和2年1月20日 令和8年2月28日 平成25年12月3日
000028 3000143094 こっころ 675-0126 加古川市別府町本町１丁目６８ 120556158 飲食店営業(4)その他 一般 特定非営利活動法人加古川マインド 理事 吉田 惠子 675-0126 兵庫県加古川市別府町本町一丁目６８ 794367751 東播(加健)第401-492 令和2年1月27日 令和8年2月28日 平成25年12月5日
000028 3000143119 菊川グループ株式会社 675-0057 加古川市東神吉町神吉８８１－１ 794320837 飲食店営業(4)その他 一般 菊川グループ株式会社 代表取締役 菊川 茂 676-0822 兵庫県高砂市阿弥陀町魚橋１２４６番地１ 794482330 東播(加健)第401-522 令和2年2月6日 令和8年2月28日 平成25年12月6日
000028 3000143127 かふぇ・ど・結 675-1222 加古川市平荘町神木２６７ 794283637 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤本 薫 東播(加健)第401-545 令和2年2月19日 令和8年2月28日 平成25年12月9日
000028 3000143143 ＬＩＢＲＥ 675-0005 加古川市神野町石守１丁目３８ 794417812 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 寺北 隼人 東播(加健)第401-533 令和2年2月14日 令和8年2月28日 平成25年12月10日
000028 3000143180 ｆａｍｉｌｙ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７０－１４サミットシティビルⅡ　１Ｆ 794273700 飲食店営業(4)その他 一般 千石 弦一 東播(加健)第401-488 令和2年1月27日 令和8年2月28日 平成25年12月12日
000028 3000143217 たんぽぽ 675-1111 加古郡稲美町印南２０６５－２ 794950625 みそ製造業 一般 藤原 ひろ子 東播(加健)第411-3 令和2年2月5日 令和8年2月28日 平成25年12月13日
000028 3000143245 喫茶　ホコの森 676-0077 高砂市松陽１丁目５－２０ノノムラビル１Ｆ　１０３ 794461314 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森本 保子 東播(加健)第401-475 令和2年1月14日 令和8年2月28日 平成25年12月17日
000028 3000143260 平井商店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 平井 邦明 東播(加健)第401-620 平成31年2月8日 令和6年2月29日 平成25年12月18日
000028 3000143280 やきとり鳥縁 676-0078 高砂市伊保１丁目１６３８－４ 794977787 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社エントワールド 代表取締役 有田 通久 670-0851 兵庫県姫路市京口町４８ 792822301 東播(加健)第401-518 令和2年2月4日 令和8年2月28日 平成25年12月19日
000028 3000143367 鳥勝商店 675-0025 加古川市尾上町養田２１３－１ 794242433 食肉販売業 一般 竹中 広 東播(加健)第427-47 令和2年1月21日 令和8年2月28日 平成25年12月25日
000028 3000143368 鳥勝商店 675-0025 加古川市尾上町養田２１３－１ 794242433 そうざい製造業 一般 竹中 広 東播(加健)第409-9 令和2年1月21日 令和8年2月28日 平成25年12月25日
000028 3000143369 鳥勝商店 675-0025 加古川市尾上町養田２１３－１ 794242433 食肉処理業 一般 竹中 広 東播(加健)第426-9 令和2年1月21日 令和8年2月28日 平成25年12月25日
000028 3000143436 日だまり 676-0018 高砂市荒井町若宮町１３－１３ 飲食店営業(4)その他 一般 石田 弘子 東播(加健)第401-585 令和2年2月26日 令和8年2月28日 平成26年1月8日
000028 3000143438 淡路屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 井上 均 東播(加健)第401-571 平成31年1月23日 令和6年2月29日 平成26年1月9日
000028 3000143458 地肴・地酒まえもん 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６７－１１シティライフ東加古川１０３ 794272951 飲食店営業(4)その他 一般 前田 悠二 東播(加健)第401-537 令和2年2月21日 令和8年2月28日 平成26年1月14日
000028 3000143509 播州志方屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 行武 清 東播(加健)第401-564 平成31年1月16日 令和6年2月29日 平成26年1月16日
000028 3000143516 コープフーズ　第２工場 675-1112 加古郡稲美町六分一１３６２－５ 794956001 そうざい製造業 一般 株式会社コープフーズ 代表取締役 友重 伸和 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１－３－１９ 794956001 東播(加健)第409-13 令和2年2月19日 令和8年2月28日 平成26年1月16日
000028 3000143530 ローソン加古川平岡町一色店 675-0115 加古川市平岡町一色３７２－１ 794369120 飲食店営業(4)その他 一般 佐藤 義明 東播(加健)第401-563 令和2年2月25日 令和9年2月28日 平成26年1月20日
000028 3000143545 味武主 675-0066 加古川市加古川町寺家町４３１－１ 794222969 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 (株)プントワークス 代表取締役 宮永 敏英 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町４３１－１ 794222969 東播(加健)第401-490 令和2年1月27日 令和8年2月28日 平成26年1月21日
000028 3000143630 Ｓ＆Ｎ 675-0039 加古川市加古川町粟津３８４－１ 菓子製造業 一般 藤井 志織 東播(加健)第403-74 令和2年2月28日 令和8年2月28日 平成26年1月27日
000028 3000143682 料理家　迫田　東加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家３丁目２８１－３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 迫田 美樹男 東播(加健)第401-584 令和2年2月25日 令和8年2月28日 平成26年1月30日
000028 3000143714 ほっともっと　加古川尾上店 675-0025 加古川市尾上町養田５０５－１ 794561655 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 雁谷 浩利 東播(加健)第401-527 令和2年2月12日 令和8年2月28日 平成26年2月3日



000028 3000143721 居酒屋　坊主 676-0001 高砂市中島２丁目３－１４第３みふくビル１Ｆ 794429156 飲食店営業(4)その他 一般 中村 守彦 東播(加健)第401-495 令和2年1月24日 令和8年2月28日 平成26年2月3日
000028 3000143770 フードコア　サピー 675-0144 加古郡播磨町北本荘１－１３－３０ 794376551 魚介類販売業 一般 梅谷 佳邦 東播(加健)第429-33 令和2年1月28日 令和8年2月28日 平成26年2月6日
000028 3000143796 ファミリーマート加古川東ランプ店 675-0101 加古川市平岡町新在家９２９－２ 794535717 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社よし田 代表取締役 吉田 博之 675-2102 兵庫県加西市中野町５７番地 790499151 東播(加健)第401-534 令和2年2月14日 令和8年2月28日 平成26年2月7日
000028 3000143868 フォンタナベルデ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７２－７中田ビル１Ｆ 794261599 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤沢 大祐 東播(加健)第401-509 令和2年2月3日 令和8年2月28日 平成26年2月12日
000028 3000143927 Ｌｕａｎａ 6750150 加古郡播磨町南野添３丁目８－１２ 794367160 飲食店営業(4)その他 一般 梅谷 由美子 東播(加健)第401-529 令和2年2月12日 令和8年2月28日 平成26年2月17日
000028 3000144062 星乃珈琲店　加古川店 675-0127 加古川市別府町石町１０番 794902581 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日本レストランシステム株式会社 代表取締役 大林 豁史 150-0033 東京都渋谷区猿楽町１０番１１号 354560123 東播(加健)第401-567 令和2年2月26日 令和8年2月28日 平成26年2月21日
000028 3000144063 星乃珈琲店　加古川店 675-0127 加古川市別府町石町１０番 794902581 菓子製造業 一般 日本レストランシステム株式会社 代表取締役 大林 豁史 150-0033 東京都渋谷区猿楽町１０番１１号 354560123 東播(加健)第403-69 令和2年2月26日 令和8年2月28日 平成26年2月21日
000028 3000144082 アジアンダイニング　アガン　野口店 675-0015 加古川市野口町坂井８２－１ 794582637 飲食店営業(4)その他 一般 西村 雅美 東播(加健)第401-521 令和2年2月7日 令和8年2月28日 平成26年2月24日
000028 3000144110 スナック　ゆう 675-0026 加古川市尾上町旭２丁目６６－２ヴィーナスプラザ１Ｆ１０１ 794274192 飲食店営業(4)その他 一般 重成 千賀子 東播(加健)第401-528 令和2年2月12日 令和8年2月28日 平成26年2月25日
000028 3000144181 スナック　ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ 676-0804 高砂市美保里２５－２０サンシャイン’９１　２０４号 794427222 飲食店営業(4)その他 一般 畔倉 紀子 東播(加健)第401-587 令和2年2月27日 令和8年2月28日 平成26年2月26日
000028 3000144253 三ツ輪屋　精肉店 676-0082 高砂市曽根町８１２－２ 794481615 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社三ツ輪屋 代表取締役 北井 栄一郎 676-0082 兵庫県高砂市曽根町８１２番地の２ 794481615 東播(加健)第401-526 令和2年2月6日 令和8年2月28日 平成26年2月28日
000028 3000144254 三ツ輪屋　精肉店 676-0082 高砂市曽根町８１２－２ 794481615 食肉販売業 一般 有限会社三ツ輪屋 代表取締役 北井 栄一郎 676-0082 兵庫県高砂市曽根町８１２番地の２ 794481615 東播(加健)第427-55 令和2年2月6日 令和8年2月28日 平成26年2月28日
000028 3000144353 大正株式会社加古川営業所 675-0301 加古川市志方町大澤字サブケ谷１３２９－４６兵庫県総合食肉流通センター内 794526118 食肉販売業 一般 大正株式会社 代表取締役 濱門 美喜男 546-0022 大阪府大阪市東住吉区住道矢田八丁目１８番８号 647003569 東播(加健)第427-13 令和2年5月13日 令和8年5月31日 平成26年3月7日
000028 3000144378 魚瀧 676-0072 高砂市伊保港町１丁目９－１６ 794485756 そうざい製造業 一般 瀧 美智代 東播(加健)第409-5 令和2年5月14日 令和8年5月31日 平成26年3月10日
000028 3000144393 ステフォレ 675-0031 加古川市加古川町北在家７９３－１ 794511155 菓子製造業 一般 株式会社フジヤ號 代表取締役 山本 亜也夫 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２０５５番地 794242485 東播(加健)第403-18 令和3年5月12日 令和9年5月31日 平成26年3月11日
000028 3000144435 杉本美智代商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 西畑 琴美 東播(加健)第401-32 平成31年4月24日 令和6年5月31日 平成26年3月13日
000028 3000144451 株式会社マルシンフーズ　兵庫工場 675-0103 加古川市平岡町高畑５２０－２６ 794234147 食肉製品製造業 一般 株式会社マルシンフーズ 代表取締役社長 吹上 渡 321-4508 栃木県真岡市大和田１番地２０ 285813301 東播(加健)第428-1 令和3年5月14日 令和10年5月31日 平成26年3月14日
000028 3000144474 草の芽 676-0001 高砂市中島３丁目６－５６－２パニエドフルール１０２号室 菓子製造業 一般 藤原 史枝 東播(加健)第403-14 令和2年5月12日 令和8年5月31日 平成26年3月17日
000028 3000144476 株式会社エーコープ近畿フーディーズいなみ 675-1115 加古郡稲美町国岡３丁目２４番５ 794928121 菓子製造業 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目５１番１号 726763300 東播(加健)第403-16 令和2年5月21日 令和8年5月31日 平成26年3月17日
000028 3000144529 大前食品 675-0321 加古川市志方町志方町１４０２－１ 794523057 食肉販売業 一般 大前 義信 東播(加健)第427-21 令和2年5月25日 令和8年5月31日 平成26年3月18日
000028 3000144540 あかとんぼ 676-0824 高砂市阿弥陀町南池１０１－１ 794487755 喫茶店営業 一般 原 晴光 東播(加健)第402-3 令和2年4月22日 令和8年5月31日 平成26年3月20日
000028 3000144694 ニューヤマザキデイリーストア  カネカストア店 676-0026 高砂市高砂町沖浜町８３３－１０ 794432300 飲食店営業(4)その他 一般 ㈱カネカ高砂サービスセンター 代表取締役 坂東 敏男 676-0026 兵庫県高砂市高砂町沖浜町１番７３号 794452471 東播(加健)第401-70 令和3年4月28日 令和10年5月31日 平成26年3月26日
000028 3000144697 ニューヤマザキデイリーストア  カネカストア店 676-0026 高砂市高砂町沖浜町８３３－１０ 794432300 菓子製造業 一般 ㈱カネカ高砂サービスセンター 代表取締役 坂東 敏男 676-0026 兵庫県高砂市高砂町沖浜町１番７３号 794452471 東播(加健)第403-16 令和3年4月28日 令和10年5月31日 平成26年3月26日
000028 3000144720 東高砂胃腸外科 676-0802 高砂市米田町古新３０５－１ 794321119 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ウオクニ株式会社 代表取締役 野々村 充教 657-0842 兵庫県神戸市灘区船寺通４丁目５番１６号 788019531 東播(加健)第401-96 令和2年5月15日 令和8年5月31日 平成26年3月27日
000028 3000144785 北浜小学校 671-0122 高砂市北浜町北脇３４－５ 792540139 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番２０号 664588801 東播(加健)第401-94 令和2年5月15日 令和8年5月31日 平成26年3月28日
000028 3000144786 伊保小学校 676-0071 高砂市伊保東１丁目１８－１ 794474341 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番２０号 664588801 東播(加健)第401-18 令和3年4月21日 令和10年5月31日 平成26年3月28日
000028 3000144836 (有)天平フーズ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 有限会社天平フーズ 代表取締役 池田 均 520-1512 滋賀県高島市新旭町太田７７５番地 740255225 東播(加健)第401-86 令和1年5月23日 令和6年5月31日 平成26年4月1日
000028 3000144837 (有)天平フーズ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 有限会社天平フーズ 代表取締役 池田 均 520-1512 滋賀県高島市新旭町太田７７５番地 740255225 東播(加健)第403-14 令和1年5月23日 令和6年5月31日 平成26年4月1日
000028 3000145012 ＢＩＳＴＰＩＡ 675-0066 加古川市加古川町寺家町３３７－１ 794402170 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福井 孝佳 東播(加健)第401-59 令和2年5月12日 令和8年5月31日 平成26年4月10日
000028 3000145013 Ｂｉｓｔｒｏ　ｅｐｉ 675-0019 加古川市野口町水足１８７－１ 794235052 菓子製造業 一般 宮﨑 繁樹 東播(加健)第403-4 令和2年4月20日 令和8年5月31日 平成26年4月10日
000028 3000145025 一休 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 藤田 道昭 東播(加健)第403-16 令和1年5月30日 令和6年5月31日 平成26年4月10日
000028 3000145048 味都 675-0066 加古川市加古川町寺家町３４２－４ 794223291 飲食店営業(4)その他 一般 鴨 貴子 東播(加健)第401-36 令和2年4月22日 令和8年5月31日 平成26年4月11日
000028 3000145050 季節料理　和おん 675-0156 加古郡播磨町東本荘１丁目５－２１クリエートビル１階 794377668 飲食店営業(4)その他 一般 鳥本 勝己 東播(加健)第401-67 令和2年5月12日 令和8年5月31日 平成26年4月11日
000028 3000145071 真留寿美 675-0111 加古川市平岡町二俣３５９－１ 飲食店営業(4)その他 一般 小泉 理賀 東播(加健)第401-79 令和2年5月14日 令和8年5月31日 平成26年4月14日
000028 3000145141 (株)神戸製鋼所  加古川製鉄所　冷延調室 675-0137 加古川市金沢町１ 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第402-23 令和1年5月27日 令和6年5月31日 平成26年4月17日
000028 3000145151 チェゴ 676-0804 高砂市美保里２５－２７ 794404432 飲食店営業(4)その他 一般 三谷 喜子 東播(加健)第401-33 令和2年4月22日 令和8年5月31日 平成26年4月17日
000028 3000145152 カフェごはん　のーちゃん 676-0021 高砂市高砂町朝日町１丁目２－１ 794425553 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中尾 信江 東播(加健)第401-119 令和2年5月21日 令和8年5月31日 平成26年4月17日
000028 3000145212 大姫興業 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 萬谷 道雄 東播(加健)第401-39 令和1年5月7日 令和6年5月31日 平成26年4月22日
000028 3000145236 喜楽 675-0051 加古川市東神吉町升田１２２０ 794312474 菓子製造業 一般 藤本 富子 東播(加健)第403-6 令和2年4月27日 令和8年5月31日 平成26年4月23日
000028 3000145237 喜楽 675-0051 加古川市東神吉町升田１２２０ 794312474 飲食店営業(4)その他 一般 藤本 富子 東播(加健)第401-44 令和2年4月27日 令和8年5月31日 平成26年4月23日
000028 3000145332 県立高砂高校食堂 676-0021 高砂市高砂町朝日町２丁目５－１ 794433377 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 アールシー食品株式会社 代表取締役 南 裕文 671-2221 兵庫県姫路市青山北二丁目１４－２２ 792668522 東播(加健)第401-95 令和2年5月15日 令和8年5月31日 平成26年4月25日
000028 3000145376 カラオケ喫茶　やよい 675-0146 加古郡播磨町古田１丁目１１－１９　１階 飲食店営業(4)その他 一般 白瀧 彌生 東播(加健)第401-16 令和2年4月22日 令和8年5月31日 平成26年4月28日
000028 3000145426 居酒屋なすび 675-0025 加古川市尾上町養田１８０－１４ 794243412 飲食店営業(4)その他 一般 西村 五十鈴 東播(加健)第401-90 令和2年5月14日 令和8年5月31日 平成26年5月2日
000028 3000145427 ローズマリー 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５７－６ 794214884 飲食店営業(4)その他 一般 森本 千世美 東播(加健)第401-103 令和2年5月21日 令和8年5月31日 平成26年5月2日
000028 3000145449 Ｂｏｃｃｉｎｏ 675-0111 加古川市平岡町二俣６４２－１昭和ハイム南芳１Ｆ１０８ 794414141 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 柏 洋志 東播(加健)第401-136 令和2年5月28日 令和8年5月31日 平成26年5月7日
000028 3000145501 Ｄｉｎｎｉｎｇ　Ｈｕｎｇｒｙ 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２６０－４フローラルハウス１階東 794575252 飲食店営業(4)その他 一般 松田 浩司 東播(加健)第401-89 令和2年5月21日 令和8年5月31日 平成26年5月9日
000028 3000145530 ＡＮＴＯＮＩＯ！ 675-0031 加古川市加古川町北在家２６８４ 794265401 飲食店営業(4)その他 一般 伊奈 利彦 東播(加健)第401-129 令和2年5月22日 令和8年5月31日 平成26年5月9日
000028 3000145555 株式会社カネカ　高砂工業所　イースト課 676-0027 高砂市高砂町宮前町１－８ 794452500 乳製品製造業 一般 株式会社カネカ 代表取締役社長 田中 稔 530-0005 大阪府大阪市北区中之島２丁目３－１８ 662265050 東播(加健)第423-1 令和2年5月26日 令和8年5月31日 平成26年5月14日
000028 3000145636 本家かまどや　明幹今福店 675-0027 加古川市尾上町今福５０１－２ 794278858 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 黒田 正明 東播(加健)第401-61 令和2年5月8日 令和8年5月31日 平成26年5月20日
000028 3000145687 三菱重工業（株）高砂製作所  高研本館入口（ＣＣＷ受託） 676-0008 高砂市荒井町新浜２－１－１ 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第402-25 令和1年5月27日 令和6年5月31日 平成26年5月22日
000028 3000145723 セブン－イレブン加古川本町店 675-0037 加古川市加古川町本町１７２－１ 794228805 飲食店営業(4)その他 一般 前川 秀樹 東播(加健)第401-46 令和2年4月30日 令和8年5月31日 平成26年5月26日
000028 3000145724 セブン－イレブン加古川本町店 675-0037 加古川市加古川町本町１７２－１ 794228805 菓子製造業 一般 前川 秀樹 東播(加健)第403-7 令和2年4月30日 令和8年5月31日 平成26年5月26日
000028 3000145786 炭火串焼　駿 675-0039 加古川市加古川町粟津４４４－５ 794277707 飲食店営業(4)その他 一般 西谷 健吾 東播(加健)第401-108 令和2年5月19日 令和8年5月31日 平成26年5月28日
000028 3000145795 宝橘　東加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家字蛭池９３－１ 794213774 菓子製造業 一般 株式会社宝橘 代表取締役 亀田 寛明 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲７９２番地 792460577 東播(加健)第403-15 令和2年5月14日 令和8年5月31日 平成26年5月28日
000028 3000145802 シスメックス株式会社アイスクエア 675-0019 加古川市野口町水足２６２－１１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番２０号 664588801 東播(加健)第401-72 令和3年4月28日 令和10年5月31日 平成26年5月28日
000028 3000145803 一二三 675-0158 加古郡播磨町北野添２丁目２２－８３ 785858762 飲食店営業(4)その他 一般 濱田 礼子 東播(加健)第401-29 令和2年4月22日 令和8年5月31日 平成26年5月28日
000028 3000145816 ＳＥＣＲＥＴ　Ａ　ＢＡＳＥ 675-0038 加古川市加古川町木村６５－５館ビル２－Ｃ 飲食店営業(4)その他 一般 森下 公香 東播(加健)第401-63 令和2年5月12日 令和8年5月31日 平成26年5月29日
000028 3000145906 ピース 675-0156 加古郡播磨町東本荘２－７－１２ 794373308 飲食店営業(4)その他 一般 佐藤 隆一 東播(加健)第401-251 令和2年8月7日 令和8年8月31日 平成26年6月3日
000028 3000145907 スナック　バッカス 675-0023 加古川市尾上町池田７３９－２　２Ｆ南 794214415 飲食店営業(4)その他 一般 岩本 邦子 東播(加健)第401-247 令和2年8月7日 令和8年8月31日 平成26年6月3日
000028 3000145947 きりん 675-0143 加古郡播磨町宮北３丁目４４７－２ 飲食店営業(4)その他 一般 国崎 里奈 東播(加健)第401-252 令和2年8月7日 令和8年8月31日 平成26年6月5日
000028 3000145949 Girl'sダイニング 憩 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７６－１１美幸ビル２Ｆ 794209416 飲食店営業(4)その他 一般 野城 昭二 東播(加健)第401-263 令和2年8月13日 令和8年8月31日 平成26年6月9日
000028 3000146074 ｇｒａｃｅ 675-0017 加古川市野口町良野３６５－１６ 794540578 飲食店営業(4)その他 一般 小田 香代子 東播(加健)第401-262 令和2年8月12日 令和8年8月31日 平成26年6月17日
000028 3000146092 関西パック(株)　関西工場　食堂前 675-1127 加古郡稲美町中一色８００ 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第402-44 令和1年8月29日 令和6年8月31日 平成26年6月18日
000028 3000146212 ＢＩＳＴＲＯ　ＬＯＮＧＢＥＡＣＨ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７４－１さつきビル１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 長濵 庸介 東播(加健)第401-186 令和2年7月20日 令和8年8月31日 平成26年6月25日
000028 3000146213 たびたび 675-1127 加古郡稲美町中一色４７８－５ 794407050 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 塚野 謙一 東播(加健)第401-214 令和2年7月30日 令和8年8月31日 平成26年6月25日
000028 3000146221 ローソン加古川野口町北野店 675-0011 加古川市野口町北野４７７－１ 794535514 飲食店営業(4)その他 一般 釆野 小百合 東播(加健)第401-314 令和3年8月17日 令和10年8月31日 令和3年8月17日
000028 3000146315 やきとり大吉　高砂北本町店 676-0064 高砂市高砂町北本町１１３０－３ 794404505 飲食店営業(4)その他 一般 髙田 寿 東播(加健)第401-255 令和2年8月7日 令和8年8月31日 平成26年6月30日
000028 3000146372 村上商店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 村上 典夫 東播(加健)第401-188 令和1年7月25日 令和6年8月31日 平成26年7月2日
000028 3000146373 末吉 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 日之内 ゆかり 東播(加健)第401-187 令和1年7月25日 令和6年8月31日 平成26年7月2日
000028 3000146390 ローソン加古川町河原店 675-0067 加古川市加古川町河原字長尾３５７－３ 794258411 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社アールエムユー 取締役 山田 勇 679-0212 兵庫県加東市下滝野５７０ 795484170 東播(加健)第401-282 令和3年8月10日 令和10年8月31日 令和3年8月10日
000028 3000146422 コリアンダイニング　聖 675-0023 加古川市尾上町池田７３９－２ 794905450 飲食店営業(4)その他 一般 尹 錫虎 東播(加健)第401-249 令和2年8月7日 令和8年8月31日 平成26年7月3日
000028 3000146440 ラウンドワン加古川店２Ｆ 675-0021 加古川市尾上町安田３２５－６ 794292513 喫茶店営業 一般 株式会社ラウンドワン 代表取締役 杉野 公彦 542-0076 大阪府大阪市中央区難波五丁目１番６０号 666476600 東播(加健)第402-34 令和2年8月4日 令和8年8月31日 平成26年7月4日
000028 3000146443 ラウンドワン加古川店４Ｆ 675-0021 加古川市尾上町安田３２５－６ 794292513 喫茶店営業 一般 株式会社ラウンドワン 代表取締役 杉野 公彦 542-0076 大阪府大阪市中央区難波五丁目１番６０号 666476600 東播(加健)第402-36 令和2年8月4日 令和8年8月31日 平成26年7月4日
000028 3000146560 ポンパドール 675-0065 加古川市加古川町篠原町３－７シャトレドゥオール４階Ａ 794205568 飲食店営業(4)その他 一般 千葉 祐子 東播(加健)第401-276 令和2年8月17日 令和8年8月31日 平成26年7月10日
000028 3000146647 Ｍ＆Ｍ（鉄板工房　マルマサ） 000-0000 県下一円（但し、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 松村 真由美 東播(加健)第401-252 令和1年8月28日 令和6年8月31日 平成26年7月14日
000028 3000146664 炭火焼肉ごえ門　加古川店 675-0063 加古川市加古川町平野３１３－１ 794417476 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ごえ門 代表取締役 清水 万紀久 675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂１２８４－１６ 794272709 東播(加健)第401-179 令和2年7月21日 令和8年8月31日 平成26年7月15日
000028 3000146714 和　ダイニング　ｍｏｓｈ 675-0039 加古川市加古川町粟津４３９－７ 794562224 飲食店営業(4)その他 一般 森田 和彦 東播(加健)第401-254 令和2年8月7日 令和8年8月31日 平成26年7月17日
000028 3000146716 純 675-1204 加古川市八幡町上西条１１４９ 794386260 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 祐紀 東播(加健)第401-300 令和2年8月27日 令和8年8月31日 平成26年7月17日
000028 3000146717 おばんざい良平家 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６４－４メゾン東加古川１０３ 794216333 飲食店営業(4)その他 一般 稲垣 良平 東播(加健)第401-281 令和2年8月18日 令和8年8月31日 平成26年7月17日
000028 3000146761 旬彩ダイニングあし跡 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７４－４サンロードビル１Ｆ 794258208 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　ＡＭＯグループ 代表取締役 松本 桂一 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２４４４大日加古川ビル１Ｆ 794221119 東播(加健)第401-237 令和2年8月5日 令和8年8月31日 平成26年7月18日
000028 3000146825 カラオケ本舗まねきねこ加古川店 675-0021 加古川市尾上町安田３５１番１ 794516666 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社コシダカ 代表取締役 腰高 博 371-0847 群馬県前橋市大友町一丁目５番地１ 272803381 東播(加健)第401-277 令和2年8月17日 令和8年8月31日 平成26年7月22日
000028 3000146826 韓国ダイニング　チョアチョア 675-0031 加古川市加古川町北在家２３６５－２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 山本 珠美 東播(加健)第401-260 令和2年8月12日 令和8年8月31日 平成26年7月22日
000028 3000146837 じゃんぼ焼鳥　鳥貴族　土山駅前店 675-0151 加古郡播磨町野添１６７２－３ミクニビル２階 789446828 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＳＥＮＳＡＣＩＯＮ 代表取締役 藤井 隆史 543-0052 大阪府大阪市天王寺区大道２－６－１６ 667110128 東播(加健)第401-273 令和2年8月14日 令和8年8月31日 平成26年7月23日
000028 3000146850 ハッピー弁当 675-0045 加古川市西神吉町岸１４２－５ 794322077 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社進興技研 代表取締役 木田 弓子 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家２丁目２７０－２ＥＫビル４Ｆ 794322077 東播(加健)第401-204 令和2年7月29日 令和8年8月31日 平成26年7月23日
000028 3000146873 ファミリーマート稲美蛸草店 675-1116 加古郡稲美町蛸草７７５－１ 794960650 飲食店営業(4)その他 一般 合資会社ケセラ 代表社員 村田 俊二 675-1105 兵庫県加古郡稲美町加古４５ 794966711 東播(加健)第401-253 令和2年8月7日 令和8年8月31日 平成26年7月24日
000028 3000146899 加古川職業能力開発促進センター  ポリテクセンター加古川　食堂軒下 675-0051 加古川市東神吉町升田１６８８ 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第402-39 令和1年8月29日 令和6年8月31日 平成26年7月24日
000028 3000146956 つつじの家　アワーズ加古川 675-0321 加古川市志方町志方町１９７０ 794523555 菓子製造業 一般 社会福祉法人 加古川つつじの家 福祉会 理事長 佐田 一夫 675-0068 兵庫県加古川市加古川町中津６９１－４ 794258625 東播(加健)第403-34 令和2年8月5日 令和8年8月31日 平成26年7月28日
000028 3000146971 日本マクドナルド株式会社  加古川東神吉店 675-0057 加古川市東神吉町神吉字下代１０２１－１ 794320755 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 160-0023 東京都新宿区西新宿６丁目５－１ 333446251 東播(加健)第401-287 令和3年8月13日 令和10年8月31日 令和3年8月13日
000028 3000146972 日本マクドナルド株式会社  加古川東神吉店 675-0057 加古川市東神吉町神吉字下代１０２１－１ 794320755 菓子製造業 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 160-0023 東京都新宿区西新宿６丁目５－１ 333446251 東播(加健)第403-36 令和3年8月13日 令和10年8月31日 令和3年8月13日
000028 3000146983 (株)魚喜　神野店 675-0008 加古川市新神野５丁目８－６フーディーズ神野内 794305701 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社魚喜 代表取締役 有吉 美和 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台二丁目１０番地５ 466459282 東播(加健)第401-257 令和3年7月28日 令和9年8月31日 令和3年7月28日
000028 3000146984 (株)魚喜　神野店 675-0008 加古川市新神野５丁目８－６フーディーズ神野内 794305701 魚介類販売業 一般 株式会社魚喜 代表取締役 有吉 美和 252-0804 神奈川県藤沢市湘南台二丁目１０番地５ 466459282 東播(加健)第429-18 令和3年7月28日 令和9年8月31日 令和3年7月28日
000028 3000147052 ナカシマ苑 671-0123 高砂市北浜町西浜１２０５－１９ 792542981 飲食店営業(4)その他 一般 坂根 綾子 東播(加健)第401-243 令和2年8月7日 令和8年8月31日 平成26年8月4日
000028 3000147272 Ｖｉｏｌａ　～ビオラ～ 675-0131 加古川市別府町新野辺北町７丁目６－２ 794417619 飲食店営業(4)その他 一般 三浦 一美 東播(加健)第401-216 令和2年7月31日 令和8年8月31日 平成26年8月19日
000028 3000147348 まどいせん 676-0053 高砂市高砂町魚町５４５ 飲食店営業(4)その他 一般 山本 陽子 東播(加健)第401-235 令和2年8月5日 令和8年8月31日 平成26年8月22日
000028 3000147349 加古川市民会館　Ｎ　ＣＡＦＥ 675-0031 加古川市加古川町北在家２０００番 794245381 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＤＦＳ 代表取締役 稲葉 秀男 104-0031 東京都中央区京橋二丁目５番７号 335663733 東播(加健)第401-324 令和3年8月17日 令和10年8月31日 令和3年8月17日
000028 3000147351 お好み焼　一文 675-0158 加古郡播磨町北野添３－１－５６ 782206265 飲食店営業(4)その他 一般 池澤 佳子 東播(加健)第401-259 令和2年8月12日 令和8年8月31日 平成26年8月22日
000028 3000147388 梨花 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７６－１１美幸ビル１ＦＢ 794226755 飲食店営業(4)その他 一般 松浪 孝代 東播(加健)第401-287 令和2年8月20日 令和8年8月31日 平成26年8月26日
000028 3000147440 肉旨しみきや菓茶みきや 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市および西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 春下 栄一 東播(加健)第401-182 令和1年7月22日 令和6年8月31日 平成26年8月26日
000028 3000147537 旬彩料理　綴り 676-0001 高砂市中島１丁目２－１１ 794430765 飲食店営業(4)その他 一般 中村 司 東播(加健)第401-440 令和2年11月9日 令和8年11月30日 平成26年9月1日
000028 3000147541 ＣＵＯＲＥ 675-0156 加古郡播磨町東本荘３丁目２－６ 飲食店営業(4)その他 一般 曽田 香織 東播(加健)第401-475 令和2年11月18日 令和8年11月30日 平成26年9月1日
000028 3000147590 ＳＡＮＭＡＲＩＮＯ 675-0066 加古川市加古川町寺家町３６２－１ビアンテじけまち２Ｆ－３－Ｂ 794394641 飲食店営業(4)その他 一般 平田 光希 東播(加健)第401-478 令和2年11月18日 令和8年11月30日 平成26年9月4日
000028 3000147608 弁当・惣菜の店　めぐ 675-0158 加古郡播磨町北野添２丁目２－１０ 789431102 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 迫水 京子 東播(加健)第401-457 令和2年11月12日 令和8年11月30日 平成26年9月5日
000028 3000147622 ＫＩＲＡＲＩ－ｈａｎａｒｅ－ 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５４－１２ 794516667 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ウィズグロー 代表取締役 根来 秀紀 675-0147 兵庫県加古郡播磨町南大中１丁目１０－３０ 794356200 東播(加健)第401-366 令和2年10月22日 令和8年11月30日 平成26年9月8日
000028 3000147656 ほっかほっか亭　土山駅前店 675-0151 加古郡播磨町上野添１丁目２－４サニーハウス土山 789435709 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 (株)テック 代表取締役 今西 龍介 669-2202 兵庫県丹波篠山市東吹３３０－３ 795590919 東播(加健)第401-456 令和2年11月12日 令和8年11月30日 平成26年9月11日
000028 3000147739 マルアイ八幡店 675-1204 加古川市八幡町上西条１０８９ 794388970 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第401-519 令和3年11月16日 令和10年11月30日 令和3年11月16日
000028 3000147741 マルアイ八幡店 675-1204 加古川市八幡町上西条１０８９ 794388970 食肉販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第427-28 令和3年11月16日 令和10年11月30日 令和3年11月16日
000028 3000147742 マルアイ八幡店 675-1204 加古川市八幡町上西条１０８９ 794388970 魚介類販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第429-32 令和3年11月16日 令和10年11月30日 令和3年11月16日
000028 3000147781 Ｓｋｙ 675-0121 加古川市別府町新野辺北町６丁目６６ 794373177 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社ＰＥＡＣＥ 代表取締役 赤木 健介 675-0121 兵庫県加古川市別府町新野辺北町６丁目６６ 794373177 東播(加健)第401-368 令和2年10月22日 令和8年11月30日 平成26年9月19日
000028 3000147794 牛匠　えん　はなれ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６５－７東あづみ荘１Ｆ 794981699 飲食店営業(4)その他 一般 住友 佐知子 東播(加健)第401-355 令和2年10月22日 令和8年11月30日 平成26年9月22日
000028 3000147799 （株）ニッケ機械製作所  加古川　工場前（ＣＣＷ受託） 675-0053 加古川市米田町船頭４４０ 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第402-65 令和1年11月25日 令和6年11月30日 平成26年9月19日
000028 3000147804 西日本旅客鉄道(株)  土山駅　上りホーム自販機コーナー 675-0151 加古郡播磨町野添１６１６－２ 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第402-66 令和1年11月25日 令和6年11月30日 平成26年9月19日
000028 3000147809 ことりカフェ 675-1113 加古郡稲美町岡８７３－１ 794920035 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社モリ 代表取締役 森 陽平 675-1113 兵庫県加古郡稲美町岡８７３－１ 794920035 東播(加健)第401-333 令和2年10月16日 令和8年11月30日 平成26年9月24日



000028 3000147813 酒Ｂａｒ　Ｒ 675-0156 加古郡播磨町東本荘１丁目１－１３ハリマビル２Ｆ 794418559 飲食店営業(4)その他 一般 中野 みどり 東播(加健)第401-458 令和2年11月12日 令和8年11月30日 平成26年9月24日
000028 3000147837 ふらふーぷ 676-0001 高砂市中島３丁目５９９－３ 794435850 飲食店営業(4)その他 一般 伊藤 淳子 東播(加健)第401-443 令和2年11月9日 令和8年11月30日 平成26年9月25日
000028 3000147838 ファミリーマート高砂米田店 676-0805 高砂市米田町米田９５０－１ 794310102 飲食店営業(4)その他 一般 蓮室 眞二 東播(加健)第401-419 令和2年11月2日 令和8年11月30日 平成26年9月24日
000028 3000147924 酒処　あや 675-0064 加古川市加古川町溝之口３１８－８ 794252136 飲食店営業(4)その他 一般 大村 綾子 東播(加健)第401-421 令和2年11月2日 令和8年11月30日 平成26年10月1日
000028 3000147931 しゃかりき 675-0122 加古川市別府町別府９１７－１ 794352113 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社プントワークス 代表取締役 宮永 敏英 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町４３１番地の１ 794222969 東播(加健)第401-455 令和2年11月12日 令和8年11月30日 平成26年10月2日
000028 3000147964 珈琲の店　慈雨 675-0054 加古川市米田町平津１９３ 794517945 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 池谷 崇 東播(加健)第401-418 令和2年11月2日 令和8年11月30日 平成26年10月3日
000028 3000147965 ブーケ 675-1122 加古郡稲美町中村６２２－１ 794927223 飲食店営業(4)その他 一般 田原 惠子 東播(加健)第401-395 令和2年11月2日 令和8年11月30日 平成26年10月2日
000028 3000147987 配食のふれ愛　加古川店 675-0031 加古川市加古川町北在家２２１４ 794560567 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社ｍｉｌｏｏｋ 代表取締役 竹中 基晴 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２２１４ 794560567 東播(加健)第401-402 令和2年10月29日 令和8年11月30日 平成26年10月7日
000028 3000148026 マルアイ南備後店 675-0033 加古川市加古川町南備後３５６番地１ 794274990 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第401-485 令和3年10月29日 令和10年11月30日 令和3年10月29日
000028 3000148028 マルアイ南備後店 675-0033 加古川市加古川町南備後３５６番地１ 794274990 食肉販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第427-25 令和3年10月29日 令和10年11月30日 令和3年10月29日
000028 3000148029 マルアイ南備後店 675-0033 加古川市加古川町南備後３５６番地１ 794274990 魚介類販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第429-28 令和3年10月29日 令和10年11月30日 令和3年10月29日
000028 3000148057 よってこ村喫茶 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 宮本 幸弘 東播(加健)第401-364 令和1年11月1日 令和6年11月30日 平成26年10月14日
000028 3000148082 Ｃａｐａｎｎａ　Ｃｏｆｆｅｅ　Ｂｕｓ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 中川 奈都美 東播(加健)第401-326 令和1年10月24日 令和6年11月30日 平成26年10月14日
000028 3000148083 Ｃａｐａｎｎａ　Ｃｏｆｆｅｅ　Ｂｕｓ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 中川 奈都美 東播(加健)第403-41 令和1年10月24日 令和6年11月30日 平成26年10月14日
000028 3000148158 阪神電線(株)　加古川事業部  食堂前（ＣＣＷ受託） 675-0011 加古川市野口町北野８２１－３ 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第402-68 令和1年11月25日 令和6年11月30日 平成26年10月20日
000028 3000148174 フェール　アン　カラン  （ｆａｉｒｅ　ｕｎ　ｃａｌｉｎ） 675-0054 加古川市米田町平津４０１－２ムサシノハイツ１０１ 794903837 菓子製造業 一般 市場 憲治 東播(加健)第403-64 令和2年11月9日 令和8年11月30日 平成26年10月21日
000028 3000148243 なんなんまちづくりの会　なんなん広場 675-1124 加古郡稲美町森安８１　天満南小学校内 794927690 喫茶店営業 一般 有馬 智栄子 東播(加健)第402-79 令和2年11月6日 令和8年11月30日 平成26年10月24日
000028 3000148247 キッコーマンフードテック株式会社　西日本工場 676-0008 高砂市荒井町新浜１丁目１－１ 794434377 みそ又はしょうゆ製造業 一般 キッコーマンフードテック株式会社 代表取締役 福島 弥一 278-0037 千葉県野田市野田１７８番地 471235399 東播(加健)第437-2 令和3年11月12日 令和10年11月30日 令和3年11月12日
000028 3000148269 肉の新鮮市場　播磨店 675-0154 加古郡播磨町本荘２丁目５－２６ 794411129 食肉販売業 一般 株式会社エフコック 代表取締役 松岡 功 675-0332 兵庫県加古川市志方町横大路１４５番地の１ 794521718 東播(加健)第427-60 令和2年11月16日 令和8年11月30日 平成26年10月24日
000028 3000148270 肉の新鮮市場　播磨店 675-0154 加古郡播磨町本荘２丁目５－２６ 794411129 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社エフコック 代表取締役 松岡 功 675-0332 兵庫県加古川市志方町横大路１４５番地の１ 794521718 東播(加健)第401-468 令和2年11月16日 令和8年11月30日 平成26年10月24日
000028 3000148283 お勝手串焼　とりとんたん　加古川店 675-0063 加古川市加古川町平野３６２ 794419996 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＴＨＩＮＫ 代表取締役 北江 洋充 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町３５２－４ 794233345 東播(加健)第401-337 令和2年10月15日 令和8年11月30日 平成26年10月27日
000028 3000148294 一番 676-0022 高砂市高砂町浜田町２丁目２－２ 794420726 飲食店営業(4)その他 一般 和田 洋明 東播(加健)第401-449 令和2年11月10日 令和8年11月30日 平成26年10月28日
000028 3000148296 ベネミール　ライフガーデン加古川事業所 675-1204 加古川市八幡町上西条１３５５ 794388170 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ベネミール 代表取締役社長 野口 博行 101-0021 東京都千代田区外神田１丁目１８－１３秋葉原ダイビル１２Ｆ 338662208 東播(加健)第401-520 令和3年11月16日 令和10年11月30日 令和3年11月16日
000028 3000148357 きょうちゃん 675-0144 加古郡播磨町北本荘３－８－２５ 飲食店営業(4)その他 一般 木下 京子 東播(加健)第401-412 令和2年11月2日 令和8年11月30日 平成26年10月31日
000028 3000148377 カフェ・ダイニング　ｉｆ 675-1112 加古郡稲美町六分一１１７８－５６ 794923666 飲食店営業(4)その他 一般 池田 千春 東播(加健)第401-502 令和2年11月27日 令和8年11月30日 平成26年11月5日
000028 3000148428 こっとり家 675-0156 加古郡播磨町東本荘１丁目１－１３ハリマビル１Ｆ 794908181 飲食店営業(4)その他 一般 押部 匡秀 東播(加健)第401-367 令和2年10月22日 令和8年11月30日 平成26年11月6日
000028 3000148440 ＷＡＲＵＴＵ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６７－１１シティライフ東加古川　Ｃ号室 794222902 飲食店営業(4)その他 一般 木戸 裕路 東播(加健)第401-365 令和2年10月22日 令和8年11月30日 平成26年11月7日
000028 3000148478 ままや 675-0066 加古川市加古川町寺家町１６３－５スギビル１Ｆ　Ｂ号 794535590 飲食店営業(4)その他 一般 増田 治美 東播(加健)第401-479 令和2年11月18日 令和8年11月30日 平成26年11月10日
000028 3000148511 Ｑｕａｒｔｅｔｔ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７９－１スカイプラザ２Ｆ－ＢＣ号室 794235585 飲食店営業(4)その他 一般 川口 英之 東播(加健)第401-358 令和2年10月22日 令和8年11月30日 平成26年11月13日
000028 3000148518 明日香　神野店 675-0009 加古川市神野町西条１１３９－３ 794386047 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福田 正陽 東播(加健)第401-339 令和2年10月19日 令和8年11月30日 平成26年11月13日
000028 3000148534 紗ら樹 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７０－１富士ビル３Ｆ　Ｃ号 794271146 飲食店営業(4)その他 一般 西田 佳代 東播(加健)第401-431 令和2年11月10日 令和8年11月30日 平成26年11月14日
000028 3000148610 Ｈｉｎｏ－ｎ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６４－９テンポテン３階Ａ 794242662 飲食店営業(4)その他 一般 西田 衣利 東播(加健)第401-473 令和2年11月17日 令和8年11月30日 平成26年11月19日
000028 3000148750 鳥秀 676-0072 高砂市伊保港町２丁目１－２ 飲食店営業(4)その他 一般 池本 秀也 東播(加健)第401-410 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成26年11月26日
000028 3000148770 セブンイレブン　高砂阿弥陀町　店 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀１２０３番３ 794465655 菓子製造業 一般 長谷川 泰之 東播(加健)第403-59 令和2年11月2日 令和8年11月30日 平成26年11月26日
000028 3000148877 ｓｅｖｅｎ'ｓ　ｃａｆｅ 676-0018 高砂市荒井町若宮町１２－２２ 菓子製造業 一般 坂本 美香 東播(加健)第403-86 令和3年2月10日 令和9年2月28日 平成26年12月3日
000028 3000148982 笑 675-0122 加古川市別府町別府９９７－１４ 飲食店営業(4)その他 一般 三宅 真司 東播(加健)第401-597 令和3年1月28日 令和9年2月28日 平成26年12月11日
000028 3000148994 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｅｘｃｅｌｌｅｎｃｅ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７０－１富士ビル５Ｆ－Ｂ 794564337 飲食店営業(4)その他 一般 内海 綾香 東播(加健)第401-633 令和3年2月10日 令和9年2月28日 平成26年12月15日
000028 3000149064 キッチン　いち味 675-0067 加古川市加古川町河原４００－２５ 794228447 飲食店営業(4)その他 一般 元藤 ミカ 東播(加健)第401-601 令和3年1月28日 令和9年2月28日 平成26年12月19日
000028 3000149084 ステフォレｎｉｎｏ 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８カピル２１　１Ｆ 794560202 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社フジヤ號 代表取締役 山本 亜也夫 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２０５５番地 794242485 東播(加健)第401-582 令和3年1月20日 令和9年2月28日 平成26年12月22日
000028 3000149085 ステフォレｎｉｎｏ 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８カピル２１　１Ｆ 794560202 菓子製造業 一般 株式会社フジヤ號 代表取締役 山本 亜也夫 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２０５５番地 794242485 東播(加健)第403-81 令和3年1月20日 令和9年2月28日 平成26年12月22日
000028 3000149106 旬彩酒菜　ばん菜や 675-0013 加古川市野口町二屋１０１－４ 794419874 飲食店営業(4)その他 一般 橘 俊廣 東播(加健)第401-624 令和3年2月9日 令和9年2月28日 平成26年12月24日
000028 3000149138 コロッケ倶楽部加古川店 675-0023 加古川市尾上町池田１８９７－４ 794535355 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ボナー 代表取締役 歌野 繁美 802-0044 福岡県北九州市小倉北区熊本二丁目１０番１０号 935512511 東播(加健)第401-626 令和3年2月9日 令和9年2月28日 平成26年12月24日
000028 3000149139 手作りチーズケーキ　キダール 675-0032 加古川市加古川町備後１－８ 菓子製造業 一般 木田 通夫 東播(加健)第403-76 令和3年1月19日 令和9年2月28日 平成26年12月24日
000028 3000149172 伊保寮（神戸製鋼） 676-0001 高砂市中島２丁目６－１ 794457110 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 コーベフーズ株式会社 代表取締役 久保 孝義 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目１－３ 783824700 東播(加健)第401-614 令和3年2月4日 令和9年2月28日 平成26年12月26日
000028 3000149173 和ごころダイニング　なでしこの家 676-0824 高砂市阿弥陀町南池字村前４０９－１ 794493330 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ジャポネックス 取締役 迫井 圭二 672-8045 兵庫県姫路市飾磨区中野田１丁目２１ 792357200 東播(加健)第401-608 令和3年1月29日 令和9年2月28日 平成26年12月26日
000028 3000149217 ファミリーマート野口坂元店 675-0018 加古川市野口町坂元１０１７番 794562553 飲食店営業(4)その他 一般 井上 義尊 東播(加健)第401-602 令和3年1月28日 令和9年2月28日 平成27年1月8日
000028 3000149235 愛香 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７８－１４ 794257233 飲食店営業(4)その他 一般 姜 明順 東播(加健)第401-562 令和3年1月19日 令和9年2月28日 平成27年1月13日
000028 3000149259 ぐりーんぐらす with Ｋ－３ 675-1113 加古郡稲美町岡２５４５－１７ 794903372 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社Ｋ－３オート 取締役 益田 桂三 651-2226 兵庫県神戸市西区平野町印路３４８－５ 789610999 東播(加健)第401-635 令和3年2月12日 令和9年2月28日 平成27年1月15日
000028 3000149292 ハリマ食品（株）加古川工場 675-0019 加古川市野口町水足１７９－１２ 794266462 飲食店営業(4)その他 一般 ハリマ食品株式会社 代表取締役 小林 正彦 675-0019 兵庫県加古川市野口町水足１７９番地の１２ 794266462 東播(加健)第401-598 令和3年1月28日 令和9年2月28日 平成27年1月19日
000028 3000149304 馳走 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７１－１０ 794213630 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北田 伸一 東播(加健)第401-616 令和3年2月4日 令和9年2月28日 平成27年1月20日
000028 3000149425 千成家　東加古川店 675-0103 加古川市平岡町高畑字菖蒲４－１ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社千成家 代表取締役 釼持 公一郎 672-8035 兵庫県姫路市飾磨区中島庄助新田３３５０ 792431708 東播(加健)第401-636 令和3年2月12日 令和9年2月28日 平成27年1月28日
000028 3000149430 近藤鮮魚店 000-0000 加古川市東神吉町・西神吉町・志方町 魚介類販売業 自動車 近藤 清孝 東播(加健)第429-32 令和2年1月21日 令和7年2月28日 平成27年1月29日
000028 3000149465 パティスリー　ル・シエル・ド・パリ 675-0115 加古川市平岡町一色７９７－８ 794360081 菓子製造業 一般 真鍋 明宏 東播(加健)第403-84 令和3年2月4日 令和9年2月28日 平成27年1月30日
000028 3000149509 志 675-0066 加古川市加古川町寺家町１５７－１１ツカサビル１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 谷口 延代 東播(加健)第401-645 令和3年2月17日 令和9年2月28日 平成27年2月3日
000028 3000149550 おやつ工房 676-0019 高砂市緑丘２丁目１－４０　アスパ高砂内 794426607 菓子製造業 一般 木村 恵 東播(加健)第403-75 令和3年1月18日 令和9年2月28日 平成27年2月5日
000028 3000149556 京城苑 675-0013 加古川市野口町二屋１０８－１ 794260907 飲食店営業(4)その他 一般 ピロンシステム株式会社 代表取締役 玉岡 守仁 675-0013 兵庫県加古川市野口町二屋１０８番地の１ 794260907 東播(加健)第401-625 令和3年2月9日 令和9年2月28日 平成27年2月6日
000028 3000149562 グリーンリーブス 675-0003 加古川市神野町神野２０３兵庫県立加古川医療センター内１階 794305085 菓子製造業 一般 株式会社光洋 代表取締役 高木 孝昌 236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦一丁目５番１号 457527000 東播(加健)第403-80 令和3年1月19日 令和9年2月28日 平成27年2月6日
000028 3000149563 Ｓｎａｃｋ　Ａ 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５７－１ＲＣビル２階中央室 794252363 飲食店営業(4)その他 一般 福岡 ひろみ 東播(加健)第401-631 令和3年2月10日 令和9年2月28日 平成27年2月6日
000028 3000149599 さんぽみち 675-0016 加古川市野口町長砂１７２－１ 794259368 飲食店営業(4)その他 一般 西川 幸子 東播(加健)第401-600 令和3年1月28日 令和9年2月28日 平成27年2月9日
000028 3000149613 (株)神戸製鋼所　加古川製鉄所  二圧センター（ＣＣＷ受託） 675-0137 加古川市金沢町１ 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第402-87 令和2年2月21日 令和7年2月28日 平成27年2月10日
000028 3000149707 ちえのわ 675-0101 加古川市平岡町新在家１６７４－１１ 飲食店営業(4)その他 一般 山下 弘嗣 東播(加健)第401-557 令和3年1月19日 令和9年2月28日 平成27年2月17日
000028 3000149721 株式会社　デイサービスセンターうららか 675-0131 加古川市別府町新野辺３０３３ 794374950 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社　デイサービスセンターうららか 代表取締役 住所 和彦 675-0131 兵庫県加古川市別府町新野辺３０３３ 794374950 東播(加健)第401-639 令和3年2月16日 令和9年2月28日 平成27年2月18日
000028 3000149782 セブン－イレブン　播磨東本荘　店 675-0156 加古郡播磨町東本荘２丁目５－１７ 794357712 飲食店営業(4)その他 一般 安田 直弘 東播(加健)第401-627 令和3年2月9日 令和9年2月28日 平成27年2月20日
000028 3000149783 セブン－イレブン　播磨東本荘　店 675-0156 加古郡播磨町東本荘２丁目５－１７ 794357712 菓子製造業 一般 安田 直弘 東播(加健)第403-85 令和3年2月9日 令和9年2月28日 平成27年2月20日
000028 3000149822 コメダ珈琲高砂松陽店 676-0076 高砂市伊保崎６丁目１０－１５ 794493550 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　パマック 代表取締役 渡邉 照雄 452-0833 愛知県名古屋市西区山木１丁目２００番地 525010114 東播(加健)第401-629 令和3年2月10日 令和9年2月28日 平成27年2月23日
000028 3000149965 株式会社　谷口 675-0025 加古川市尾上町養田１４９０ 794224671 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社　谷口 代表取締役 谷口 和也 675-0025 兵庫県加古川市尾上町養田１４８８ 794224671 東播(加健)第401-544 令和3年1月19日 令和9年2月28日 平成27年2月27日
000028 3000150076 ナチュラル　キッチン 676-0808 高砂市神爪１丁目１３－６プリオール宝殿１０３ 794977373 飲食店営業(4)その他 一般 山下 やよい 東播(加健)第401-155 令和3年5月24日 令和9年5月31日 平成27年3月5日
000028 3000150125 Ｋａ－Ｋａパン工房 671-0121 高砂市北浜町牛谷１６４－１ 794419280 菓子製造業 一般 新原 京子 東播(加健)第403-5 令和3年4月13日 令和9年5月31日 平成27年3月10日
000028 3000150126 Ｋａ－Ｋａパン工房 671-0121 高砂市北浜町牛谷１６４－１ 794419280 飲食店営業(4)その他 一般 新原 京子 東播(加健)第401-13 令和3年4月13日 令和9年5月31日 平成27年3月10日
000028 3000150129 ハマーダの酒場 676-0046 高砂市高砂町西宮町３９３ 飲食店営業(4)その他 一般 髙濱 誠一郎 東播(加健)第401-95 令和3年5月12日 令和9年5月31日 平成27年3月11日
000028 3000150201 マックスバリュ古宮店 675-0163 加古郡播磨町古宮六丁目１１番３４号 789492170 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第401-30 令和3年4月25日 令和9年5月31日 平成27年3月13日
000028 3000150205 マックスバリュ古宮店 675-0163 加古郡播磨町古宮六丁目１１番３４号 789492170 喫茶店営業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第402-1 令和3年4月25日 令和9年5月31日 平成27年3月13日
000028 3000150249 ＪＡ兵庫南　ふぁ～みんの里　高砂 676-0825 高砂市阿弥陀町北池１０２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社テスティパル 代表取締役 藤井 俊成 541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町四丁目３番５号 665356161 東播(加健)第401-142 令和4年5月19日 令和11年5月31日 令和4年5月19日
000028 3000150286 セブンーイレブン高砂御旅１丁目店 676-0005 高砂市荒井町御旅１丁目２番１ 794437388 飲食店営業(4)その他 一般 合同会社　雅悠 代表社員 中島 雅夫 676-0005 兵庫県高砂市荒井町御旅１丁目２番１号 794440282 東播(加健)第401-60 令和3年4月28日 令和9年5月31日 平成27年3月17日
000028 3000150287 セブンーイレブン高砂御旅１丁目店 676-0005 高砂市荒井町御旅１丁目２番１ 794437388 菓子製造業 一般 合同会社　雅悠 代表社員 中島 雅夫 676-0005 兵庫県高砂市荒井町御旅１丁目２番１号 794440282 東播(加健)第403-14 令和3年4月28日 令和9年5月31日 平成27年3月17日
000028 3000150335 ローソン　加古川平岡町高畑 675-0103 加古川市平岡町高畑豊角３１６－１ 794209666 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　川端商店 代表取締役 川端 芳文 675-1115 兵庫県加古郡稲美町国岡６丁目４８ 794970670 東播(加健)第401-140 令和4年5月19日 令和11年5月31日 令和4年5月19日
000028 3000150380 ＣＡＦＥ　ＴＲＥＵＥ 675-0039 加古川市加古川町粟津１２２－３ 794516017 飲食店営業(4)その他 一般 太田 奏子 東播(加健)第401-110 令和3年5月14日 令和9年5月31日 平成27年3月23日
000028 3000150381 魚民 675-0124 加古川市別府町緑町３番地Ｂ棟１階 794366088 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社モンテローザフーズ 代表取締役 大神 輝博 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町一丁目２１番１号 422368888 東播(加健)第401-95 令和4年5月10日 令和11年5月31日 令和4年5月10日
000028 3000150424 セブン－イレブン加古川平野　店 675-0063 加古川市加古川町平野４６８番 794235117 飲食店営業(4)その他 一般 谷岡 佳祐 東播(加健)第401-42 令和3年4月25日 令和9年5月31日 平成27年3月25日
000028 3000150425 セブン－イレブン加古川平野　店 675-0063 加古川市加古川町平野４６８番 794235117 菓子製造業 一般 谷岡 佳祐 東播(加健)第403-13 令和3年4月25日 令和9年5月31日 平成27年3月25日
000028 3000150429 カラオケ喫茶　スナック　蘭 675-0066 加古川市加古川町寺家町３８４－１－３ 794905785 飲食店営業(4)その他 一般 川口 久美子 東播(加健)第401-86 令和3年5月7日 令和9年5月31日 平成27年3月25日
000028 3000150489 かごの屋　加古川駅前店 675-0064 加古川市加古川町寺家町６２２ 794515212 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＫＲフードサービス 代表取締役 望月 進 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋三丁目６番２６号 668092143 東播(加健)第401-98 令和4年5月10日 令和11年5月31日 令和4年5月10日
000028 3000150524 ㈱神戸製鋼所　高砂製作所  新機械工場中央南（ＣＣＷ受託） 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目３－１ 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第402-21 令和2年5月28日 令和7年5月31日 平成27年3月27日
000028 3000150548 麺のまたざ 675-0016 加古川市野口町長砂９７８－１ 794559132 飲食店営業(4)その他 一般 石川 武史 東播(加健)第401-157 令和3年5月26日 令和9年5月31日 平成27年3月31日
000028 3000150584 のみ処　当て屋 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７６美幸ビル北２Ｆ 794225141 飲食店営業(4)その他 一般 奥野 雅士 東播(加健)第401-26 令和3年4月25日 令和9年5月31日 平成27年4月1日
000028 3000150589 高砂市立阿弥陀小学校 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀１１５３－１ 794471317 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ハーベストネクスト株式会社 代表取締役 脇本 実 240-0004 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町二丁目１２０番地 453361120 東播(加健)第401-127 令和4年5月17日 令和11年5月31日 令和4年5月17日
000028 3000150590 高砂市立米田西小学校 676-0806 高砂市米田町塩市１７－１ 794318005 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ハーベストネクスト株式会社 代表取締役 脇本 実 240-0004 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町二丁目１２０番地 453361120 東播(加健)第401-87 令和4年5月9日 令和11年5月31日 令和4年5月9日
000028 3000150591 ブックカフェ　されど・・・ 675-0045 加古川市西神吉町岸７９０－１８ 794313439 飲食店営業(4)その他 一般 朝山 節子 東播(加健)第401-175 令和3年5月28日 令和9年5月31日 平成27年4月1日
000028 3000150595 焼肉茶屋　功庵 675-1206 加古川市八幡町船町２０ 794305129 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社エフコック 代表取締役 松岡 功 675-0332 兵庫県加古川市志方町横大路１４５番地１ 794521718 東播(加健)第401-160 令和4年5月26日 令和11年5月31日 令和4年5月26日
000028 3000150596 焼肉茶屋　功庵 675-1206 加古川市八幡町船町２０ 794305129 食肉販売業 一般 株式会社エフコック 代表取締役 松岡 功 675-0332 兵庫県加古川市志方町横大路１４５番地１ 794521718 東播(加健)第403-10 令和4年5月26日 令和11年5月31日 令和4年5月26日
000028 3000150631 和み処　さくら 675-0101 加古川市平岡町新在家１３６２－１　ロワイヤル森田１－５ 794517875 飲食店営業(4)その他 一般 本荘 直樹 東播(加健)第401-37 令和3年4月27日 令和9年5月31日 平成27年4月6日
000028 3000150766 株式会社パンプキンズコーポレーション  大森産婦人科医院店 676-0072 高砂市伊保港町２－５－１７ 794481103 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社パンプキンズコーポレーション 代表取締役 緒方 正煕 183-0023 東京都府中市宮町１－４０　１０Ｆ 423360211 東播(加健)第401-134 令和3年5月20日 令和9年5月31日 平成27年4月14日
000028 3000150831 こもつ商店　安田店 675-0021 加古川市尾上町安田４４１番地６ 飲食店営業(4)その他 一般 盛田 誠 東播(加健)第401-67 令和3年5月6日 令和9年5月31日 平成27年4月17日
000028 3000150832 こもつ商店　安田店 675-0021 加古川市尾上町安田４４１番地６ 食肉販売業 一般 盛田 誠 東播(加健)第427-7 令和3年5月6日 令和9年5月31日 平成27年4月17日
000028 3000150857 鶏の店　かしわ家 675-1102 加古郡稲美町草谷５９－１６３ 794955060 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社イマジン 代表取締役 古山 暁彦 658-0063 兵庫県神戸市東灘区住吉山手四丁目１１番３６号 789838005 東播(加健)第401-149 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成27年4月20日
000028 3000150902 加古川ワインバル 675-0066 加古川市加古川町寺家町１６３－６ 794515960 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 溝口 浩太郎 東播(加健)第401-101 令和3年5月12日 令和9年5月31日 平成27年4月22日
000028 3000150954 ひなととダイニング　とぅくとぅく 675-0101 加古川市平岡町新在家１５９５－１２ 794515123 飲食店営業(4)その他 一般 渋谷 剛史 東播(加健)第401-148 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成27年4月24日
000028 3000150969 サンホーム東加古川駅前 675-0101 加古川市平岡町新在家１４５６－１ 794272111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 モルツウェル株式会社 代表取締役 野津 積 690-0816 島根県松江市北陵町１８番地１ 852202400 東播(加健)第401-23 令和3年4月25日 令和9年5月31日 平成27年4月27日
000028 3000150991 壱丁田肉惣菜 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８ヤマトヤシキＢＦ 794228646 飲食店営業(4)その他 一般 明治屋産業株式会社 代表取締役 谷尾 一也 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東２丁目１４番１号 924329529 東播(加健)第401-87 令和3年5月6日 令和9年5月31日 平成27年4月28日
000028 3000151071 (株)大福商店 675-0321 加古川市志方町志方町１２７０ 794520132 食肉処理業 一般 株式会社　大福商店 代表取締役 大浦 寿樹 675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町１２７０ 794520132 東播(加健)第426-1 令和3年5月6日 令和9年5月31日 平成27年5月1日
000028 3000151124 RISTORIA　Grande　Albero 675-0038 加古川市加古川町木村７１５－１ 794271066 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 丸尾 大樹 東播(加健)第401-160 令和3年5月25日 令和9年5月31日 平成27年5月8日
000028 3000151160 菜々 675-0115 加古川市平岡町新在家２丁目２７７－９プロスパーなかた１０２ 794220817 飲食店営業(4)その他 一般 垣内 道子 東播(加健)第401-93 令和3年5月14日 令和9年5月31日 平成27年5月11日
000028 3000151240 本家かつめし亭 675-0023 加古川市尾上町池田６４２ 794214368 食肉販売業 一般 大下 裕司 東播(加健)第427-11 令和3年5月14日 令和9年5月31日 平成27年5月18日
000028 3000151241 本家かつめし亭 675-0023 加古川市尾上町池田６４２ 794214368 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 大下 裕司 東播(加健)第419-1 令和3年5月14日 令和9年5月31日 平成27年5月18日
000028 3000151242 日本マクドナルド株式会社　高砂アスパ店 676-0019 高砂市緑丘２丁目１－４０アスパ高砂内 794442773 菓子製造業 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 163-1339 東京都新宿区西新宿６丁目５－１ 333446251 東播(加健)第403-11 令和3年4月25日 令和9年5月31日 平成27年5月14日
000028 3000151312 パティスリー　ル・シエル・ド・パリ 675-0115 加古川市平岡町一色７９７－８ 794360081 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 真鍋 明宏 東播(加健)第420-1 令和2年4月23日 令和7年5月31日 平成27年5月20日
000028 3000151352 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　Ａｎｅｌｌｏ 675-0101 加古川市平岡町新在家３丁目２８１番アドニス２１　１階１号室 794515393 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大西 有理 東播(加健)第401-43 令和3年4月28日 令和9年5月31日 平成27年5月21日
000028 3000151368 カフェ　スミヤ 676-0812 高砂市中筋２丁目４－２９ 794398438 飲食店営業(4)その他 一般 砂川 友余 東播(加健)第401-92 令和3年5月12日 令和9年5月31日 平成27年5月22日
000028 3000151369 カフェ　スミヤ 676-0812 高砂市中筋２丁目４－２９ 794398438 菓子製造業 一般 砂川 友余 東播(加健)第403-17 令和3年5月12日 令和9年5月31日 平成27年5月22日
000028 3000151370 益田食堂 676-0004 高砂市荒井町千鳥２丁目１４－１２ 794419093 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 益田 健介 東播(加健)第401-91 令和3年5月12日 令和9年5月31日 平成27年5月22日
000028 3000151435 酒処　いい友 676-0805 高砂市米田町米田９４２－８ 794590170 飲食店営業(4)その他 一般 池田 昌稔 東播(加健)第401-145 令和3年5月20日 令和9年5月31日 平成27年5月26日
000028 3000151559 ローソン高砂緑丘一丁目店 676-0019 高砂市緑丘１－８－４２ 794436773 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　アイ・シーブイエス 代表取締役 今井 宏樹 675-0068 兵庫県加古川市加古川町中津８４０－３ 794925030 東播(加健)第401-126 令和4年5月17日 令和11年5月31日 令和4年5月17日



000028 3000151563 ギャラリー鹿野苑 676-0077 高砂市松陽４丁目７１７ 794462490 菓子製造業 一般 石田 真帆 東播(加健)第403-19 令和3年5月20日 令和9年5月31日 平成27年5月29日
000028 3000151606 ＥＴＥＲＮＡＬ 676-0805 高砂市米田町米田１１８－５ 794320899 飲食店営業(4)その他 一般 前田 葵 東播(加健)第401-303 令和3年8月10日 令和9年8月31日 令和3年8月10日
000028 3000151693 居酒屋　のんき 676-0016 高砂市荒井町扇町１９－７　カドヤビル１０３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 圖子 聖士 東播(加健)第401-268 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 3000151810 ファミリーマート加古川新神野店 675-0008 加古川市新神野５丁目６番２３ 794305601 飲食店営業(4)その他 一般 西垣 勝 東播(加健)第401-331 令和3年8月19日 令和9年8月31日 令和3年8月19日
000028 3000151817 カラオケ喫茶ルビー 675-0131 加古川市別府町新野辺１４５－８ 794363444 飲食店営業(4)その他 一般 小山 惠子 東播(加健)第401-263 令和3年8月2日 令和9年8月31日 令和3年8月2日
000028 3000151872 末吉 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 鎌谷 さと子 東播(加健)第401-176 令和2年7月17日 令和7年8月31日 平成27年6月22日
000028 3000151909 Ｈｅｒｂ　ｃａｆｅ　月桃 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 大西 喜代美 東播(加健)第402-46 令和2年8月7日 令和7年8月31日 平成27年6月23日
000028 3000151910 Ｈｅｒｂ　ｃａｆｅ　月桃 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 大西 喜代美 東播(加健)第403-36 令和2年8月7日 令和7年8月31日 平成27年6月23日
000028 3000151964 とん福鈴 675-0122 加古川市別府町別府６６６－６ 794357232 飲食店営業(4)その他 一般 高橋 俊也 東播(加健)第401-280 令和3年8月4日 令和9年8月31日 令和3年8月4日
000028 3000151975 ＡＧＣ（株）　高砂工場  食堂外（ＣＣＷ受託） 676-0074 高砂市梅井５丁目６番１号 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第402-53 令和2年8月31日 令和7年8月31日 平成27年6月25日
000028 3000151990 ファミリーマート平岡町西谷店 675-0102 加古川市平岡町西谷１８５番地１ 794534331 飲食店営業(4)その他 一般 蓮室 眞二 東播(加健)第401-311 令和3年8月17日 令和9年8月31日 令和3年8月17日
000028 3000152021 カラオケ喫茶サニー 675-0023 加古川市尾上町池田６４４－２南端 794902198 飲食店営業(4)その他 一般 梶原 明美 東播(加健)第401-296 令和3年8月10日 令和9年8月31日 令和3年8月10日
000028 3000152095 うさぎのいえ 675-0101 加古川市平岡町新在家４５７－１ 794257776 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡本 功大 東播(加健)第401-226 令和3年7月13日 令和9年8月31日 令和3年7月13日
000028 3000152107 小南酒店 676-0063 高砂市高砂町次郎助町１６２３ 794420071 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小南 和子 東播(加健)第401-285 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 3000152111 ＳＥＶＥＮＴＨ　ＨＥＡＶＥＮ 675-0111 加古川市平岡町二俣１００５ 794517707 飲食店営業(4)その他 一般 山本 弥抄 東播(加健)第401-364 令和3年8月30日 令和9年8月31日 令和3年8月30日
000028 3000152166 はま茶 676-0802 高砂市米田町古新２７５－２７　２Ｆ 794324711 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ミスターハマ 代表取締役 濱田 健太 676-0802 兵庫県高砂市米田町古新２７５－２７ 794324711 東播(加健)第401-320 令和3年8月17日 令和9年8月31日 令和3年8月17日
000028 3000152187 スナック響 675-0101 加古川市平岡町新在家２－２７１－８－４Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 大原 倫子 東播(加健)第401-367 令和3年8月31日 令和9年8月31日 令和3年8月31日
000028 3000152194 大森珈琲店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く）。 飲食店営業(4)その他 露店 大森 啓子 東播(加健)第401-289 令和2年8月20日 令和7年8月31日 平成27年7月13日
000028 3000152206 日本山村硝子(株)播磨工場  喫煙コーナーカップ 675-0155 加古郡播磨町新島５ 794352051 喫茶店営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第402-31 令和2年7月28日 令和7年8月31日 平成27年7月14日
000028 3000152216 ｋｅｙｍａｎ 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。） 飲食店営業(4)その他 露店 崟 修治 東播(加健)第401-202 令和2年7月29日 令和7年8月31日 平成27年7月15日
000028 3000152220 おはこ 675-1105 加古郡稲美町加古１９０６－７ 794924923 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川本 園子 東播(加健)第401-289 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 3000152222 ＰＡＹ　ＤＡＹ 675-0101 加古川市平岡町新在家２－２７９－１スカイプラザ２Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 村畑 勇樹 東播(加健)第401-265 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 3000152362 銀の匙 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７１－８フレンドビル３Ｆ　Ｂ 794216114 飲食店営業(4)その他 一般 池田 悦子 東播(加健)第401-328 令和3年8月17日 令和10年8月31日 令和3年8月17日
000028 3000152378 松風 676-0828 高砂市阿弥陀町地徳２５８－１ 794481140 菓子製造業 一般 中山 政人 東播(加健)第403-32 令和3年7月19日 令和9年8月31日 令和3年7月19日
000028 3000152380 ふきよせ 676-0808 高砂市神爪２丁目３－１五反田ビル１Ｆ 794324005 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 片山 義彦 東播(加健)第401-250 令和3年7月21日 令和9年8月31日 令和3年7月21日
000028 3000152388 ぼーし＋ 675-0101 加古川市平岡町新在家２－２７１－８フレンドビル４Ｆ 794226699 飲食店営業(4)その他 一般 山本 有希子 東播(加健)第401-358 令和3年8月31日 令和9年8月31日 令和3年8月31日
000028 3000152430 長尾楽笑村組合 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀３８０ 794486452 飲食店営業(4)その他 一般 松本 雅夫 東播(加健)第401-260 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 3000152516 （株）ホンダ四輪販売山陽  ホンダカーズ加古川店　店内（ＣＣＷ受託） 675-0018 加古川市野口町坂元４７－５ 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第402-49 令和2年8月18日 令和7年8月31日 平成27年7月31日
000028 3000152517 たかぼん 675-0066 加古川市加古川町寺家町３６２－１ビアンテ寺家町２Ｆ－３Ｃ 飲食店営業(4)その他 一般 西川 隆之 東播(加健)第401-343 令和3年8月27日 令和9年8月31日 令和3年8月27日
000028 3000152520 はよし 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６５－２邦栄ビル１Ｆ 794260909 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 伊藤 富美子 東播(加健)第401-332 令和3年8月19日 令和9年8月31日 令和3年8月19日
000028 3000152571 イルカ 675-1126 加古郡稲美町幸竹２００－１ 794928824 飲食店営業(4)その他 一般 東播(加健)第401-302 令和3年8月10日 令和9年8月31日 令和3年8月10日
000028 3000152651 スイーツハウス　柳吹く風 675-0011 加古川市野口町北野１２２９－３３ 794540855 菓子製造業 一般 藤尾 俊子 東播(加健)第403-38 令和3年8月10日 令和9年8月31日 令和3年8月10日
000028 3000152706 宮本商店 000-0000 高砂市内 菓子製造業 露店 宮本 明 東播(加健)第403-39 令和2年8月14日 令和7年8月31日 平成27年8月17日
000028 3000152752 カフェ　しろくま 675-1113 加古郡稲美町岡字川向２６９１－１ 794954690 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　小山ホールディングス 代表取締役 小山 利明 675-1125 兵庫県加古郡稲美町和田３２９番地 794921598 東播(加健)第401-337 令和3年8月30日 令和9年8月31日 令和3年8月30日
000028 3000152775 和ごころダイニング　はまゆうの家 676-0075 高砂市伊保崎南２４－７ 794487555 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ジャポネックス 取締役 迫井 圭二 672-8045 兵庫県姫路市飾磨区中野田１丁目２１番地 792357200 東播(加健)第401-356 令和3年8月31日 令和9年8月31日 令和3年8月31日
000028 3000152777 伊保漁業協同組合 676-0073 高砂市高須１８－８ 794485300 魚介類販売業 一般 伊保漁業協同組合 代表理事 髙谷 繁喜 676-0073 兵庫県高砂市高須１８－８ 794485300 東播(加健)第429-20 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 3000152899 ＬＵＮＡ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６４－９テンポテンビル３Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 杉山 美里 東播(加健)第401-310 令和3年8月17日 令和9年8月31日 令和3年8月17日
000028 3000152910 ｗａｇａｍａｍａｋｉｔｃｈｅｎ　Ａｓｔｙｌｅ 675-0143 加古郡播磨町宮北１丁目１－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉本 あかね 東播(加健)第401-344 令和3年8月31日 令和9年8月31日 令和3年8月31日
000028 3000153009 銀次 675-0122 加古川市別府町別府９４８－２ 飲食店営業(4)その他 一般 加東 小菊 東播(加健)第401-279 令和3年8月4日 令和9年8月31日 令和3年8月4日
000028 3000153083 炭火焼肉　伽耶 675-0122 加古川市別府町別府９８４－１ 794366698 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橘 展茂 東播(加健)第401-480 令和3年10月28日 令和9年11月30日 令和3年10月28日
000028 3000153099 ＣＯＯＫＩＥＳ　すまいる 675-0111 加古川市平岡町二俣７６２－２ 794515021 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人ＣＯＯＫＩＥＳすまいる 理事 須藤 美知子 675-0111 兵庫県加古川市平岡町二俣字旭７６２番地２ 794515021 東播(加健)第401-440 令和3年10月22日 令和9年11月30日 令和3年10月22日
000028 3000153100 ＣＯＯＫＩＥＳ　すまいる 675-0111 加古川市平岡町二俣７６２－２ 794515021 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人ＣＯＯＫＩＥＳすまいる 理事 須藤 美知子 675-0111 兵庫県加古川市平岡町二俣字旭７６２番地２ 794515021 東播(加健)第403-43 令和3年10月22日 令和9年11月30日 令和3年10月22日
000028 3000153102 はま寿司　加古川平岡店 675-0115 加古川市平岡町一色２７６番１ 794410700 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社はま寿司 代表取締役 遠藤 哲郎 108-0075 東京都港区港南２丁目１８番１号 368338032 東播(加健)第401-524 令和4年11月18日 令和11年11月30日 令和4年11月18日
000028 3000153117 浜名湖鰻　うな髙 676-0068 高砂市高砂町鍛冶屋町１３９６番地 794436011 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社レストランドリーム 代表取締役 井口 幸介 675-0047 兵庫県加古川市西神吉町鼎７０５－１ 794903007 東播(加健)第401-563 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 3000153153 Ｋｉｔｃｈｅｎ　２１ 676-0808 高砂市神爪１丁目９－４ジュネス宝殿駅前１０１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 淵 千津恵 東播(加健)第401-596 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 3000153154 おやつ工房 676-0019 高砂市緑丘２丁目１－４０　アスパ高砂 794426607 飲食店営業(4)その他 一般 木村 恵 東播(加健)第401-561 令和3年11月18日 令和10年11月30日 令和3年11月18日
000028 3000153214 パン工房　花かんざし 675-0057 加古川市東神吉町神吉４６０－２３　２Ｆ 菓子製造業 一般 石野 優子 東播(加健)第403-53 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 3000153241 ポチ屋ｃａｆｅ 676-0054 高砂市高砂町狩網町７８９－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田浦 真子 東播(加健)第401-580 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 3000153259 和洋ダイニング　桜や 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２６０－４フローラルハウス１Ｆ西 794255010 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 盛本 有美 東播(加健)第401-512 令和3年11月12日 令和9年11月30日 令和3年11月12日
000028 3000153321 Ｑｕｅｅｎ 675-0066 加古川市加古川町寺家町字東ノ町３６２－１ビアンテビル１Ｆ　１７Ａ 飲食店営業(4)その他 一般 森元 仁美 東播(加健)第401-587 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 3000153323 （株）二川工業製作所　二見工場 675-0164 加古郡播磨町東新島１３ 789412669 喫茶店営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第402-70 令和2年10月26日 令和7年11月30日 平成27年9月29日
000028 3000153340 Ｃｈｉｆｆｏｎ　ｄｅ　Ｃｈｉｆｆｏｎ 675-0111 加古川市平岡町二俣６番地の１ 菓子製造業 一般 東 史郎 東播(加健)第403-65 令和2年11月11日 令和7年11月30日 平成27年9月30日
000028 3000153363 和牛　しのだ 675-0122 加古川市別府町別府７０２－３ 794414029 食肉販売業 一般 篠田 徹 東播(加健)第427-29 令和3年11月9日 令和9年11月30日 令和3年11月9日
000028 3000153364 和牛　しのだ 675-0122 加古川市別府町別府７０２－３ 794414029 飲食店営業(4)その他 一般 篠田 徹 東播(加健)第401-528 令和3年11月9日 令和9年11月30日 令和3年11月9日
000028 3000153458 サービス付き高齢者向け住宅　すずらん 675-0143 加古郡播磨町宮北２丁目１１番３号 794373686 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社はるか 代表取締役 鈴木 順子 675-0160 兵庫県加古郡播磨町西野添四丁目１４番３４号 789417400 東播(加健)第401-566 令和3年11月22日 令和9年11月30日 令和3年11月22日
000028 3000153462 サービス付き高齢者向け住宅ひだまり 675-0146 加古郡播磨町古田１丁目４番５９号 794371867 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社アミニティライフ 代表取締役 森本 智美 675-0146 兵庫県加古郡播磨町古田一丁目４番５９号 794371867 東播(加健)第401-468 令和4年10月28日 令和11年11月30日 令和4年10月28日
000028 3000153474 肉豆冨とレモンサワー　大衆食堂  安べゑ　加古川南口店 675-0065 加古川市加古川町篠原町字釜居６７番１ 794566821 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 チムニー株式会社 代表取締役 和泉 學 130-0014 東京都墨田区亀沢一丁目１番１５号 358392600 東播(加健)第401-588 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 3000153499 カフェ・ド・ぼんじゅーる 675-0021 加古川市尾上町安田２９１－１ 794249009 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大下 あかね 東播(加健)第401-597 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 3000153506 カラオケ喫茶　ミント 675-0150 加古郡播磨町南野添３丁目８－１２石橋ビル１０２ 飲食店営業(4)その他 一般 松井 芳枝 東播(加健)第401-523 令和3年11月10日 令和9年11月30日 令和3年11月10日
000028 3000153519 来来亭　東加古川店 675-0013 加古川市野口町二屋細池１００－１ 794355558 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 黎 豊壽 東播(加健)第401-441 令和3年10月18日 令和9年11月30日 令和3年10月18日
000028 3000153562 はっぴーの家　はりま 675-0163 加古郡播磨町古宮８６１－１２ 789491211 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｈａｐｐｙ 代表取締役 首藤 義敬 653-0042 兵庫県神戸市長田区二葉町一丁目１番８号 786462088 東播(加健)第401-590 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 3000153614 伊保ビジネスイン 676-0072 高砂市伊保港町一丁目９番２３号 794470649 飲食店営業(3)旅館 一般 シティハウス株式会社 代表取締役 土井 将樹 651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通四丁目１番３８号 782303232 東播(加健)第401-569 令和3年11月22日 令和9年11月30日 令和3年11月22日
000028 3000153675 珈琲焙煎所ＫＯＴＩ 676-0049 高砂市高砂町田町４６５－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 向井 瞳 東播(加健)第401-425 令和3年10月15日 令和9年11月30日 令和3年10月15日
000028 3000153745 ＭＡＴＩＬＤＡ 675-0101 加古川市平岡町新在家３丁目２８５－３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 熊谷 野吏子 東播(加健)第401-556 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 3000153756 お茶処　えん 675-1105 加古郡稲美町加古１９１１ 794922432 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 本岡 秀起 東播(加健)第401-434 令和3年10月15日 令和9年11月30日 令和3年10月15日
000028 3000153757 イーティーズ加古川野口店 675-0017 加古川市野口町良野８４４－１ 794515362 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社イーティーズ 代表取締役 原田 航太 811-0112 福岡県糟屋郡新宮町下府二丁目１２番２４号 924102605 東播(加健)第401-501 令和3年11月4日 令和9年11月30日 令和3年11月4日
000028 3000153758 大三ミート加古川野口店 675-0017 加古川市野口町良野８４４－１ 794902966 食肉販売業 一般 大三ミート産業株式会社 代表取締役 大家 大三 825-0001 福岡県田川市大字伊加利１８２４番地 947462111 東播(加健)第427-30 令和3年11月9日 令和9年11月30日 令和3年11月9日
000028 3000153760 一徹 675-0017 加古川市野口町良野８４４番地１ 794277112 魚介類販売業 一般 株式会社河本 代表取締役 河本 幸治 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲８４１番地３５ 792461160 東播(加健)第429-31 令和3年11月12日 令和9年11月30日 令和3年11月12日
000028 3000153761 一徹 675-0017 加古川市野口町良野８４４番地１ 794277112 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社河本 代表取締役 河本 幸治 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲８４１番地３５ 792461160 東播(加健)第401-502 令和3年11月12日 令和9年11月30日 令和3年11月12日
000028 3000153798 兵庫南農業協同組合　にじいろふぁ～みん 675-1112 加古郡稲美町六分一１１７９－２２４ 794957716 豆腐製造業 一般 兵庫南農業協同組合 代表理事 中村 良祐 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町６２１番地 794248001 東播(加健)第421-1 令和4年10月28日 令和11年11月30日 令和4年10月28日
000028 3000153813 兵庫南農業協同組合　にじいろふぁ～みん 675-1112 加古郡稲美町六分一１１７９－２２４ 794957716 飲食店営業(4)その他 一般 兵庫南農業協同組合 代表理事 中村 良祐 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町６２１番地 794248001 東播(加健)第401-472 令和4年10月28日 令和11年11月30日 令和4年10月28日
000028 3000153814 兵庫南農業協同組合　にじいろふぁ～みん 675-1112 加古郡稲美町六分一１１７９－２２４ 794957716 飲食店営業(4)その他 一般 兵庫南農業協同組合 代表理事 中村 良祐 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町６２１番地 794248001 東播(加健)第401-473 令和4年10月28日 令和11年11月30日 令和4年10月28日
000028 3000153816 兵庫南農業協同組合　にじいろふぁ～みん 675-1112 加古郡稲美町六分一１１７９－２２４ 794957716 菓子製造業 一般 兵庫南農業協同組合 代表理事 中村 良祐 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町６２１番地 794248001 東播(加健)第410-44 令和4年10月28日 令和11年11月30日 令和4年10月28日
000028 3000153817 兵庫南農業協同組合　にじいろふぁ～みん 675-1112 加古郡稲美町六分一１１７９－２２４ 794957716 飲食店営業(4)その他 一般 兵庫南農業協同組合 代表理事 中村 良祐 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町６２１番地 794248001 東播(加健)第401-435 令和3年10月26日 令和10年11月30日 令和3年10月26日
000028 3000153894 株式会社　大浦ミート 675-1112 加古郡稲美町六分一１１７９－２２４ＪＡ兵庫南にじいろふぁ～みん 794957716 食肉販売業 一般 株式会社大浦ミート 代表取締役 大浦 達也 675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町１３０６番地 794524038 東播(加健)第403-30 令和4年11月14日 令和11年11月30日 令和4年11月14日
000028 3000153897 和ごころダイニング　たんぽぽの家 675-0021 加古川市尾上町安田字高田５４７－１ 794535885 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ジャポネックス 取締役 迫井 圭二 672-8045 兵庫県姫路市飾磨区中野田一丁目２１番地 792357200 東播(加健)第401-464 令和3年10月28日 令和9年11月30日 令和3年10月28日
000028 3000153901 マルアイ野口店 675-0017 加古川市野口町良野９７４ 794541250 食肉販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第427-26 令和3年10月29日 令和10年11月30日 令和3年10月29日
000028 3000153902 マルアイ野口店 675-0017 加古川市野口町良野９７４ 794541250 魚介類販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第429-29 令和3年10月29日 令和10年11月30日 令和3年10月29日
000028 3000153903 マルアイ野口店 675-0017 加古川市野口町良野９７４ 794541250 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第401-486 令和3年10月29日 令和10年11月30日 令和3年10月29日
000028 3000153941 セブンーイレブン高砂米田塩市店 676-0806 高砂市米田町塩市２１１－７ 794319020 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ファミィ 代表取締役 八木 秀史 676-0806 兵庫県高砂市米田町塩市２１１－７ 794319020 東播(加健)第401-495 令和3年11月2日 令和10年11月30日 令和3年11月2日
000028 3000154011 串揚げの店　中ちゃんち 675-0017 加古川市野口町良野４１４－１ＳＨＯＷＸ高嶋１０１ 794541277 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中筋 公夫 東播(加健)第401-481 令和3年10月28日 令和9年11月30日 令和3年10月28日
000028 3000154015 ハローズ高砂店 676-0801 高砂市米田町米田新１７－１ 794318686 魚介類販売業 一般 株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤 利行 721-0973 広島県福山市南蔵王町六丁目２６番７号 864831011 東播(加健)第404-17 令和4年11月18日 令和10年11月30日 令和4年11月18日
000028 3000154016 ハローズ高砂店 676-0801 高砂市米田町米田新１７－１ 794318686 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤 利行 721-0973 広島県福山市南蔵王町六丁目２６番７号 864831011 東播(加健)第401-521 令和4年11月18日 令和10年11月30日 令和4年11月18日
000028 3000154017 ハローズ高砂店 676-0801 高砂市米田町米田新１７－１ 794318686 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤 利行 721-0973 広島県福山市南蔵王町六丁目２６番７号 864831011 東播(加健)第401-520 令和4年11月18日 令和10年11月30日 令和4年11月18日
000028 3000154018 ハローズ高砂店 676-0801 高砂市米田町米田新１７－１ 794318686 菓子製造業 一般 株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤 利行 721-0973 広島県福山市南蔵王町六丁目２６番７号 864831011 東播(加健)第410-50 令和4年11月18日 令和10年11月30日 令和4年11月18日
000028 3000154019 ハローズ高砂店 676-0801 高砂市米田町米田新１７－１ 794318686 食肉販売業 一般 株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤 利行 721-0973 広島県福山市南蔵王町六丁目２６番７号 864831011 東播(加健)第403-32 令和4年11月18日 令和10年11月30日 令和4年11月18日
000028 3000154025 ハローズ高砂店 676-0801 高砂市米田町米田新１７－１ 794318686 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤 利行 721-0973 広島県福山市南蔵王町六丁目２６番７号 864831011 東播(加健)第401-600 令和3年11月29日 令和10年11月30日 令和3年11月29日
000028 3000154029 三河屋 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８カピル２１  １Ｆ－１０５ 794223389 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大川 弘純 東播(加健)第401-553 令和3年11月16日 令和9年11月30日 令和3年11月16日
000028 3000154076 ステーキ宮　播磨店 675-0142 加古郡播磨町大中３丁目８－１０ 794356690 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社アトム 代表取締役 山⻆ 豪 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目２番１号 452247390 東播(加健)第401-521 令和3年11月10日 令和9年11月30日 令和3年11月10日
000028 3000154220 ケーキ屋プロップ　東加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家１４９－１ 794239215 菓子製造業 一般 株式会社プロップ 代表取締役 渡辺 勝也 675-0144 兵庫県加古郡播磨町北本荘１丁目１３番１４号 794363768 東播(加健)第403-68 令和4年2月18日 令和10年2月29日 令和4年2月18日
000028 3000154236 ケーキ屋プロップ　播磨店 675-0144 加古郡播磨町北本荘１－１３－１４ 794363768 菓子製造業 一般 株式会社プロップ 代表取締役 渡辺 勝也 675-0144 兵庫県加古郡播磨町北本荘一丁目１３番１４号 794363768 東播(加健)第403-67 令和4年2月18日 令和10年2月29日 令和4年2月18日
000028 3000154237 ケーキ屋プロップ　播磨店 675-0144 加古郡播磨町北本荘１－１３－１４ 794363768 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社プロップ 代表取締役 渡辺 勝也 675-0144 兵庫県加古郡播磨町北本荘一丁目１３番１４号 794363768 東播(加健)第401-755 令和4年2月18日 令和10年2月29日 令和4年2月18日
000028 3000154238 ケーキ屋プロップ　播磨店 675-0144 加古郡播磨町北本荘１－１３－１４ 794363768 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社プロップ 代表取締役 渡辺 勝也 675-0144 兵庫県加古郡播磨町北本荘一丁目１３番１４号 794363768 東播(加健)第420-10 令和3年1月19日 令和8年2月28日 平成27年12月1日
000028 3000154239 Ａｌｌｕｒｅ 675-0026 加古川市尾上町旭２丁目６６－２ビーナスプラザ１０３ 794218566 飲食店営業(4)その他 一般 古賀 友美 東播(加健)第401-764 令和4年2月22日 令和10年2月29日 令和4年2月22日
000028 3000154281 ＪＡ兵庫南　阿弥陀女性会加工グループ 676-0077 高砂市松陽２丁目７２－１ 794470881 みそ又はしょうゆ製造業 一般 駒井 知子 東播(加健)第437-4 令和4年2月17日 令和10年2月29日 令和4年2月17日
000028 3000154282 サントリープロダクツ株式会社　高砂工場 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目２－１ 794442900 乳製品製造業 一般 サントリープロダクツ株式会社 代表取締役 吉村 孝博 108-0023 東京都港区芝浦三丁目１番１号 332757330 東播(加健)第412-2 令和5年2月22日 令和12年2月28日 令和5年2月22日
000028 3000154296 ひだまりの里 675-0023 加古川市尾上町池田１６７９番地の４ 794235211 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 スディング株式会社 代表取締役 小松 重夫 675-0023 兵庫県加古川市尾上町池田１６７９番地の４ 794235211 東播(加健)第401-598 令和5年1月12日 令和12年2月28日 令和5年1月12日
000028 3000154301 台湾料理　豊源 675-0313 加古川市志方町投松３５０ 794522292 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 常 勇 東播(加健)第401-648 令和4年1月19日 令和10年2月29日 令和4年1月19日
000028 3000154319 和ごころダイニング　オリーブの家 675-0156 加古郡播磨町東本荘２丁目２４９番２ 794410080 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ジャポネックス 取締役 迫井 圭二 672-8045 兵庫県姫路市飾磨区中野田一丁目２１番地 792357200 東播(加健)第401-691 令和4年1月31日 令和10年2月29日 令和4年1月31日
000028 3000154379 Ｔｈｅ′　ｊａｒｄｉｎ 676-0021 高砂市高砂町朝日町１丁目９－１０ 794428841 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社髙橋造園 代表取締役 髙橋 光成 676-0021 兵庫県高砂市高砂町朝日町一丁目９番７号 794425468 東播(加健)第401-705 令和4年2月2日 令和10年2月29日 令和4年2月2日
000028 3000154391 志方亭 675-0121 加古川市別府町新野辺北町６丁目４３ 794302988 食肉販売業 一般 新田 稔彦 東播(加健)第427-35 令和4年2月2日 令和10年2月29日 令和4年2月2日
000028 3000154423 セブン－イレブン高砂北浜町　店 671-0123 高砂市北浜町西浜字大歳前４７３－１ 792477756 飲食店営業(4)その他 一般 八幡 百樹 東播(加健)第401-643 令和5年2月1日 令和12年2月28日 令和5年2月1日
000028 3000154445 Ｊｕｓｔｉｎ　ｐｒｉｎｃｅｓｓ 675-0065 加古川市加古川町篠原町３７シャトレドゥオール　４Ｂ 794221199 飲食店営業(4)その他 一般 永𠮷 絵里奈 東播(加健)第401-766 令和4年2月22日 令和10年2月29日 令和4年2月22日
000028 3000154457 カフェ　アルクレード 675-0027 加古川市尾上町今福７１－２ミクちゃんガイア加古川　ジョイパーク店内 794248831 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社アルクレード 代表取締役 小峠 鉄也 661-0976 兵庫県尼崎市潮江五丁目２番１５－１３０７号 664238735 東播(加健)第401-771 令和4年2月25日 令和10年2月29日 令和4年2月25日
000028 3000154469 デイリーヤマザキジョイパーク加古川店 675-0027 加古川市尾上町今福７１ジョイパーク加古川内 794210110 飲食店営業(4)その他 一般 石田 髙慶 東播(加健)第401-735 令和4年2月14日 令和10年2月29日 令和4年2月14日
000028 3000154473 スナック　好美 675-0066 加古川市加古川町寺家町３６２－１ビアンテビル１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 池島 由喜江 東播(加健)第401-759 令和4年2月21日 令和10年2月29日 令和4年2月21日
000028 3000154481 ウィルフーズ　セントラルキッチン　稲美町店 675-1112 加古郡稲美町六分一１１７８－３９７ 794906330 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ウィルフーズ株式会社 代表取締役 迫井 圭二 672-8045 兵庫県姫路市飾磨区中野田一丁目２１番地 792359400 東播(加健)第401-644 令和4年1月19日 令和10年2月29日 令和4年1月19日
000028 3000154507 （株）神戸製鋼所　加古川製鉄所  表面処理(ＣＣＷ受託) 675-0137 加古川市金沢町１番地 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第402-125 令和3年2月4日 令和8年2月28日 平成27年12月22日
000028 3000154551 とれぴち兵庫７ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 魚介類販売業 自動車 兵庫県漁業協同組合連合会 代表理事 山田 隆義 673-0883 兵庫県明石市中崎１丁目２番３号 789408011 東播(加健)第429-44 令和3年1月19日 令和8年2月28日 平成27年12月25日
000028 3000154558 セブン－イレブンハートインＪＲ加古川駅南口 675-0065 加古川市加古川町篠原町３０－１ 794568821 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット 代表取締役 中西 豊 661-0976 兵庫県尼崎市潮江一丁目２番１２号 649609819 東播(加健)第401-699 令和4年2月2日 令和10年2月29日 令和4年2月2日
000028 3000154585 季節野菜炭焼料理　花房 675-0039 加古川市加古川町粟津１０６８ 794357778 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 花房 慎吾 東播(加健)第401-682 令和4年1月27日 令和10年2月29日 令和4年1月27日
000028 3000154717 居酒屋よしだ 675-0066 加古川市加古川町寺家町１５１－２７ 794558555 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 本吉 富美雄 東播(加健)第401-707 令和4年2月3日 令和10年2月29日 令和4年2月3日



000028 3000154762 さつきカフェ 675-0045 加古川市西神吉町岸２２４番地パラディさつき苑 794311780 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人松波福祉会 理事長 小島 芳夫 676-0023 兵庫県高砂市高砂町松波町４４０番５ 794430070 東播(加健)第401-666 令和4年1月21日 令和11年2月28日 令和4年1月21日
000028 3000154797 エーム７３５５ 675-0061 加古川市加古川町大野１５３０ 794541733 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 エームサービス株式会社 代表取締役 小谷 周 107-0052 東京都港区赤坂２丁目２３番１号 362347522 東播(加健)第401-655 令和5年2月2日 令和12年2月28日 令和5年2月2日
000028 3000154798 エーム７３５５ 675-0061 加古川市加古川町大野１５３０ 794541733 菓子製造業 一般 エームサービス株式会社 代表取締役 小谷 周 107-0052 東京都港区赤坂２丁目２３番１号 362347522 東播(加健)第410-61 令和5年2月2日 令和12年2月28日 令和5年2月2日
000028 3000154823 日本酒ワイン酒場　阿吽 675-0064 加古川市加古川町溝之口７２２ 794272800 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 花房 孝樹 東播(加健)第401-668 令和4年1月24日 令和10年2月29日 令和4年1月24日
000028 3000154838 ケンタッキーフライドチキン加古川店 675-0065 加古川市加古川町篠原町１－１３ 794292475 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 代表取締役 判治 孝之 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目４番５号 453070700 東播(加健)第401-673 令和4年1月25日 令和11年2月28日 令和4年1月25日
000028 3000154863 純 675-1204 加古川市八幡町上西条１１４９ 794386260 食肉販売業 一般 田中 祐紀 東播(加健)第427-39 令和4年2月18日 令和10年2月29日 令和4年2月18日
000028 3000154905 ＳＮＡＣＫ　ＳＨＩＡＷＡＳＥ 675-0065 加古川市加古川町篠原町３番地の７シャトレドゥオール６－Ｂ 飲食店営業(4)その他 一般 ＩＷＡＯ ＡＬＭＥＬＩＮＤＡ 東播(加健)第401-653 令和4年1月19日 令和10年2月29日 令和4年1月19日
000028 3000154912 スナック　レジェンド 676-0804 高砂市美保里２５－２０サンシャイン９１ ３０１号 794515957 飲食店営業(4)その他 一般 藤井 睦 東播(加健)第401-704 令和4年2月2日 令和10年2月29日 令和4年2月2日
000028 3000154913 ストランド米田店 675-0054 加古川市米田町平津７０４－１ 794319551 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社タツミコーポレーション 代表取締役 李 煥辰 673-0016 兵庫県明石市松の内二丁目３番地の９ 789217772 東播(加健)第401-688 令和4年1月31日 令和11年2月28日 令和4年1月31日
000028 3000154918 (株)シマブンコーポレーション  養田工場　軒下 675-0025 加古川市尾上町養田１７０６ 794233868 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第402-124 令和3年2月4日 令和8年2月28日 平成28年2月1日
000028 3000154940 神戸製鋼　加古川　運輸センター（２２４） 675-0137 加古川市金沢町１ 喫茶店営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第402-119 令和3年1月21日 令和8年2月28日 平成28年2月1日
000028 3000154942 神戸製鋼　加古川　１４番西岸壁（２０８） 675-0137 加古川市金沢町１ 喫茶店営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第402-118 令和3年1月21日 令和8年2月28日 平成28年2月1日
000028 3000154945 神戸製鋼　加古川　ペレットＮｏ．２（２４９） 675-0137 加古川市金沢町１ 喫茶店営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第402-115 令和3年1月21日 令和8年2月28日 平成28年2月1日
000028 3000154985 来来亭　明石西インター店 675-1112 加古郡稲美町六分一１１７８－３８９ 794966757 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 安田 巳代志 東播(加健)第401-658 令和4年1月20日 令和10年2月29日 令和4年1月20日
000028 3000155001 ガーランド 675-0031 加古川市加古川町北在家４８９－２ 794251523 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高崎 依真 東播(加健)第401-728 令和4年2月7日 令和10年2月29日 令和4年2月7日
000028 3000155002 就労支援センター　グループ華 675-0033 加古川市加古川町南備後５１－７ 794228087 菓子製造業 一般 株式会社揖龍 代表取締役 松岡 隆介 675-0033 兵庫県加古川市加古川町南備後５１番地の７ 794228087 東播(加健)第403-65 令和4年2月9日 令和10年2月29日 令和4年2月9日
000028 3000155026 千成家　北在家店 675-0031 加古川市加古川町北在家７６０－１ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社千成家 代表取締役 釼持 公一郎 672-8035 兵庫県姫路市飾磨区中島庄助新田３３５０番地 792431708 東播(加健)第401-736 令和4年2月14日 令和10年2月29日 令和4年2月14日
000028 3000155050 Ｌｅ　Ｐｅｔｉｔ　Ｂａｒ 675-0066 加古川市加古川町寺家町３６２－１－１ビアンテビル　１Ｆ 794221239 飲食店営業(4)その他 一般 増田 治美 東播(加健)第401-772 令和4年2月25日 令和10年2月29日 令和4年2月25日
000028 3000155096 株式会社Ｇ－７ミートテラバヤシ　東加古川店 675-0115 加古川市平岡町一色７８７－３２ 794354129 食肉販売業 一般 株式会社Ｇ－７ミートテラバヤシ 代表取締役 玉木 功 221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町７番地１５ 454514129 東播(加健)第427-40 令和4年2月18日 令和11年2月28日 令和4年2月18日
000028 3000155116 鉄板居酒屋　花菖蒲 676-0051 高砂市高砂町横町１０６６ 794558878 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 白川 幸子 東播(加健)第401-717 令和4年2月4日 令和10年2月29日 令和4年2月4日
000028 3000155278 ニシカワ食品（株）ストレートショップ 675-0016 加古川市野口町長砂８５７－５ 794268781 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー ニシカワ食品株式会社 代表取締役 西川 廣 675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂７９９ 794261000 東播(加健)第420-11 令和3年1月27日 令和8年2月28日 平成28年2月22日
000028 3000155283 ごえん 675-0022 加古川市尾上町口里６０３番地の５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ごえん 代表取締役 竹田 博海 675-0022 兵庫県加古川市尾上町口里６０３番地の５ 794401955 東播(加健)第401-719 令和4年2月7日 令和10年2月29日 令和4年2月7日
000028 3000155289 播磨水産　稲美国岡店 675-1115 加古郡稲美町国岡６丁目１７３番地 794923327 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 播磨フードサービス株式会社 代表取締役 長澤 達雄 675-1125 兵庫県加古郡稲美町和田２７２番地の３ 794925553 東播(加健)第401-693 令和4年2月1日 令和10年2月29日 令和4年2月1日
000028 3000155306 小料理酒房　みやもと 675-0066 加古川市加古川町寺家町３６２－１－１３ 794903315 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮本 佳代子 東播(加健)第401-760 令和4年2月21日 令和10年2月29日 令和4年2月21日
000028 3000155331 セブン－イレブン播磨本荘４丁目店 675-0154 加古郡播磨町本荘４丁目１１－３６ 794357611 飲食店営業(4)その他 一般 谷本 雅和 東播(加健)第401-690 令和4年1月31日 令和10年2月29日 令和4年1月31日
000028 3000155462 和ごころダイニング　ときの家 675-1112 加古郡稲美町六分一１１７８番９３５ 794906222 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ジャポネックス 取締役 迫井 圭二 672-8045 兵庫県姫路市飾磨区中野田一丁目２１番地 792357200 東播(加健)第401-750 令和4年2月17日 令和10年2月29日 令和4年2月17日
000028 3000155520 りーふ 676-0814 高砂市春日野町２９６７－１ 飲食店営業(4)その他 一般 酒伊 朋子 東播(加健)第401-162 令和4年5月31日 令和10年5月31日 令和4年5月31日
000028 3000155523 ゆっこ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 松岡 結衣 東播(加健)第403-9 令和3年4月21日 令和8年5月31日 平成28年3月1日
000028 3000155526 すなっく　うさぎ 675-0156 加古郡播磨町東本荘２丁目７－１２ 794359441 飲食店営業(4)その他 一般 本上 真巳 東播(加健)第401-133 令和4年5月18日 令和10年5月31日 令和4年5月18日
000028 3000155563 ＨＡＵ’ＯＬＩ　ＣＲＥＰＥ 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１イオン加古川店１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 メヘタ リッキー 東播(加健)第401-78 令和4年5月6日 令和11年5月31日 令和4年5月6日
000028 3000155579 明石風たこ焼き　ローザ 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１イオン加古川店１Ｆ 794252282 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ローザ 代表取締役 岡本 充博 675-0039 兵庫県加古川市加古川町粟津７８６番地の８ 794241972 東播(加健)第401-35 令和4年4月22日 令和10年5月31日 令和4年4月22日
000028 3000155602 紋度 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１ 794252283 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社紋度 代表取締役 後藤 修司 675-0017 兵庫県加古川市野口町良野１４１－１０ 794241527 東播(加健)第401-36 令和4年4月22日 令和10年5月31日 令和4年4月22日
000028 3000155606 サイゼリヤ　加古川ニッケパークタウン店 675-0066 加古川市加古川町寺家町１７３－１ニッケパークタウン東館１Ｆ 794566078 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社サイゼリヤ 代表取締役 正垣 泰彦 342-0008 埼玉県吉川市旭２－５ 489919611 東播(加健)第401-23 令和5年4月14日 令和12年5月31日 令和5年4月14日
000028 3000155621 ボンマルシェ志方店 675-0321 加古川市志方町志方町字馬場田１４７９－２ 794523630 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社銀ビルストアー 代表取締役 大塚 英木 670-0912 兵庫県姫路市南町３１番地 792880001 東播(加健)第401-35 令和5年4月18日 令和12年5月31日 令和5年4月18日
000028 3000155622 ボンマルシェ志方店 675-0321 加古川市志方町志方町字馬場田１４７９－２ 794523630 食肉販売業 一般 株式会社銀ビルストアー 代表取締役 大塚 英木 670-0912 兵庫県姫路市南町３１番地 792880001 東播(加健)第403-1 令和5年4月18日 令和12年5月31日 令和5年4月18日
000028 3000155623 ボンマルシェ志方店 675-0321 加古川市志方町志方町字馬場田１４７９－２ 794523630 魚介類販売業 一般 株式会社銀ビルストアー 代表取締役 大塚 英木 670-0912 兵庫県姫路市南町３１番地 792880001 東播(加健)第404-3 令和5年4月18日 令和12年5月31日 令和5年4月18日
000028 3000155691 株式会社　大浦ミート 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社大浦ミート 代表取締役 大浦 達也 675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町１３０６番地 794524038 東播(加健)第401-163 令和3年5月26日 令和8年5月31日 平成28年3月14日
000028 3000155727 ひろ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 橋本 廣行 東播(加健)第401-126 令和3年5月19日 令和8年5月31日 平成28年3月16日
000028 3000155736 酒処　和ん家 675-1103 加古郡稲美町野谷１０２－６ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 畑 多鶴子 東播(加健)第401-17 令和4年4月12日 令和11年5月31日 令和4年4月12日
000028 3000155745 神戸製鋼　加古川　鋼片加工センター 675-0137 加古川市金沢町１ 794361114 喫茶店営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第402-4 令和3年5月20日 令和8年5月31日 平成28年3月17日
000028 3000155751 心音 675-1221 加古川市平荘町山角１１９－３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高松 幸代 東播(加健)第401-151 令和4年5月23日 令和10年5月31日 令和4年5月23日
000028 3000155764 加古川西公民館　喫茶コーナー 675-0054 加古川市米田町平津３８４－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 公益社団法人加古川市シルバー人材センター 代表理事 市村 裕幸 675-0067 兵庫県加古川市加古川町河原４５３番地の１５ 794211207 東播(加健)第401-85 令和4年5月6日 令和10年5月31日 令和4年5月6日
000028 3000155765 加古川市斎場 675-1211 加古川市上荘町白沢２５９－２７ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社前田食品 代表取締役 前田 一秀 675-0037 兵庫県加古川市加古川町本町５１７番地の１ 794230540 東播(加健)第401-51 令和4年4月27日 令和11年5月31日 令和4年4月27日
000028 3000155798 コーヒーサロン　塩本 675-0131 加古川市別府町新野辺２６８０ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 塩本 有子 東播(加健)第401-81 令和4年5月6日 令和10年5月31日 令和4年5月6日
000028 3000155840 フレッシュフィッシュ　シブタニ 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１ 794250198 魚介類販売業 一般 堂脇 敬史 東播(加健)第404-7 令和4年5月12日 令和10年5月31日 令和4年5月12日
000028 3000155922 クーズコンセルボ東加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２８０－８グランヴィラモリタ 794214773 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社オカノベーカリー 代表取締役 岡野 吉純 671-0234 兵庫県姫路市御国野町国分寺３９１番地 792539630 東播(加健)第401-106 令和4年5月12日 令和10年5月31日 令和4年5月12日
000028 3000155923 クーズコンセルボ東加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２８０－８グランヴィラモリタ 794214773 菓子製造業 一般 株式会社オカノベーカリー 代表取締役 岡野 吉純 671-0234 兵庫県姫路市御国野町国分寺３９１番地 792539630 東播(加健)第410-13 令和4年5月12日 令和10年5月31日 令和4年5月12日
000028 3000155944 ジョニーのからあげ　加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７１－１二番館ビル１Ｆ 794220421 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡村 智美 東播(加健)第401-169 令和4年5月26日 令和10年5月31日 令和4年5月26日
000028 3000155964 株式会社籠谷　浜風第２工場 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目９番２１号 794428388 そうざい製造業 一般 株式会社籠谷 代表取締役 小畑 成久 676-0005 兵庫県高砂市荒井町御旅２丁目１番１７号 794422405 東播(加健)第424-5 令和4年5月26日 令和10年5月31日 令和4年5月26日
000028 3000155966 ＣＡＦＥ　ＭＥＭＥ 675-1215 加古川市上荘町都台３丁目１１－９ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木内 めぐみ 東播(加健)第401-86 令和4年5月9日 令和10年5月31日 令和4年5月9日
000028 3000155967 ＣＡＦＥ　ＭＥＭＥ 675-1215 加古川市上荘町都台３丁目１１－９ 菓子製造業 一般 木内 めぐみ 東播(加健)第410-11 令和4年5月9日 令和10年5月31日 令和4年5月9日
000028 3000155985 株式会社ＪＦＥプラントエンジ播磨寮食堂 675-0160 加古郡播磨町西野添２丁目７番２２号 789425426 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社とくしま 代表取締役 大西 政雄 654-0009 兵庫県神戸市須磨区板宿町三丁目７番２４号 787426067 東播(加健)第401-134 令和4年5月18日 令和10年5月31日 令和4年5月18日
000028 3000156022 マリポサ 675-0021 加古川市尾上町安田１１２－１ 794275054 飲食店営業(4)その他 露店 安田 裕計 東播(加健)第401-57 令和3年4月28日 令和8年5月31日 平成28年3月30日
000028 3000156033 別府西小学校 675-0121 加古川市別府町新野辺５７４－１７５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日本国民食株式会社 代表取締役 市川 敏一 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町二丁目４番３号 368614499 東播(加健)第401-59 令和5年4月21日 令和12年5月31日 令和5年4月21日
000028 3000156041 名田珈琲功房　平岡公民館 675-0104 加古川市平岡町土山６９９－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 名田 弘之 東播(加健)第401-173 令和4年5月26日 令和10年5月31日 令和4年5月26日
000028 3000156093 マックスバリュ古宮店 675-0163 加古郡播磨町古宮六丁目１１番３４号 789492170 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第404-1 令和4年4月18日 令和10年5月31日 令和4年4月18日
000028 3000156097 加古川市立鳩里小学校 675-0034 加古川市加古川町稲屋８１番地 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番２０号 664588801 東播(加健)第401-76 令和5年4月27日 令和12年5月31日 令和5年4月27日
000028 3000156098 加古川市立浜の宮小学校 675-0022 加古川市尾上町口里７７０－３７ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番２０号 664588801 東播(加健)第401-75 令和5年4月27日 令和11年5月31日 令和5年4月27日
000028 3000156113 虎太郎 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２８０－４幸平ビル１Ｆ 794240779 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中谷 三郎 東播(加健)第401-75 令和4年5月2日 令和10年5月31日 令和4年5月2日
000028 3000156116 ＢＡＲ　３７５８ 675-0066 加古川市加古川町寺家町３６３－１２ビアンテ２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 小林 雄一 東播(加健)第401-159 令和4年5月25日 令和10年5月31日 令和4年5月25日
000028 3000156138 かぐや 675-1113 加古郡稲美町岡１２６４－２ 飲食店営業(4)その他 一般 竹中 芳子 東播(加健)第401-115 令和4年5月16日 令和10年5月31日 令和4年5月16日
000028 3000156167 なかよ志 675-0026 加古川市尾上町旭２丁目６６－２ヴィーナスプラザ２０１ 794262273 飲食店営業(4)その他 一般 平井 代志美 東播(加健)第401-84 令和4年5月6日 令和10年5月31日 令和4年5月6日
000028 3000156173 トーホーストアＢｉＶｉ土山店 675-0158 加古郡播磨町北野添２丁目１番２号ＢｉＶｉ土山　1Ｆ 789423777 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社トーホーストア 代表取締役 橋本 博文 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西五丁目９番 788452412 東播(加健)第401-78 令和5年4月28日 令和12年5月31日 令和5年4月28日
000028 3000156174 トーホーストアＢｉＶｉ土山店 675-0158 加古郡播磨町北野添２丁目１番２号ＢｉＶｉ土山　1Ｆ 789423777 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社トーホーストア 代表取締役 橋本 博文 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西五丁目９番 788452412 東播(加健)第401-79 令和5年4月28日 令和12年5月31日 令和5年4月28日
000028 3000156206 株式会社Ｇ－７ミートテラバヤシ　新高砂店 676-0808 高砂市神爪３丁目１番１号 食肉販売業 一般 株式会社Ｇ－７ミートテラバヤシ 代表取締役 玉木 功 221-0056 神奈川県横浜市神奈川区金港町７番地１５ 454514129 東播(加健)第403-9 令和4年5月24日 令和11年5月31日 令和4年5月24日
000028 3000156261 夢坊主 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 納庄 昌平 東播(加健)第401-46 令和3年4月28日 令和8年5月31日 平成28年4月14日
000028 3000156315 みらくる 675-0122 加古川市別府町別府５９９－２オグラビル２０２ 794360688 飲食店営業(4)その他 一般 野内 美咲 東播(加健)第401-179 令和4年5月27日 令和10年5月31日 令和4年5月27日
000028 3000156323 ｇｒｏｕ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７１－８フレンドビル５Ｆ 794251213 飲食店営業(4)その他 一般 筒井 利枝 東播(加健)第401-168 令和4年5月26日 令和10年5月31日 令和4年5月26日
000028 3000156329 ファミリーマート　加古川平岡店 675-0101 加古川市平岡町新在家４６２－１ 794548785 飲食店営業(4)その他 一般 蓮室 眞二 東播(加健)第401-93 令和4年5月10日 令和10年5月31日 令和4年5月10日
000028 3000156348 ＰＬＵＭＰ 676-0016 高砂市荒井町扇町１３－２２ 飲食店営業(4)その他 一般 ＴＳＵＫＡＭＯＴＯ ＣＲＩＳＴＩＮＡ　ＳＩＳＴＥＲ 東播(加健)第401-164 令和4年5月31日 令和10年5月31日 令和4年5月31日
000028 3000156363 カラオケ喫茶　演ジェル 675-0147 加古郡播磨町南大中二丁目９－２５　中西ビル２Ｆ 794558239 飲食店営業(4)その他 一般 井澤 悦子 東播(加健)第401-62 令和4年5月2日 令和10年5月31日 令和4年5月2日
000028 3000156382 スナック　麻いろ 676-0001 高砂市中島２丁目３－１４第３みふくビル１０１号 飲食店営業(4)その他 一般 北田 麻利子 東播(加健)第401-146 令和4年5月20日 令和10年5月31日 令和4年5月20日
000028 3000156436 わかば学園 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店 特定非営利活動法人わかば福祉会 理事 久保田 静子 675-0025 兵庫県加古川市尾上町養田３５１番地の４ 794242002 東播(加健)第401-41 令和3年4月25日 令和8年5月31日 平成28年4月22日
000028 3000156446 きみたんキッチン 676-0071 高砂市伊保東２丁目４番８号 794476997 飲食店営業(4)その他 一般 原 喜代美 東播(加健)第401-77 令和4年5月6日 令和10年5月31日 令和4年5月6日
000028 3000156462 ビッグママ 675-1103 加古郡稲美町野谷２１６－４ 794955322 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ビッグママ 代表取締役 大村 拓也 675-1103 兵庫県加古郡稲美町野谷２１６番地の４ 794955322 東播(加健)第401-120 令和4年5月17日 令和10年5月31日 令和4年5月17日
000028 3000156464 ビッグママ 675-1103 加古郡稲美町野谷２１６－４ 794955322 アイスクリーム類製造業 一般 株式会社ビッグママ 代表取締役 大村 拓也 675-1103 兵庫県加古郡稲美町野谷２１６番地の４ 794955322 東播(加健)第411-1 令和4年5月17日 令和10年5月31日 令和4年5月17日
000028 3000156484 ラー麺　ずんどう屋　高砂店 676-0001 高砂市中島１丁目１５ 794518451 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＺＵＮＤ 代表取締役 馬場 紳介 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋四丁目８番１３号 663548001 東播(加健)第401-166 令和4年5月31日 令和10年5月31日 令和4年5月31日
000028 3000156546 たけ正 675-0147 加古郡播磨町南大中２丁目６－３９ 794377002 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 竹下 正春 東播(加健)第401-63 令和4年5月2日 令和10年5月31日 令和4年5月2日
000028 3000156567 Ｂｏｕｚｕ　ｃａｆｅ  ／Ｂａｒ　Ｋｉｓｅｋｉｎｏ－ｉｍａ 675-0064 加古川市加古川町溝之口７３番地の９ＭＫコンプレックスビル２Ｆ 794557378 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社けんしん 代表取締役 木村 洋子 675-0064 兵庫県加古川市加古川町溝之口７３番地の９ 794558333 東播(加健)第401-161 令和4年5月26日 令和10年5月31日 令和4年5月26日
000028 3000156574 キッサコ　ノンヤ 676-0064 高砂市高砂町北本町１１０６－３ 794431588 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 光永 ひとみ 東播(加健)第401-68 令和4年5月2日 令和10年5月31日 令和4年5月2日
000028 3000156579 杉森商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 杉森 公三 東播(加健)第401-166 令和3年5月26日 令和8年5月31日 平成28年5月6日
000028 3000156580 井上商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 井上 史雄 東播(加健)第401-167 令和3年5月26日 令和8年5月31日 平成28年5月6日
000028 3000156601 カフェ　ステラ 676-0804 高砂市美保里７－７ 794558352 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 坂本 清子 東播(加健)第401-163 令和4年5月31日 令和10年5月31日 令和4年5月31日
000028 3000156605 さつま亭 675-0111 加古川市平岡町二俣３６０－７ 794370678 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 野中 富美子 東播(加健)第401-46 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 3000156613 斉藤商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 斉藤 奈央 東播(加健)第401-135 令和3年5月19日 令和8年5月31日 平成28年5月10日
000028 3000156654 みどり工房。 675-0044 加古川市西神吉町大国７５番地２ 794338551 菓子製造業 一般 有限会社グリーンハーベストジャパン 代表取締役 山本 由美 675-0044 兵庫県加古川市西神吉町大国７５番地２ 794338551 東播(加健)第410-17 令和4年5月18日 令和10年5月31日 令和4年5月18日
000028 3000156658 ロージーカフェ 675-0066 加古川市加古川町寺家町６６－１５ 794275239 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 柚原 雅人 東播(加健)第401-43 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 3000156692 大だいこ 675-0018 加古川市野口町坂元１０５－１ 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社大だいこ 代表取締役 中田 優則 675-0011 兵庫県加古川市野口町北野６９番地の２ 794397011 東播(加健)第401-128 令和3年5月19日 令和8年5月31日 平成28年5月16日
000028 3000156693 大だいこ 675-0021 加古川市尾上町安田４８０ 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社大だいこ 代表取締役 中田 優則 675-0011 兵庫県加古川市野口町北野６９番地の２ 794397011 東播(加健)第401-129 令和3年5月19日 令和8年5月31日 平成28年5月16日
000028 3000156718 株式会社八幡電機製作所　加古川  １Ｆ現場（ＣＣＷ受託） 675-1204 加古川市八幡町上西条１１４９ 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第402-2 令和3年5月18日 令和8年5月31日 平成28年5月16日
000028 3000156733 大だいこ 675-0005 加古川市神野町石守４７１－６ 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社大だいこ 代表取締役 中田 優則 675-0011 兵庫県加古川市野口町北野６９番地の２ 794397011 東播(加健)第401-511 令和4年11月14日 令和9年11月30日 令和4年11月14日
000028 3000156799 蓬生庵 675-0157 加古郡播磨町上野添２丁目２－１であいの森パークセンター内 789446040 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一般財団法人播磨町臨海管理センター 代表理事 三村 隆史 675-0154 兵庫県加古郡播磨町本荘７０番の１播磨町総合体育館内 794372088 東播(加健)第401-119 令和4年5月17日 令和10年5月31日 令和4年5月17日
000028 3000156859 輝商事 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 行武 則子 東播(加健)第401-136 令和3年5月19日 令和8年5月31日 平成28年5月24日
000028 3000156865 いづみ 675-0101 加古川市平岡町新在家１３７２－１ 794268668 飲食店営業(4)その他 一般 外川 ひろみ 東播(加健)第401-129 令和4年5月18日 令和10年5月31日 令和4年5月18日
000028 3000156930 有機茶房ごえん 675-0062 加古川市加古川町美乃利７０６－１森本ビル１階 794557775 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一般社団法人ごえん 代表理事 黒木 亜野 675-0036 兵庫県加古川市加古川町西河原５６番地の１ 794223035 東播(加健)第401-136 令和4年5月18日 令和10年5月31日 令和4年5月18日
000028 3000156931 有機茶房ごえん 675-0062 加古川市加古川町美乃利７０６－１森本ビル１階 794557775 菓子製造業 一般 一般社団法人ごえん 代表理事 黒木 亜野 675-0036 兵庫県加古川市加古川町西河原５６番地の１ 794223035 東播(加健)第410-19 令和4年5月18日 令和10年5月31日 令和4年5月18日
000028 3000156946 炭火焼鳥ロクハン 675-0066 加古川市加古川町寺家町３６２－１じけまちビアンテビル１Ｆ１１４号 794558848 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 古田 龍志 東播(加健)第401-138 令和4年5月19日 令和10年5月31日 令和4年5月19日
000028 3000156959 サービス付き高齢者向け住宅　ひなたぼっこ 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀１８８２番地 794515204 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ひなたぼっこ株式会社 代表取締役 木和田 杏 676-0827 兵庫県高砂市阿弥陀町阿弥陀１８８２番地 794515204 東播(加健)第401-103 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 3000156967 タリーズコーヒー　加古川中央市民病院店 675-0037 加古川市加古川町本町４３９番地加古川中央市民病院　病院棟１階 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社圓陣 代表取締役 井上 貴博 675-0027 兵庫県加古川市尾上町今福４６２番地の１ 794271781 東播(加健)第401-44 令和5年4月19日 令和12年5月31日 令和5年4月19日
000028 3000157041 ｐｉｑｕｅ－ｎｉｑｕｅ  （ピクニック） 675-1112 加古郡稲美町六分一１２０９－３５２ 菓子製造業 一般 池田 恵利奈 東播(加健)第410-30 令和4年8月8日 令和10年8月31日 令和4年8月8日
000028 3000157049 イセダ屋加古川店 675-0122 加古川市別府町別府５４３番地１ 794353400 魚介類販売業 一般 株式会社イセダ屋 代表取締役 伊勢田 大樹 672-8071 兵庫県姫路市飾磨区構四丁目５５番地 792334480 東播(加健)第404-12 令和4年8月22日 令和10年8月31日 令和4年8月22日
000028 3000157059 杉本千鶴子商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 杉本 千鶴子 東播(加健)第401-216 令和3年7月6日 令和8年8月31日 令和3年7月6日
000028 3000157079 Ｍ＠Ｃ 675-0123 加古川市別府町朝日町２２ 飲食店営業(4)その他 一般 田原 幹也 東播(加健)第401-313 令和4年8月4日 令和10年8月31日 令和4年8月4日
000028 3000157136 宴や　ねごと 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 下川 道也 東播(加健)第401-371 令和3年8月31日 令和8年8月31日 令和3年8月31日
000028 3000157137 炭火やきとり大衆酒場　どうどう堂 675-0101 加古川市平岡町新在家３丁目２８１アドニス２１　１階３号 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 道清 公規 東播(加健)第401-365 令和3年8月31日 令和9年8月31日 令和3年8月31日
000028 3000157156 寿々 675-0101 加古川市平岡町新在家２１２４－６ 794902288 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山﨑 雅弘 東播(加健)第401-214 令和4年7月5日 令和10年8月31日 令和4年7月5日
000028 3000157165 ラーメンまこと屋　加古郡播磨店 675-0160 加古郡播磨町西野添２丁目３－１２ 789425554 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社マコトフードサービス 代表取締役 笠井 政志 553-0006 大阪府大阪市福島区吉野五丁目４番２３号 664613311 東播(加健)第401-298 令和4年8月1日 令和10年8月31日 令和4年8月1日
000028 3000157169 豪快！！お肉とお魚ダイニングＪＵ 675-0101 加古川市平岡町新在家２－２６４－４メゾン東加古川１０４ 794233310 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷口 誠彦 東播(加健)第401-268 令和4年7月22日 令和10年8月31日 令和4年7月22日
000028 3000157170 エーム４４４１（３Ｆ） 675-0037 加古川市加古川町本町４３９加古川中央市民病院内 794516315 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 エームサービス株式会社 代表取締役 小谷 周 107-0052 東京都港区赤坂二丁目２３番１号 362347522 東播(加健)第401-203 平成28年6月14日 令和5年8月31日 平成28年6月14日
000028 3000157171 エーム４４４１（５Ｆ） 675-0037 加古川市加古川町本町４３９加古川中央市民病院内 794516315 飲食店営業(4)その他 一般 エームサービス株式会社 代表取締役 小谷 周 107-0052 東京都港区赤坂二丁目２３番１号 362347522 東播(加健)第401-204 平成28年6月14日 令和5年8月31日 平成28年6月14日
000028 3000157178 ムサシオープンデパート 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社ムサシ 代表取締役 岡本 篤 675-1201 兵庫県加古川市八幡町宗佐１４４０番地の３ 794386611 東播(加健)第401-339 令和3年8月30日 令和8年8月31日 令和3年8月30日
000028 3000157246 宴や　ねごと 676-0051 高砂市高砂町横町１０４５ 794430222 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ベストシステム 代表取締役 下川 道也 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町１０４５番地 794430222 東播(加健)第401-325 令和4年8月9日 令和10年8月31日 令和4年8月9日



000028 3000157247 宴や　ねごと 676-0051 高砂市高砂町横町１０４５ 794430222 食肉販売業 一般 株式会社ベストシステム 代表取締役 下川 道也 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町１０４５番地 794430222 東播(加健)第403-18 令和4年8月9日 令和10年8月31日 令和4年8月9日
000028 3000157254 ＣＡＦＥ　ＯＨＡＮＡ 675-0046 加古川市西神吉町辻４１５－１ 794515628 飲食店営業(4)その他 一般 門積 義行 東播(加健)第401-288 令和4年7月28日 令和10年8月31日 令和4年7月28日
000028 3000157258 安曇野食品工房株式会社　兵庫工場 675-0103 加古川市平岡町高畑５２０－２６ 794234147 乳製品製造業 一般 安曇野食品工房株式会社 代表取締役 大谷 俊介 399-0033 長野県松本市大字笹賀５６５２番地 263263860 東播(加健)第423-1 平成28年6月10日 令和5年8月31日 平成28年6月10日
000028 3000157259 安曇野食品工房株式会社　兵庫工場 675-0103 加古川市平岡町高畑５２０－２６ 794234147 清涼飲料水製造業 一般 安曇野食品工房株式会社 代表取締役 大谷 俊介 399-0033 長野県松本市大字笹賀５６５２番地 263263860 東播(加健)第405-1 平成28年6月10日 令和5年8月31日 平成28年6月10日
000028 3000157303 鶏楽処　びんた 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 長谷川 由香理 東播(加健)第401-276 令和3年7月30日 令和8年8月31日 令和3年7月30日
000028 3000157316 ＫＡＲＡＯＫＥ　ＰＵＢ　ＭＡＣＫＹ 675-0065 加古川市加古川町篠原町３－７ヤング開発ビルシャトレドゥオール５Ｆ－ＢＣ 794903210 飲食店営業(4)その他 一般 牧野 吉記 東播(加健)第401-296 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日
000028 3000157348 旬菜ＫＩＴＣＨＥＮ　ＢａｎＳａｉ 675-0150 加古郡播磨町南野添１丁目３－２７北村ビル１Ｆ　Ｂ号室 794410831 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 青木 久詞 東播(加健)第401-260 令和4年7月21日 令和10年8月31日 令和4年7月21日
000028 3000157349 ジャジャ馬 675-0150 加古郡播磨町南野添３丁目９－１１サニーハイツ松ノ内１０１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小野 三津子 東播(加健)第401-277 令和4年8月1日 令和10年8月31日 令和4年8月1日
000028 3000157385 みのり 675-0067 加古川市加古川町河原１７８－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 熟山 竜一 東播(加健)第401-364 令和4年8月24日 令和10年8月31日 令和4年8月24日
000028 3000157386 ローソン　加古川中央市民病院店 675-0037 加古川市加古川町本町４３９番１階加古川中央市民病院 794241900 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社吉祥 代表取締役 中原 丈司 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２２０６番地 794330159 東播(加健)第401-237 平成28年6月27日 令和5年8月31日 平成28年6月27日
000028 3000157426 ふるかふぇ処　満天堂 675-0058 加古川市東神吉町天下原３２２－３ 794311193 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山脇 徹 東播(加健)第401-244 令和4年7月19日 令和10年8月31日 令和4年7月19日
000028 3000157540 和崇庵 675-0054 加古川市米田町平津６５５番地 794341177 飲食店営業(4)その他 一般 ジョルナーレ株式会社 代表取締役 川井 規宏 675-0054 兵庫県加古川市米田町平津６５５番地 794341177 東播(加健)第401-290 令和4年7月28日 令和10年8月31日 令和4年7月28日
000028 3000157585 カラオケバ－　ゆうの 676-0815 高砂市阿弥陀１丁目６－１２　１Ｆ 794417988 飲食店営業(4)その他 一般 関口 望 東播(加健)第401-329 令和4年8月10日 令和10年8月31日 令和4年8月10日
000028 3000157614 アトム 675-0313 加古川市志方町投松３９５－１ 794526330 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松本 崇志 東播(加健)第401-356 令和4年8月22日 令和10年8月31日 令和4年8月22日
000028 3000157659 ファミリーマート別府北店 675-0122 加古川市別府町別府９４６ 794413182 飲食店営業(4)その他 一般 井上 義尊 東播(加健)第401-304 令和4年8月2日 令和10年8月31日 令和4年8月2日
000028 3000157690 ＤＩＶＩＮＧ　ＳＣＨＯＯＬ　ＫＡＮＡＵ 675-0025 加古川市尾上町養田１３９６－２ 794419556 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社カナウ 代表取締役 河口 千弥 675-0025 兵庫県加古川市尾上町養田１３９６番地の２ 794419556 東播(加健)第401-279 令和4年7月27日 令和10年8月31日 令和4年7月27日
000028 3000157695 秀月堂 675-1232 加古川市平荘町里２０２ 794280036 菓子製造業 一般 岩本 百合子 東播(加健)第410-34 令和4年8月19日 令和10年8月31日 令和4年8月19日
000028 3000157737 セブンイレブン高砂神爪店 676-0808 高砂市神爪１丁目１３－２３ 794327013 飲食店営業(4)その他 一般 合同会社雅悠 代表社員 中島 雅夫 676-0005 兵庫県高砂市荒井町御旅一丁目２番１号 794437388 東播(加健)第401-331 令和4年8月10日 令和11年8月31日 令和4年8月10日
000028 3000157775 すし居酒屋両国花の舞　東加古川駅前店 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７２番３号東加古川太陽ビル１階 794535060 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 チムニー株式会社 代表取締役 茨田 篤司 130-0014 東京都墨田区亀沢一丁目１番１５号 358392617 東播(加健)第401-321 令和4年8月8日 令和10年8月31日 令和4年8月8日
000028 3000157888 焼肉の牛太　米田店 675-0054 加古川市米田町平津５９８－３ 794332229 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社焼肉の牛太 代表取締役 松田 清治 670-0826 兵庫県姫路市楠町１１３番 792215129 東播(加健)第401-340 令和4年8月16日 令和11年8月31日 令和4年8月16日
000028 3000157911 神野酒場ごんすけ 675-0009 加古川市神野町西条５８４－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 杉 博幸 東播(加健)第401-267 令和4年7月22日 令和10年8月31日 令和4年7月22日
000028 3000157956 米ＦＯＯＤｓラボ 675-0101 加古川市平岡町新在家９５０ルームアシスト１０１号 菓子製造業 一般 白川 忠義 東播(加健)第410-33 令和4年8月18日 令和10年8月31日 令和4年8月18日
000028 3000157957 美翔 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６５－２邦栄ビル１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 坂本 容紫子 東播(加健)第401-272 令和4年7月25日 令和10年8月31日 令和4年7月25日
000028 3000157985 ヘルパーステーション　たけのこ 675-0056 加古川市東神吉町砂部１３３ 794516782 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社たけはな介護・福祉相談支援室 代表取締役 竹花 ゆき子 675-0058 兵庫県加古川市東神吉町天下原１６８番地の３ 794331356 東播(加健)第401-349 令和4年8月18日 令和10年8月31日 令和4年8月18日
000028 3000158026 Ｎ－Ｔｈｅｏｒｙ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店80L Ｎ－Ｔｈｅｏｒｙ株式会社 代表取締役 二宮 琢也 676-0827 兵庫県高砂市阿弥陀町阿弥陀１２２０－１－Ｎ１ 794399905 東播(加健)第401-346 令和3年8月30日 令和8年8月31日 令和3年8月30日
000028 3000158062 辛 676-0022 高砂市高砂町浜田町２－９－１６　１Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 辛 承姫 東播(加健)第401-292 令和4年7月28日 令和10年8月31日 令和4年7月28日
000028 3000158140 やきんど 675-0017 加古川市野口町良野１５８１ 794214438 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 難波 昭太 東播(加健)第401-297 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日
000028 3000158182 セブン－イレブン　ベルデモール加古川店 675-0066 加古川市加古川町寺家町１４１番１ 794540572 飲食店営業(4)その他 一般 木原 馨 東播(加健)第401-370 平成28年8月18日 令和5年8月31日 平成28年8月18日
000028 3000158183 セブン－イレブン　ベルデモール加古川店 675-0066 加古川市加古川町寺家町１４１番１ 794540572 菓子製造業 一般 木原 馨 東播(加健)第403-41 平成28年8月18日 令和5年8月31日 平成28年8月18日
000028 3000158194 ほっともっと稲美国岡店 675-1115 加古郡稲美町国岡２丁目１０－２ 794965537 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社稲光食品 代表取締役 光田 剛 675-1115 兵庫県加古郡稲美町国岡二丁目１０番地の２ 794965537 東播(加健)第401-245 令和4年7月19日 令和10年8月31日 令和4年7月19日
000028 3000158210 セブン－イレブン加古川市役所南店 675-0031 加古川市加古川町北在家２０３４番 794216107 飲食店営業(4)その他 一般 石塚 豊和 東播(加健)第401-275 令和4年7月26日 令和10年8月31日 令和4年7月26日
000028 3000158233 なにわや 675-0054 加古川市米田町平津４５７－５ 794323104 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有馬 泰彦 東播(加健)第401-306 令和4年8月3日 令和10年8月31日 令和4年8月3日
000028 3000158289 末吉 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店40L 土井 和代 東播(加健)第401-278 令和3年8月10日 令和8年8月31日 令和3年8月10日
000028 3000158290 チャーム加古川駅前 675-0065 加古川市加古川町篠原町３００番地 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社テスティパル 代表取締役 藤井 俊成 541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町四丁目３番５号 665356161 東播(加健)第401-385 平成28年8月23日 令和5年8月31日 平成28年8月23日
000028 3000158308 セブン－イレブン　稲美愛宕店 675-1115 加古郡稲美町国岡１丁目９６番 794927175 飲食店営業(4)その他 一般 月田 伸一 東播(加健)第401-341 令和4年8月16日 令和10年8月31日 令和4年8月16日
000028 3000158325 まねきや加古川店 675-0017 加古川市野口町良野５３－１ 794271129 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ナカシマ苑 代表取締役 中島 悦子 671-0123 兵庫県高砂市北浜町西浜１２０５番地の１９ 792542981 東播(加健)第401-264 令和4年7月22日 令和11年8月31日 令和4年7月22日
000028 3000158326 まねきや加古川店 675-0017 加古川市野口町良野５３－１ 794271129 食肉販売業 一般 有限会社ナカシマ苑 代表取締役 中島 悦子 671-0123 兵庫県高砂市北浜町西浜１２０５番地の１９ 792542981 東播(加健)第403-15 令和4年7月22日 令和11年8月31日 令和4年7月22日
000028 3000158349 まねきや 676-0071 高砂市伊保東２丁目２９０－２ 794472981 食肉販売業 一般 有限会社ナカシマ苑 代表取締役 中島 悦子 671-0123 兵庫県高砂市北浜町西浜１２０５番地の１９ 792542981 東播(加健)第403-17 令和4年8月3日 令和10年8月31日 令和4年8月3日
000028 3000158404 心水　（もとみ） 675-0104 加古川市平岡町土山１２２１－１ 789410080 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平郡 美佳 東播(加健)第401-436 令和4年10月20日 令和10年11月30日 令和4年10月20日
000028 3000158406 金山商店 675-0063 加古川市加古川町平野４００奥村ハイツ１０４ 794515458 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 朴 栄強 東播(加健)第401-538 令和4年11月22日 令和10年11月30日 令和4年11月22日
000028 3000158427 エースで４番 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２６０－２３堀ビル１０２ 794257000 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 渋谷 慎樹 東播(加健)第401-554 令和4年11月28日 令和10年11月30日 令和4年11月28日
000028 3000158495 パティスリー　ピケ 675-0024 加古川市尾上町長田４０９－１ 794396486 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川西 正剛 東播(加健)第401-428 令和4年10月19日 令和10年11月30日 令和4年10月19日
000028 3000158496 パティスリー　ピケ 675-0024 加古川市尾上町長田４０９－１ 794396486 菓子製造業 一般 川西 正剛 東播(加健)第410-38 令和4年10月19日 令和10年11月30日 令和4年10月19日
000028 3000158523 お食事処酒処　山田 675-0065 加古川市加古川町篠原町３００リトハ加古川　Ｃ－１０１ 794223215 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山田 實 東播(加健)第401-541 令和4年11月22日 令和10年11月30日 令和4年11月22日
000028 3000158528 Ａ－プライス加古川別府店 675-0122 加古川市別府町別府９４３－１ 794414051 食肉販売業 一般 株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー 代表取締役 田代 光司 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西五丁目９番 788452402 東播(加健)第403-28 令和4年10月18日 令和10年11月30日 令和4年10月18日
000028 3000158529 Ａ－プライス加古川別府店 675-0122 加古川市別府町別府９４３－１ 794414051 魚介類販売業 一般 株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー 代表取締役 田代 光司 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西五丁目９番 788452402 東播(加健)第404-15 令和4年10月18日 令和10年11月30日 令和4年10月18日
000028 3000158533 酔豚嬢 676-0082 高砂市曽根町２５５４ 794463232 飲食店営業(4)その他 一般 萬 龍一 東播(加健)第401-518 令和4年11月17日 令和10年11月30日 令和4年11月17日
000028 3000158535 おにくやちゃん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 村路 誠 東播(加健)第401-446 令和3年10月20日 令和8年11月30日 令和3年10月20日
000028 3000158588 社会福祉法人稲穂会  デイサービスセンター　ＪＡはなかご 675-1105 加古郡稲美町加古２３３５－３ 794965557 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 社会福祉法人稲穂会 理事長 中村 良祐 675-1105 兵庫県加古郡稲美町加古２３３５番３ 794965557 東播(加健)第401-423 令和4年10月18日 令和10年11月30日 令和4年10月18日
000028 3000158602 株式会社稲美乳販（ほわいとろーずふぁーむ） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社稲美乳販 代表取締役 船山 英宣 675-1104 兵庫県加古郡稲美町野寺９３９番地の１ 794950600 東播(加健)第401-482 令和3年11月12日 令和8年11月30日 令和3年11月12日
000028 3000158687 猫カフェ　ｎｙａ－ｇｏ 675-0052 加古川市東神吉町出河原７９３－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 柿坪 秀卓 東播(加健)第401-453 令和4年10月26日 令和10年11月30日 令和4年10月26日
000028 3000158712 Ｓｈａｎｔｉ 676-0804 高砂市美保里２５－２０　サンシャインビル２０６ 飲食店営業(4)その他 一般 折山 美貴 東播(加健)第401-536 令和4年11月22日 令和10年11月30日 令和4年11月22日
000028 3000158837 スシマス　イオン加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１イオン加古川１階 794256550 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 鮨桝食品株式会社 代表取締役 柳田 英司 581-0092 大阪府八尾市老原九丁目１１５番地 729971811 東播(加健)第401-433 令和4年10月20日 令和10年11月30日 令和4年10月20日
000028 3000158933 揚げ天まる　ニッケパークタウン加古川店 675-0066 加古川市加古川町寺家町１７３－１ニッケパークタウン本館２Ｆ 794977077 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ゼンショク 代表取締役 大石 重己 567-0888 大阪府茨木市駅前一丁目４番３０号 726313220 東播(加健)第401-437 平成28年10月12日 令和5年11月30日 平成28年10月12日
000028 3000158940 ディッパーダン　ニッケパークタウン店 675-0066 加古川市加古川町寺家町１７３－１ニッケパークタウン本館１Ｆ 794977350 菓子製造業 一般 株式会社オレンジフードコート 代表取締役 越智 雅也 135-0016 東京都江東区東陽二丁目２番２０号 366664370 東播(加健)第410-49 令和4年11月15日 令和10年11月30日 令和4年11月15日
000028 3000158941 ディッパーダン　ニッケパークタウン店 675-0066 加古川市加古川町寺家町１７３－１ニッケパークタウン本館１Ｆ 794977350 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社オレンジフードコート 代表取締役 越智 雅也 135-0016 東京都江東区東陽二丁目２番２０号 366664370 東播(加健)第401-529 令和3年11月10日 令和9年11月30日 令和3年11月10日
000028 3000158985 リンガーハット　ニッケパークタウン店 675-0066 加古川市加古川町寺家町１７３－１ニッケパークタウン本館２Ｆ 794977277 飲食店営業(4)その他 一般 リンガーハットジャパン株式会社 代表取締役 福原 扶美勇 850-0831 長崎県長崎市鍛冶屋町６番５０号 357458611 東播(加健)第401-466 令和4年10月28日 令和11年11月30日 令和4年10月28日
000028 3000158986 さぬき大名／どんぶり一番 675-0066 加古川市加古川町寺家町１７３－１ニッケパークタウン本館２Ｆ 794977788 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社大阪かな泉 代表取締役 粂 佳孝 560-0003 大阪府豊中市東豊中町二丁目１０番1９号 東播(加健)第401-475 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 3000159022 株式会社万代　ニッケパークタウン加古川店 675-0066 加古川市加古川町寺家町１７３－１ニッケパークタウン本館１Ｆ 794248180 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東三丁目１０番１３号 667203305 東播(加健)第401-446 平成28年10月17日 令和5年11月30日 平成28年10月17日
000028 3000159023 株式会社万代　ニッケパークタウン加古川店 675-0066 加古川市加古川町寺家町１７３－１ニッケパークタウン本館１Ｆ 794248180 菓子製造業 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東三丁目１０番１３号 667203305 東播(加健)第403-48 平成28年10月17日 令和5年11月30日 平成28年10月17日
000028 3000159024 株式会社万代　ニッケパークタウン加古川店 675-0066 加古川市加古川町寺家町１７３－１ニッケパークタウン本館１Ｆ 794248180 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東三丁目１０番１３号 667203305 東播(加健)第401-447 平成28年10月17日 令和5年11月30日 平成28年10月17日
000028 3000159025 株式会社万代　ニッケパークタウン加古川店 675-0066 加古川市加古川町寺家町１７３－１ニッケパークタウン本館１Ｆ 794248180 食肉販売業 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東三丁目１０番１３号 667203305 東播(加健)第427-48 平成28年10月17日 令和5年11月30日 平成28年10月17日
000028 3000159026 株式会社万代　ニッケパークタウン加古川店 675-0066 加古川市加古川町寺家町１７３－１ニッケパークタウン本館１Ｆ 794248180 魚介類販売業 一般 株式会社万代 代表取締役 阿部 秀行 544-0003 大阪府大阪市生野区小路東三丁目１０番１３号 667203305 東播(加健)第429-37 平成28年10月17日 令和5年11月30日 平成28年10月17日
000028 3000159074 中華料理　好意家 675-1112 加古郡稲美町六分一１３５４ 794950208 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社大安 代表取締役 梁 佰成 675-1113 兵庫県加古郡稲美町岡１３００番地の３ 794950208 東播(加健)第401-424 令和4年10月18日 令和10年11月30日 令和4年10月18日
000028 3000159075 カラオケ喫茶　悠 675-0101 加古川市平岡町新在家３０２農機ビル１階 794215910 飲食店営業(4)その他 一般 東播(加健)第401-522 令和4年11月18日 令和11年11月30日 令和4年11月18日
000028 3000159082 ヤクルトキッズスクール東加古川内調理室 675-0111 加古川市平岡町二俣７５７－３－２Ｆ 794417841 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ウオクニ株式会社 代表取締役 野々村 充教 657-0842 兵庫県神戸市灘区船寺通四丁目５番１６号 788017755 東播(加健)第401-435 令和4年10月20日 令和10年11月30日 令和4年10月20日
000028 3000159084 シャトレーゼ　ニッケパークタウン店 675-0066 加古川市加古川町寺家町１７３－１ニッケパークタウン東館 794205080 菓子製造業 一般 ニッケアウデオＳＡＤ株式会社 代表取締役 中谷 恒史 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町三丁目５－６ナカヒロビル６階 662612261 東播(加健)第410-46 令和4年11月8日 令和10年11月30日 令和4年11月8日
000028 3000159106 わかば食品 675-0025 加古川市尾上町養田３５１番地の４ 794242002 飲食店営業(4)その他 一般 特定非営利活動法人わかば福祉会 理事 久保田 静子 675-0025 兵庫県加古川市尾上町養田３５１番地の４ 794242002 東播(加健)第401-443 令和4年10月21日 令和10年11月30日 令和4年10月21日
000028 3000159142 ＴＡＫＡＭＩＯＫＡＫＩ 675-0034 加古川市加古川町粟津７６７－１ 794401849 菓子製造業 一般 株式会社キ・ボン 代表取締役 髙見 佳祐 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町６５番地の１ 794258028 東播(加健)第410-51 令和4年11月24日 令和10年11月30日 令和4年11月24日
000028 3000159144 セブンーイレブンＪＲ宝殿駅前店 675-0054 加古川市米田町平津４７６－１ 794333553 飲食店営業(4)その他 一般 吉田 浩二 東播(加健)第401-519 令和4年11月18日 令和11年11月30日 令和4年11月18日
000028 3000159176 ＴＨＥ　ＧＡＲＤＥＮ 675-1114 加古郡稲美町国安一丁目９１番地 794928591 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ツナグクリエイト 代表取締役 米田 耕祐 675-1114 兵庫県加古郡稲美町国安一丁目９１番地 東播(加健)第401-510 令和4年11月14日 令和10年11月30日 令和4年11月14日
000028 3000159177 ＴＨＥ　ＧＡＲＤＥＮ 675-1114 加古郡稲美町国安一丁目９１番地 794928591 菓子製造業 一般 株式会社ツナグクリエイト 代表取締役 米田 耕祐 675-1114 兵庫県加古郡稲美町国安一丁目９１番地 東播(加健)第410-48 令和4年11月14日 令和10年11月30日 令和4年11月14日
000028 3000159236 スナックりとる 676-0082 高砂市曽根町２５５４－３６ 飲食店営業(4)その他 一般 肥塚 直美 東播(加健)第401-556 令和4年11月28日 令和10年11月30日 令和4年11月28日
000028 3000159249 Ｃａｆｅ　Ｍａｒｃｈｅ　ＭＡＭＡＮ 675-0025 加古川市尾上町養田４２５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 林 智子 東播(加健)第401-481 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 3000159296 ろ庵 676-0004 高砂市荒井町千鳥１丁目５－３ 794430674 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森本 芙美子 東播(加健)第401-496 令和4年11月9日 令和10年11月30日 令和4年11月9日
000028 3000159303 杏　あんず 675-0034 加古川市加古川町稲屋９０８－１ 794975689 飲食店営業(4)その他 一般 佐野 周市 東播(加健)第401-447 令和4年10月25日 令和10年11月30日 令和4年10月25日
000028 3000159383 ＡＫｉ－ｌａ 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５６ 794203366 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平川 輝 東播(加健)第401-523 令和4年11月18日 令和10年11月30日 令和4年11月18日
000028 3000159417 フレッシュピックル 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 794211201 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社フレッシュピックル 代表取締役 坂田 順子 675-0007 兵庫県加古川市神野町西之山３８４番地の１ 794249179 東播(加健)第401-508 令和3年11月15日 令和8年11月30日 令和3年11月15日
000028 3000159421 和ごころダイニング　マロンの家 675-0016 加古川市野口町長砂９６８－１ 794535552 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ジャポネックス 取締役 迫井 圭二 672-8045 兵庫県姫路市飾磨区中野田一丁目２１番地 792357200 東播(加健)第401-488 令和4年11月2日 令和10年11月30日 令和4年11月2日
000028 3000159446 ＪＡ兵庫南テント３ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 794241388 飲食店営業(4)その他 露店80L 兵庫南農業協同組合 代表理事 中村 良祐 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町６２１番地 794241388 東播(加健)第401-511 令和3年11月12日 令和8年11月30日 令和3年11月12日
000028 3000159447 ＪＡ兵庫南テント２ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 794241388 飲食店営業(4)その他 露店80L 兵庫南農業協同組合 代表理事 中村 良祐 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町６２１番地 794241388 東播(加健)第401-510 令和3年11月12日 令和8年11月30日 令和3年11月12日
000028 3000159454 嵐坊 675-1105 加古郡稲美町加古１７８９ 794922100 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井澤 正樹 東播(加健)第401-547 令和4年11月24日 令和10年11月30日 令和4年11月24日
000028 3000159463 ＪＡ兵庫南テント１ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 794241388 飲食店営業(4)その他 露店80L 兵庫南農業協同組合 代表理事 中村 良祐 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町６２１番地 794241388 東播(加健)第401-509 令和3年11月12日 令和8年11月30日 令和3年11月12日
000028 3000159468 ヤマダストア－　北野店 675-0011 加古川市野口町北野１１５４－１７ 794561288 飲食店営業(4)その他 一般 ヤマダストアー株式会社 代表取締役 山田 和弘 671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤４９５番地１ 792773890 東播(加健)第401-416 令和4年10月18日 令和10年11月30日 令和4年10月18日
000028 3000159469 ヤマダストア－　北野店 675-0011 加古川市野口町北野１１５４－１７ 794561288 魚介類販売業 一般 ヤマダストアー株式会社 代表取締役 山田 和弘 671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤４９５番地１ 792773890 東播(加健)第404-14 令和4年10月18日 令和10年11月30日 令和4年10月18日
000028 3000159470 ヤマダストア－　北野店 675-0011 加古川市野口町北野１１５４－１７ 794561288 飲食店営業(4)その他 一般 ヤマダストアー株式会社 代表取締役 山田 和弘 671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤４９５番地１ 792773890 東播(加健)第401-417 令和4年10月18日 令和10年11月30日 令和4年10月18日
000028 3000159471 ヤマダストア－　北野店 675-0011 加古川市野口町北野１１５４－１７ 794561288 食肉販売業 一般 ヤマダストアー株式会社 代表取締役 山田 和弘 671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤４９５番地１ 792773890 東播(加健)第403-27 令和4年10月18日 令和10年11月30日 令和4年10月18日
000028 3000159472 ヤマダストア－　北野店 675-0011 加古川市野口町北野１１５４－１７ 794561288 飲食店営業(4)その他 一般 ヤマダストアー株式会社 代表取締役 山田 和弘 671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤４９５番地１ 792773890 東播(加健)第401-418 令和4年10月18日 令和10年11月30日 令和4年10月18日
000028 3000159508 Ｇａｌｅｒｉａ　Ｐｕｎｔｏ 675-0039 加古川市加古川町粟津８１－５ 794247766 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 籔 暁子 東播(加健)第401-498 令和4年11月9日 令和10年11月30日 令和4年11月9日
000028 3000159564 家庭料理　縁 676-0016 高砂市荒井町扇町２０－１４ 794423188 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 徳岡 裕子 東播(加健)第401-478 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 3000159586 セブン－イレブン稲美国岡店 675-1115 加古郡稲美町国岡２丁目１１－１０ 794922511 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社サンミリオン 取締役 水田 英明 675-1115 兵庫県加古郡稲美町国岡二丁目１１番地の１０ 794922511 東播(加健)第401-507 令和4年11月11日 令和10年11月30日 令和4年11月11日
000028 3000159633 ファミリーマート　加古川野口町店 675-0012 加古川市野口町野口１１９番３ 794535513 飲食店営業(4)その他 一般 井上 義尊 東播(加健)第401-508 令和4年11月14日 令和11年11月30日 令和4年11月14日
000028 3000159640 ＴＡＫＡＭＩＯＫＡＫＩ 675-0034 加古川市加古川町粟津７６７－１ 794401849 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社キ・ボン 代表取締役 髙見 佳祐 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町６５番地の１ 794258028 東播(加健)第401-544 令和4年11月24日 令和10年11月30日 令和4年11月24日
000028 3000159705 稲美町商工会青年部 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 大村 拓也 東播(加健)第401-586 令和3年11月26日 令和8年11月30日 令和3年11月26日
000028 3000159732 （株）高松商店 675-0065 加古川市加古川町篠原町３００　Ｃ－１０４ 794222981 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社高松商店 代表取締役 高松 志郎 675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原町３００番地 794222981 東播(加健)第401-442 令和4年10月21日 令和10年11月30日 令和4年10月21日
000028 3000159733 （株）高松商店 675-0065 加古川市加古川町篠原町３００　Ｃ－１０４ 794222981 食肉販売業 一般 株式会社高松商店 代表取締役 高松 志郎 675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原町３００番地 794222981 東播(加健)第403-29 令和4年10月21日 令和10年11月30日 令和4年10月21日
000028 3000159767 そらまめ 676-0068 高砂市高砂町鍛冶屋町１４１６－１ 794431735 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山田 和成 東播(加健)第401-650 令和5年2月2日 令和11年2月28日 令和5年2月2日
000028 3000159780 ふぁーみんフェスタ高砂会場 676-0807 高砂市米田町島５２６高砂市総合運動公園サブグラウンド内 飲食店営業(4)その他 露店80L 兵庫南農業協同組合 代表理事 中村 良祐 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町６２１番地 794248001 東播(加健)第401-603 令和3年11月30日 令和8年11月30日 令和3年11月30日
000028 3000159821 お好み　エッちゃん 675-1105 加古郡稲美町加古４４ 794397233 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 寺本 悦子 東播(加健)第401-724 令和5年2月27日 令和11年2月28日 令和5年2月27日
000028 3000159884 神戸製鋼加古川　三輪特車整備センター 675-0137 加古川市金沢町１ 794356535 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第439-7 令和4年2月24日 令和10年2月29日 令和4年2月24日
000028 3000159885 加古川レークゴルフセンター 675-0005 加古川市神野町石守７０－２ 794250777 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第439-8 令和4年2月24日 令和10年2月29日 令和4年2月24日
000028 3000159909 立呑み　○ 676-0072 高砂市伊保港町２丁目３－２４ 794485786 飲食店営業(4)その他 一般 田端 昭美 東播(加健)第401-697 令和5年2月16日 令和11年2月28日 令和5年2月16日
000028 3000159914 ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　Ｌｅ　ｇｒａｎｄｉｔ 675-0105 加古川市平岡町つつじ野２－２ 794402241 菓子製造業 一般 大西 貴広 東播(加健)第410-66 令和5年2月16日 令和11年2月28日 令和5年2月16日
000028 3000159935 函館 676-0016 高砂市荒井町扇町１９－７かどやビル２階Ｅ号室 794422056 飲食店営業(4)その他 一般 椛島 喜與子 東播(加健)第401-662 令和5年2月3日 令和11年2月28日 令和5年2月3日
000028 3000159966 いなみマイマイ工房 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 𠮷岡 敏子 東播(加健)第401-645 令和4年1月19日 令和9年2月28日 令和4年1月19日
000028 3000159968 キッチン五斗米　加古川日岡店 675-0005 加古川市神野町石守７２０－８ 794543005 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 清水 文博 東播(加健)第401-613 令和5年1月18日 令和11年2月28日 令和5年1月18日
000028 3000159982 日本マクドナルド株式会社　加古川池田店 675-0023 加古川市尾上町池田７３５－１ 794516678 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 369115650 東播(加健)第401-610 令和5年1月17日 令和12年2月28日 令和5年1月17日
000028 3000160041 ｃａｆｅ＆ａｒｏｍａ　ｏｍｂｒａｇｅ 676-0012 高砂市荒井町中新町６－２５ 794433388 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 島本 千奈美 東播(加健)第401-716 令和5年2月22日 令和11年2月28日 令和5年2月22日
000028 3000160051 采なりうどん　きらく 675-0066 加古川市加古川町寺家町１７３－１ニッケパークタウン本館１Ｆ 794417087 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社きらく 代表取締役 辻野 亨 584-0006 大阪府富田林市旭ケ丘町５番１１号 721235180 東播(加健)第401-623 平成28年12月26日 令和6年2月29日 平成28年12月26日
000028 3000160058 とんかつ　かつ喜 675-0066 加古川市加古川町寺家町１７３－１ニッケパークタウン本館１Ｆ 794417056 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社きらく 代表取締役 辻野 亨 584-0006 大阪府富田林市旭ケ丘町５番１１号 721235180 東播(加健)第401-624 平成28年12月26日 令和6年2月29日 平成28年12月26日
000028 3000160060 おばっちゃん 676-0807 高砂市米田町島６０－２０ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小幡 浩三 東播(加健)第401-623 令和5年1月19日 令和11年2月28日 令和5年1月19日
000028 3000160076 アメリカンスタイルレストラン　ＨＥＲＯＥＳ 675-1201 加古川市八幡町宗佐１１０３－１ 794517636 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＷＩＬＬＨＯＵＳＥ 代表取締役 白矢 公一 675-1201 兵庫県加古川市八幡町宗佐１１０３番地１ 794383477 東播(加健)第401-625 令和5年1月20日 令和11年2月28日 令和5年1月20日



000028 3000160092 ファミリーマート新野辺北町店 675-0121 加古川市別府町新野辺北町１丁目１４番地 794372820 飲食店営業(4)その他 一般 蓮室 眞二 東播(加健)第401-617 令和5年1月19日 令和12年2月28日 令和5年1月19日
000028 3000160096 セブン－イレブン　ハートインＪＲ土山駅改札内 675-0151 加古郡播磨町野添１６１６－２ 789490305 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット 代表取締役 中西 豊 661-0976 兵庫県尼崎市潮江一丁目２番１２号 649609819 東播(加健)第401-628 令和5年1月23日 令和11年2月28日 令和5年1月23日
000028 3000160124 イ－ティ－ズ加古川野口店 675-0017 加古川市野口町良野８４４－１ 794515362 菓子製造業 一般 株式会社イーティーズ 代表取締役 原田 航太 807-1307 福岡県鞍手郡鞍手町大字室木７９５番地２０ 924102605 東播(加健)第410-68 令和5年2月16日 令和11年2月28日 令和5年2月16日
000028 3000160136 アゼリア 675-0066 加古川市加古川町寺家町３６２番地の１ビアンテビル１Ｆ　１０２号 794221988 飲食店営業(4)その他 一般 今井 弘美 東播(加健)第401-656 令和5年2月2日 令和11年2月28日 令和5年2月2日
000028 3000160177 ｄｉｎｉｎｇ３９／ｓａｋｕ 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２６２－１栄進ビル１階 794562929 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 林 サクラ 東播(加健)第401-620 令和5年1月19日 令和11年2月28日 令和5年1月19日
000028 3000160179 からおけ　みずほ 675-0156 加古郡播磨町東本荘２－７－１３ 794370390 飲食店営業(4)その他 一般 清水 瑞穂 東播(加健)第401-649 令和5年2月1日 令和11年2月28日 令和5年2月1日
000028 3000160197 ネクスト・ワン（株）加古川　従業員出入口  （ＣＣＢＪＩ受託） 675-0039 加古川市加古川町粟津８０５－３ 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第439-9 令和4年2月25日 令和10年2月29日 令和4年2月25日
000028 3000160216 酔って恋 676-0082 高砂市曽根町２５５４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中西 千里 東播(加健)第401-717 令和5年2月22日 令和11年2月28日 令和5年2月22日
000028 3000160228 ネクスト・ワン株式会社 675-0039 加古川市加古川町粟津８０５－３ 794211111 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町二丁目５４番地 792365800 東播(加健)第439-6 令和4年2月10日 令和10年2月29日 令和4年2月10日
000028 3000160310 まめや　東加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家９２番アームス１階 794272757 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中垣 圭司 東播(加健)第401-639 令和5年1月30日 令和11年2月28日 令和5年1月30日
000028 3000160347 Ｌｕａｎａ 676-0016 高砂市荒井町扇町１９－７カドヤビル２Ｆ　Ａ号 794903479 飲食店営業(4)その他 一般 八幡 優 東播(加健)第401-727 令和5年2月27日 令和11年2月28日 令和5年2月27日
000028 3000160392 セブン－イレブン加古川別府新野辺店 675-0131 加古川市別府町新野辺３０１１ 794365270 飲食店営業(4)その他 一般 橋本 敏 東播(加健)第401-649 平成29年1月25日 令和6年2月29日 平成29年1月25日
000028 3000160453 あ・ぐれいん 675-0332 加古川市志方町横大路３８１－１ 794521000 そうざい製造業 一般 有限会社ネオ・ニッセイ 代表取締役 石田 重徳 675-0021 兵庫県加古川市尾上町安田２８４番地の１５ 794521000 東播(加健)第424-27 令和5年2月21日 令和11年2月28日 令和5年2月21日
000028 3000160493 ｑｕａｔｒｅ 675-0036 加古川市加古川町西河原５８－１０ 菓子製造業 一般 延永 沙織 東播(加健)第410-60 令和5年2月1日 令和11年2月28日 令和5年2月1日
000028 3000160523 ＣＡＦＥ　こさじ 675-0031 加古川市加古川町北在家２５６６　谷ビル１階 794230717 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＭＯＭＯ’Ｓ 代表取締役 稲継 弘之 651-2411 兵庫県神戸市西区上新地一丁目５番地の３ 789692660 東播(加健)第401-659 令和5年2月2日 令和11年2月28日 令和5年2月2日
000028 3000160547 串まる 675-0025 加古川市尾上町養田４２５－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 堀 裕二 東播(加健)第401-637 令和5年1月30日 令和11年2月28日 令和5年1月30日
000028 3000160585 セブン－イレブン高砂曽根町店 676-0082 高砂市曽根町２２４３－１２ 794476622 飲食店営業(4)その他 一般 茶屋 恵五郎 東播(加健)第401-695 令和5年2月16日 令和12年2月28日 令和5年2月16日
000028 3000160638 ドミノピザ　加古川店 675-0033 加古川市加古川町南備後３０５－１ 794564300 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＶＫ－ｔｕｓｔｌｅ 代表取締役 肥塚 和明 653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町五丁目１番１－１０５号アスタくにづか３番館 786473433 東播(加健)第401-713 平成29年2月13日 令和6年2月29日 平成29年2月13日
000028 3000160709 ルーチェ 676-0804 高砂市美保里２５－２０サンシャイン’９１　１０４号 794515850 飲食店営業(4)その他 一般 関口 望 東播(加健)第401-687 令和5年2月14日 令和11年2月28日 令和5年2月14日
000028 3000160745 カラオケレインボー加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１イオン加古川店内２Ｆ 794417400 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社コスモコーポレーション 代表取締役 琴平 聡一 632-0062 奈良県天理市長柄町２０７７番地 743663920 東播(加健)第401-668 令和5年2月8日 令和11年2月28日 令和5年2月8日
000028 3000160755 上高地あずさ珈琲ニッケパークタウン加古川店 675-0066 加古川市加古川町寺家町１７３－２５ 794535080 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＫＲフードサービス 代表取締役 望月 進 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋三丁目６番２６号 668092143 東播(加健)第401-679 令和5年2月10日 令和11年2月28日 令和5年2月10日
000028 3000160773 社会福祉法人三桂会　まんてん加古川 675-0044 加古川市西神吉町大国１１６－１ 794318821 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社入船 代表取締役 入江 建介 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町１０３３番地 794435500 東播(加健)第401-646 令和5年2月1日 令和11年2月28日 令和5年2月1日
000028 3000160818 Ｂａｒ＆Ｔａｐａｓ　Ｌｉｎｏ 675-0066 加古川市加古川町寺家町３６２－１ビアンテじけまち１Ｆ　１４号 794515161 飲食店営業(4)その他 一般 佐平 直美 東播(加健)第401-657 令和5年2月2日 令和11年2月28日 令和5年2月2日
000028 3000160834 カラオケ喫茶　いい友 675-0005 加古川市神野町石守４１８－２ 794977833 飲食店営業(4)その他 一般 石見 むつ子 東播(加健)第401-619 令和5年1月19日 令和11年2月28日 令和5年1月19日
000028 3000160849 喰呑倖処　えなじぃ 675-0101 加古川市平岡町新在家１０９７木戸ハイツ１ＦＤ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川井 恵理 東播(加健)第401-692 令和5年2月15日 令和11年2月28日 令和5年2月15日
000028 3000160928 ローソン高砂松陽店 676-0082 高砂市曽根町７０５－１ 794484366 飲食店営業(4)その他 一般 基石 一 東播(加健)第401-747 平成29年2月27日 令和6年2月29日 平成29年2月27日
000028 3000160961 デイサービス和気あいあい 675-0127 加古川市別府町石町８１－１ 794517811 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社ライフサポーター 代表取締役 岩見 明 675-0127 兵庫県加古川市別府町石町８０番地 794368670 東播(加健)第401-751 平成29年3月1日 令和6年5月31日 平成29年3月1日
000028 3000160990 ゆらり 675-0103 加古川市平岡町高畑１５１－５エルエスビル１０３ 飲食店営業(4)その他 一般 鈴木工業株式会社 代表取締役 鈴木 剛史 675-0014 兵庫県加古川市野口町古大内３４９番地の３１ 794517191 東播(加健)第401-753 平成29年3月2日 令和5年5月31日 平成29年3月2日
000028 3000161022 Ｐａｔｃｈ屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 中村 道昭 東播(加健)第401-94 令和4年5月10日 令和9年5月31日 令和4年5月10日
000028 3000161065 お好み焼ダイニング　田鶴 676-0004 高砂市荒井町千鳥２丁目７－１３ 794441014 飲食店営業(4)その他 一般 大路 真理子 東播(加健)第401-758 平成29年3月7日 令和5年5月31日 平成29年3月7日
000028 3000161077 ｂａｋｅｒｙ　Ｍｉｒａｂｅｌｌｅ 675-0163 加古郡播磨町古宮１丁目５－４９ 782192845 菓子製造業 一般 鶴田 幸雄 東播(加健)第410-9 令和5年4月27日 令和11年5月31日 令和5年4月27日
000028 3000161093 アネロ 675-1114 加古郡稲美町国安３丁目６４番地 794925585 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡田 教詳 東播(加健)第401-71 令和5年4月25日 令和11年5月31日 令和5年4月25日
000028 3000161131 中華料理　天山閣 676-0004 高砂市荒井町千鳥２丁目２－１８ 794434455 菓子製造業 一般 株式会社山富 代表取締役 長野 益大 676-0004 兵庫県高砂市荒井町千鳥二丁目２番１８号 794434455 東播(加健)第410-8 令和5年4月25日 令和11年5月31日 令和5年4月25日
000028 3000161137 アンの森 675-1205 加古川市八幡町中西条９３０－４６ 794384119 飲食店営業(3)旅館 一般 成和サービス株式会社 代表取締役 濱本 元弘 540-0011 大阪府大阪市中央区農人橋二丁目１番３１号第６松屋ビル１０階 669440260 東播(加健)第401-622 平成29年3月15日 令和5年5月31日 平成29年3月15日
000028 3000161194 鯛焼工房　やきやきや 675-0065 加古川市加古川町篠原町５９ 794275176 菓子製造業 一般 自然な食べもの株式会社 代表取締役 森 康祐 663-8003 兵庫県西宮市上大市二丁目１１番４－１０１号 798543008 東播(加健)第403-105 平成29年3月15日 令和5年5月31日 平成29年3月15日
000028 3000161233 マルアイ今福店 675-0027 加古川市尾上町今福２２１－１ 794542810 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第401-73 令和5年4月26日 令和12年5月31日 令和5年4月26日
000028 3000161247 ら・ぱん工房　ひとつむぎ 675-0142 加古郡播磨町大中１丁目２－１４ 794558550 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人ひとつむぎ 理事 伊田 麻里子 675-0158 兵庫県加古郡播磨町北野添二丁目２２番１６－２１０号 789416095 東播(加健)第410-5 令和5年4月18日 令和11年5月31日 令和5年4月18日
000028 3000161250 加古川市立総合体育館軽食コーナー 675-0047 加古川市西神吉町鼎１０１０ 794323000 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社オーエンス 代表取締役 大木 一雄 104-0061 東京都中央区銀座四丁目１２番１５号 335441551 東播(加健)第401-770 平成29年3月21日 令和6年5月31日 平成29年3月21日
000028 3000161265 高砂市青年の家 676-0031 高砂市高砂町向島町１７１０番地 794432155 飲食店営業(3)旅館 一般 シンコースポーツ株式会社 代表取締役 石崎 克己 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町二丁目１番１号 356144455 東播(加健)第401-772 平成29年3月22日 令和5年5月31日 平成29年3月22日
000028 3000161292 えびす加古川東 675-0104 加古川市平岡町土山６９９－７ 789409887 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社エス・エム・ケイ 取締役 近藤 勝利 651-2111 兵庫県神戸市西区池上二丁目２０－１ 789455056 東播(加健)第401-774 平成29年3月23日 令和5年5月31日 平成29年3月23日
000028 3000161327 ＨＩＤＥＡＷＡＹ 675-0304 加古川市志方町高畑１６８－７ 飲食店営業(4)その他 一般 中田 幸好 東播(加健)第401-775 平成29年3月23日 令和5年5月31日 平成29年3月23日
000028 3000161385 社会福祉法人のじぎく福祉会  ケアハウス　すこやか 675-0015 加古川市野口町坂井５９－１ 794355152 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 神戸マルタマフーズ株式会社 代表取締役 畑 昭身 675-1367 兵庫県小野市敷地町１４１２番地の１ 794631110 東播(加健)第401-780 平成29年3月28日 令和6年5月31日 平成29年3月28日
000028 3000161387 社会福祉法人のじぎく福祉会  ケアハウスやすらぎ 675-0005 加古川市神野町石守１６３２－１ 794385770 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 神戸マルタマフーズ株式会社 代表取締役 畑 昭身 675-1367 兵庫県小野市敷地町１４１２番地の１ 794631110 東播(加健)第401-778 平成29年3月28日 令和6年5月31日 平成29年3月28日
000028 3000161430 第１かくりん保育園 675-0021 加古川市尾上町安田８７２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社入船 代表取締役 入江 建介 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町１０３３番地 794435500 東播(加健)第401-50 令和5年4月20日 令和12年5月31日 令和5年4月20日
000028 3000161433 ＧＲＡＮＤＥ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６４－５ＩＫＫＯＵ　ＢＬＤ　２－Ｄ 794250868 飲食店営業(4)その他 一般 吉岡 睦夫 東播(加健)第401-781 平成29年3月29日 令和5年5月31日 平成29年3月29日
000028 3000161450 料理家　迫田 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店80L 迫田 美樹男 東播(加健)第401-177 令和4年5月27日 令和9年5月31日 令和4年5月27日
000028 3000161486 ホルモン屋　メジャー 675-0102 加古川市平岡町西谷７８－２パルコ加古川１Ｆ 794222907 飲食店営業(4)その他 一般 垣本 亨 東播(加健)第401-785 平成29年3月31日 令和5年5月31日 平成29年3月31日
000028 3000161503 福だるま厨房　神吉店 675-0055 加古川市東神吉町西井ノ口２７７－３ 794345010 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 滝元 博文 東播(加健)第401-1 平成29年4月4日 令和5年5月31日 平成29年4月4日
000028 3000161504 福だるま厨房　石守店 675-0005 加古川市神野町石守４５６－１ 794399173 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 滝元 博文 東播(加健)第401-2 平成29年4月4日 令和5年5月31日 平成29年4月4日
000028 3000161535 じゃりんこチエ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店80L 藤原 智恵 東播(加健)第401-57 令和4年4月28日 令和9年5月31日 令和4年4月28日
000028 3000161560 軽食・喫茶の木立 675-0066 加古川市加古川町寺家町３４０－１ 794222711 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人サポートセンター木立 理事 谷口 治 675-0053 兵庫県加古川市米田町船頭５１４番地２４ 794328116 東播(加健)第401-22 令和5年4月14日 令和11年5月31日 令和5年4月14日
000028 3000161561 軽食・喫茶の木立 675-0066 加古川市加古川町寺家町３４０－１ 794222711 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人サポートセンター木立 理事 谷口 治 675-0053 兵庫県加古川市米田町船頭５１４番地２４ 794328116 東播(加健)第410-3 令和5年4月14日 令和11年5月31日 令和5年4月14日
000028 3000161565 ＨＯＬＴ． 675-0065 加古川市加古川町篠原町３００リトハ加古川Ａ－１０８ 飲食店営業(4)その他 一般 石原 あゆこ 東播(加健)第401-6 平成29年4月6日 令和5年5月31日 平成29年4月6日
000028 3000161566 加古川市立平岡北小学校 675-0101 加古川市平岡町新在家１３２７－１ 794250260 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 コーベフーズ株式会社 代表取締役 久保 孝義 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町一丁目１番３号 783824700 東播(加健)第401-7 平成29年4月6日 令和6年5月31日 平成29年4月6日
000028 3000161598 ふうか・風花 675-0022 加古川市尾上町口里４０－１１浜の宮ビル１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 柳本 幸子 東播(加健)第401-9 令和5年4月7日 令和11年5月31日 令和5年4月7日
000028 3000161681 福井グループ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 福井 幸保 東播(加健)第401-139 令和4年5月19日 令和9年5月31日 令和4年5月19日
000028 3000161686 ＡＭＥＺＩＮＧ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７５－１２ＳＴビル３階３０１ 飲食店営業(4)その他 一般 山脇 裕治 東播(加健)第401-13 平成29年4月14日 令和5年5月31日 平成29年4月14日
000028 3000161700 竹のはな 675-0021 加古川市尾上町安田４２３－１ 794397153 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ネオ・ニッセイ 代表取締役 石田 重徳 675-0021 兵庫県加古川市尾上町安田２８４番地の１５ 794228989 東播(加健)第401-15 平成29年4月17日 令和5年5月31日 平成29年4月17日
000028 3000161719 いなみ野アスレチック 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 特定非営利活動法人いなみ野アスレチック 理事 足立 源 675-1122 兵庫県加古郡稲美町中村６４１－１７ 794516800 東播(加健)第401-113 令和4年5月13日 令和9年5月31日 令和4年5月13日
000028 3000161738 情熱食堂　東加古川店 675-0104 加古川市平岡町土山８５０－４メガガイア土山内 789625577 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ブレインフードサービス 代表取締役 鈴木 仁 970-8032 福島県いわき市平下荒川字諏訪下５６ー３ 246383323 東播(加健)第401-16 平成29年4月18日 令和5年5月31日 平成29年4月18日
000028 3000161807 ステーキＭ 675-0335 加古川市志方町原２１４－１ 794523889 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大浦 真理香 東播(加健)第401-20 平成29年4月24日 令和5年5月31日 平成29年4月24日
000028 3000161809 Ｂｅ　ｓｔｙｌｅ 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２６３番地の１ＨＫビル３Ｆ－３Ａ 794517770 飲食店営業(4)その他 一般 小西 貴規 東播(加健)第401-22 平成29年4月24日 令和5年5月31日 平成29年4月24日
000028 3000161842 もんぶ 675-0066 加古川市加古川町寺家町１６４－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 門谷 清美 東播(加健)第401-43 令和5年4月19日 令和11年5月31日 令和5年4月19日
000028 3000161848 ＭＥＭＢＥＲＳ　アンティーク 676-0001 高砂市中島３丁目５９９－３ 飲食店営業(4)その他 一般 中島 覚 東播(加健)第401-28 平成29年4月25日 令和5年5月31日 平成29年4月25日
000028 3000161895 ビレッジ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 794406733 飲食店営業(4)その他 露店80L アルファ開発有限会社 代表取締役 藤本 隆 675-1115 兵庫県加古郡稲美町国岡１丁目８９番地 794920491 東播(加健)第401-123 令和4年5月17日 令和9年5月31日 令和4年5月17日
000028 3000161978 文明堂　工場直売店 675-1112 加古郡稲美町六分一１３６２－５５ 794955600 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社文明堂神戸店 代表取締役 片山 智絵 652-0036 兵庫県神戸市兵庫区福原町３番２号 785750010 東播(加健)第401-174 令和4年5月26日 令和10年5月31日 令和4年5月26日
000028 3000161990 肉バル＆ビストロ　ｂｏｏｎｉｅｓｔａｒ 676-0017 高砂市荒井町東本町２１－４ 794440202 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 浜野 拓也 東播(加健)第401-42 平成29年5月1日 令和5年5月31日 平成29年5月1日
000028 3000162001 いち吉 676-0016 高砂市荒井町扇町１３－２０ 794905669 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉田 直哉 東播(加健)第401-37 令和5年4月19日 令和11年5月31日 令和5年4月19日
000028 3000162011 鶏の店　かしわ家 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 有限会社イマジン 取締役 古山 暁彦 651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通２丁目２番２５号 789838005 東播(加健)第401-171 令和4年5月26日 令和9年5月31日 令和4年5月26日
000028 3000162042 創菜美　空海 675-0101 加古川市平岡町新在家１－２６３－１６テットロージェダイキＡ－１０２ 794903181 飲食店営業(4)その他 一般 菅田 宗吾 東播(加健)第401-56 平成29年5月8日 令和5年5月31日 平成29年5月8日
000028 3000162067 香房　たかさご食彩縁 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 早川 寛 東播(加健)第401-61 令和4年4月28日 令和9年5月31日 令和4年4月28日
000028 3000162102 ＫＲＡＺＹ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７１－９富士ビルディングⅡ５Ｆ－Ｂ 794260039 飲食店営業(4)その他 一般 高田 邦男 東播(加健)第401-68 平成29年5月11日 令和5年5月31日 平成29年5月11日
000028 3000162103 志方亭 675-0121 加古川市別府町新野辺北町６－４３ 794302988 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 新田 稔彦 東播(加健)第401-60 令和5年4月21日 令和11年5月31日 令和5年4月21日
000028 3000162152 明石機械工業（株）　本社土山工場  守衛横 675-1111 加古郡稲美町印南２３３７ 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第402-3 令和4年5月19日 令和9年5月31日 令和4年5月19日
000028 3000162153 ＭＡＢＵＨＡＹ 675-0101 加古川市平岡町新在家１－２５７－１ＲＣビル３Ｆ 794235508 飲食店営業(4)その他 一般 木下 アイダ 東播(加健)第401-71 平成29年5月15日 令和5年5月31日 平成29年5月15日
000028 3000162154 輝商事 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 行武 ゆかり 東播(加健)第401-152 令和4年5月23日 令和9年5月31日 令和4年5月23日
000028 3000162177 やさしい男の料理　ひなた 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 日向 高一 東播(加健)第401-66 令和4年5月2日 令和9年5月31日 令和4年5月2日
000028 3000162180 マルアイ米田店 676-0805 高砂市米田町米田９５２番地 794338160 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第401-83 平成29年5月18日 令和6年5月31日 平成29年5月18日
000028 3000162182 マルアイ米田店 676-0805 高砂市米田町米田９５２番地 794338160 食肉販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第427-7 平成29年5月18日 令和6年5月31日 平成29年5月18日
000028 3000162183 マルアイ米田店 676-0805 高砂市米田町米田９５２番地 794338160 魚介類販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第429-3 平成29年5月18日 令和6年5月31日 平成29年5月18日
000028 3000162189 ホテル　フェザー 675-0011 加古川市野口町北野６９６－４ 794220678 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社金糸 取締役 北村 元秀 661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町五丁目１７番２５号 664222740 東播(加健)第401-86 平成29年5月18日 令和5年5月31日 平成29年5月18日
000028 3000162206 滝川工業(株)　加古川　南棟（ＣＣＷ受託） 675-0113 加古川市平岡町中野２１１ 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第402-2 令和4年5月19日 令和9年5月31日 令和4年5月19日
000028 3000162212 すなっく古都 675-0065 加古川市加古川町篠原町３－７シャトレドゥオール１Ｆ 794220138 飲食店営業(4)その他 一般 山口 泰子 東播(加健)第401-96 平成29年5月18日 令和5年5月31日 平成29年5月18日
000028 3000162304 ちゃんどら 675-0013 加古川市野口町二屋３４８－１ 794212070 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社わっしょい 代表取締役 大崎 雅宏 675-0013 兵庫県加古川市野口町二屋３４８ 794212070 東播(加健)第401-107 平成29年5月26日 令和5年5月31日 平成29年5月26日
000028 3000162327 炭火やきとり　しぶちゃん 675-0066 加古川市加古川町寺家町３６２－１ビアンテじけまちビル１Ｆ 794237894 飲食店営業(4)その他 一般 三輪 憲治 東播(加健)第401-124 平成29年5月26日 令和5年5月31日 平成29年5月26日
000028 3000162370 ローソン高砂曽根北店 676-0082 高砂市曽根町３０３９番 794478849 飲食店営業(4)その他 一般 基石 一 東播(加健)第401-135 平成29年5月29日 令和6年5月31日 平成29年5月29日
000028 3000162438 モッチモ・パスタ　東加古川店 675-0016 加古川市野口町長砂１３８－１ 794517465 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橘 浩司 東播(加健)第401-154 令和4年5月24日 令和10年5月31日 令和4年5月24日
000028 3000162487 鳥どし 675-0121 加古川市別府町新野辺北町７丁目６番－１ 794418978 飲食店営業(4)その他 一般 池原 美鈴 東播(加健)第401-141 平成29年6月2日 令和5年8月31日 平成29年6月2日
000028 3000162552 アベニュー 675-0115 加古川市平岡町一色１０－１ 飲食店営業(4)その他 一般 山本 紀子 東播(加健)第401-144 平成29年6月6日 令和5年8月31日 平成29年6月6日
000028 3000162572 居酒屋　くぅ～ 675-0023 加古川市尾上町池田６４３－４　１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 東藤 久美子 東播(加健)第401-146 平成29年6月9日 令和5年8月31日 平成29年6月9日
000028 3000162590 Ｋｉｔｃｈｅｎ　２１ 676-0808 高砂市神爪１丁目９－４ジュネス宝殿駅前１０１ 794515337 菓子製造業 一般 淵 千津恵 東播(加健)第403-14 平成29年6月9日 令和5年8月31日 平成29年6月9日
000028 3000162621 スマイルの小鳥たち 675-0038 加古川市加古川町木村７０８ 794272602 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社スマイル 代表取締役 松下 和雄 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町３６３番３号 794241381 東播(加健)第401-148 平成29年6月15日 令和5年8月31日 平成29年6月15日
000028 3000162693 かみなり 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 納庄 成光 東播(加健)第401-345 令和4年8月17日 令和9年8月31日 令和4年8月17日
000028 3000162738 インドネパールレストラン　Ｐａｒｔｉｋ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７９－１スカイプラザ２Ｆ 794217112 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 サプコタ ゴパール 東播(加健)第401-162 平成29年6月22日 令和5年8月31日 平成29年6月22日
000028 3000162739 ＳＫＯＪ　ＦＬＯＷＥＲ　ａｎｄ　ｃｏｆｆｅｅ 675-0037 加古川市加古川町本町４２２－７ 飲食店営業(4)その他 一般 中井 由実 東播(加健)第401-161 平成29年6月22日 令和5年8月31日 平成29年6月22日
000028 3000162740 ＳＫＯＪ　ＦＬＯＷＥＲ　ａｎｄ　ｃｏｆｆｅｅ 675-0037 加古川市加古川町本町４２２－７ 菓子製造業 一般 中井 由実 東播(加健)第403-15 平成29年6月22日 令和5年8月31日 平成29年6月22日
000028 3000162747 グレイトフルズ　セントラルキッチン 675-0054 加古川市米田町平津３０６－２ 食肉販売業 一般 株式会社グレイトフルパートナーズ 代表取締役 古林 宗恵 675-0054 兵庫県加古川市米田町平津３０６番地の２ 794399710 東播(加健)第427-15 平成29年6月22日 令和5年8月31日 平成29年6月22日
000028 3000162793 本家しんべぇ 675-0103 加古川市平岡町高畑２７６－３ 794243222 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ハリック 代表取締役 大下 進 675-0062 兵庫県加古川市加古川町美乃利１４４番地の１８ 794391996 東播(加健)第401-166 平成29年6月23日 令和5年8月31日 平成29年6月23日
000028 3000162906 ＡＬＯ　（アロ） 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６４－９テンポテンビル２Ｆ　Ｂ 794223340 飲食店営業(4)その他 一般 竹内 希帆 東播(加健)第401-171 平成29年6月28日 令和5年8月31日 平成29年6月28日
000028 3000162952 多木化学（株）社員食堂 675-0145 加古郡播磨町宮西３４６番地 794378283 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社入船 代表取締役 入江 建介 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町１０３３番地 794435500 東播(加健)第401-172 平成29年6月29日 令和5年8月31日 平成29年6月29日
000028 3000163000 やき笑　加古川本店 675-0122 加古川市別府町別府７０５番地の１ 794360022 飲食店営業(4)その他 一般 やき笑フードサービス株式会社 代表取締役 中作 晃祐 675-0122 兵庫県加古川市別府町別府７０５番地の１ 794360022 東播(加健)第401-175 平成29年7月4日 令和5年8月31日 平成29年7月4日
000028 3000163003 ひまわり 675-0026 加古川市尾上町旭２丁目６６－２ヴィーナスプラザ１０５ 飲食店営業(4)その他 一般 井上 千鶴 東播(加健)第401-177 平成29年7月4日 令和5年8月31日 平成29年7月4日
000028 3000163004 Ｐｉｔ 675-0026 加古川市尾上町旭２丁目６０－１ 794559314 飲食店営業(4)その他 一般 中谷 映子 東播(加健)第401-182 平成29年7月4日 令和5年8月31日 平成29年7月4日
000028 3000163007 Ｖｅｎｉｔｅ 675-0101 加古川市平岡町新在家９９－１ライフタウンⅡ２０４ 794975858 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 押部 暢宏 東播(加健)第401-179 平成29年7月4日 令和5年8月31日 平成29年7月4日
000028 3000163012 ８号館２Ｆ　第二売店 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目１－１三菱重工株式会社高砂製作所内 794456151 飲食店営業(4)その他 一般 心幸サービス株式会社 代表取締役 山﨑 忠 660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町一丁目３番２０号 664885213 東播(加健)第401-181 平成29年7月4日 令和5年8月31日 平成29年7月4日
000028 3000163075 ピュアハートキッズランド 675-0066 加古川市加古川町寺家町２６９－１　ミーツテラス２Ｆ 794208692 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ニッケアウデオＳＡＤ株式会社 代表取締役 中谷 恒史 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町三丁目５－６ナカヒロビル６階 662612261 東播(加健)第401-183 平成29年7月10日 令和5年8月31日 平成29年7月10日
000028 3000163099 ＫＡＲＫＩ　インド・ネパールレストラン  Ｂ１ 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８ 794251241 飲食店営業(4)その他 一般 カルキ エッギョ　バハドゥル 東播(加健)第401-186 平成29年7月11日 令和5年8月31日 平成29年7月11日
000028 3000163103 やんばる商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 比嘉 美和 東播(加健)第401-360 令和4年8月23日 令和9年8月31日 令和4年8月23日
000028 3000163116 千尋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 寺尾 弘 東播(加健)第401-308 令和4年8月3日 令和9年8月31日 令和4年8月3日
000028 3000163118 加古川自動車教習所 675-0002 加古川市山手１丁目１番１号 794382488 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社加古川自動車教習所 代表取締役 中尾 和彦 675-0002 兵庫県加古川市山手一丁目１番１号 794382488 東播(加健)第401-188 平成29年7月12日 令和5年8月31日 平成29年7月12日
000028 3000163157 カラオケ喫茶　いっぷく堂 675-0101 加古川市平岡町新在家１０９７－１木戸ハイツ１－Ｃ 794255581 飲食店営業(4)その他 一般 水野 和子 東播(加健)第401-192 平成29年7月14日 令和5年8月31日 平成29年7月14日
000028 3000163177 喫茶　点と線 675-0039 加古川市加古川町粟津８１０－６－１０１ 794239073 飲食店営業(4)その他 一般 小林 乃理子 東播(加健)第401-195 平成29年7月18日 令和5年8月31日 平成29年7月18日



000028 3000163180 ＫＯＭＡＴＳＵ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 小松 泉 東播(加健)第401-251 令和4年7月19日 令和9年8月31日 令和4年7月19日
000028 3000163210 Ｒｅｒａｘ 675-0122 加古川市別府町別府５９９－２アルファビル２Ｆ南 794975685 飲食店営業(4)その他 一般 髙田 操 東播(加健)第401-198 平成29年7月19日 令和5年8月31日 平成29年7月19日
000028 3000163225 はま茶 676-0802 高砂市米田町古新２７５－３２ 菓子製造業 一般 有限会社ミスターハマ 代表取締役 濱田 健太 676-0802 兵庫県高砂市米田町古新２７５番地の２７ 794324711 東播(加健)第403-19 平成29年7月21日 令和5年8月31日 平成29年7月21日
000028 3000163247 あ・ぐれいん 675-0332 加古川市志方町横大路３８１－１ 794521000 菓子製造業 一般 有限会社ネオ・ニッセイ 代表取締役 石田 重徳 675-0021 兵庫県加古川市尾上町安田２８４番地の１５ 794521000 東播(加健)第403-20 平成29年7月24日 令和5年8月31日 平成29年7月24日
000028 3000163304 ＩＨＤ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 石原 眞由美 東播(加健)第401-367 令和4年8月25日 令和9年8月31日 令和4年8月25日
000028 3000163315 厚生棟２Ｆ　第一売店 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目１－１三菱重工株式会社高砂製作所内 794456151 飲食店営業(4)その他 一般 心幸サービス株式会社 代表取締役 山﨑 忠 660-0805 兵庫県尼崎市西長洲町一丁目３番２０号 664885213 東播(加健)第401-180 平成29年7月24日 令和5年8月31日 平成29年7月24日
000028 3000163317 寺家町商店街イベント 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 寺家町商店街振興組合 代表理事 京塚 正史 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町９番地の１４ 794222477 東播(加健)第401-255 令和4年7月21日 令和9年8月31日 令和4年7月21日
000028 3000163338 創味加古川店 675-0066 加古川市加古川町寺家町１２７ 794568910 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社モンテ・ジョイ・フーズ 代表取締役 小山 幸夫 653-0038 兵庫県神戸市長田区若松町二丁目２番９号 786218266 東播(加健)第401-211 平成29年7月28日 令和5年8月31日 平成29年7月28日
000028 3000163357 七思 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７１－９フジビルⅡ　４Ｆ　Ｃ号 794247788 飲食店営業(4)その他 一般 米田 真一 東播(加健)第401-203 平成29年7月28日 令和5年8月31日 平成29年7月28日
000028 3000163359 インド・ネパール料理　パシュパティカリ― 675-0052 加古川市東神吉町出河原８６２イオンタウン加古川 794316099 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 サプコタ パシュパティ 東播(加健)第401-212 平成29年7月28日 令和5年8月31日 平成29年7月28日
000028 3000163363 西山荘 676-0811 高砂市竜山２丁目１７０－２６ 794494120 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井上 賴治 東播(加健)第401-220 平成29年7月31日 令和5年8月31日 平成29年7月31日
000028 3000163364 日本山村硝子(株)　播磨工場 675-0155 加古郡播磨町新島５ 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第402-8 令和4年8月3日 令和9年8月31日 令和4年8月3日
000028 3000163366 まどいせん 676-0053 高砂市高砂町魚町５４５ 菓子製造業 一般 山本 陽子 東播(加健)第403-23 平成29年8月2日 令和5年8月31日 平成29年8月2日
000028 3000163409 ポールロジェ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店40L 橋本 洋三 東播(加健)第401-242 令和4年7月19日 令和9年8月31日 令和4年7月19日
000028 3000163410 自家焙煎珈房じょっぴんや 676-0013 高砂市荒井町蓮池２丁目１－２２ 794432922 菓子製造業 一般 黒崎 陽蔵 東播(加健)第403-25 平成29年8月2日 令和5年8月31日 平成29年8月2日
000028 3000163423 Ｃоｃо　Ｂｌａｎｃ 675-1104 加古郡稲美町野寺２８－１６ 飲食店営業(4)その他 一般 大村 文秀 東播(加健)第401-234 平成29年8月2日 令和5年8月31日 平成29年8月2日
000028 3000163427 カラオケ喫茶えれがんす 675-0156 加古郡播磨町東本荘２丁目７－１２　２Ｆ 794353155 飲食店営業(4)その他 一般 新川 マチ子 東播(加健)第401-206 平成29年8月2日 令和5年8月31日 平成29年8月2日
000028 3000163440 キッサコ　ノンヤ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 光永 ひとみ 東播(加健)第401-293 令和4年8月2日 令和9年8月31日 令和4年8月2日
000028 3000163444 串政 676-0001 高砂市中島２丁目４番６３号 794418722 飲食店営業(4)その他 一般 塩谷 政則 東播(加健)第401-223 平成29年8月4日 令和5年8月31日 平成29年8月4日
000028 3000163446 お好み焼　ＨＡＹＯＳＨＩ 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１イオン加古川店１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 阿比留 弘光 東播(加健)第401-242 平成29年8月4日 令和5年8月31日 平成29年8月4日
000028 3000163476 じゅうべえ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 三坂 治 東播(加健)第401-348 令和4年8月18日 令和9年8月31日 令和4年8月18日
000028 3000163478 宇治園 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 大村 哲史 東播(加健)第401-366 令和4年8月24日 令和9年8月31日 令和4年8月24日
000028 3000163551 安田大納言 676-0082 高砂市曽根町１７７６ー１ 794470228 菓子製造業 一般 安田 大輔 東播(加健)第403-33 平成29年8月10日 令和5年8月31日 平成29年8月10日
000028 3000163559 ｓｌｏｗ　ｃａｆｅ｛ｔｏｃｏ－ｔｏｃｏ｝ 676-0049 高砂市高砂町田町４７７ 794903565 菓子製造業 一般 桝田 倫子 東播(加健)第403-31 平成29年8月14日 令和5年8月31日 平成29年8月14日
000028 3000163572 マルアイ木村店 675-0038 加古川市加古川町木村３１０番地１ 794572810 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第401-270 平成29年8月14日 令和6年8月31日 平成29年8月14日
000028 3000163574 マルアイ木村店 675-0038 加古川市加古川町木村３１０番地１ 794572810 魚介類販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第429-14 平成29年8月14日 令和6年8月31日 平成29年8月14日
000028 3000163602 和歌山おでんと焼酎専門店　セイエイカン 676-0035 高砂市高砂町清水町１４８４－１セイエイカン１Ｆ奥 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＧＥＮコーポレーション 代表取締役 近藤 昌宏 150-0002 東京都渋谷区渋谷二丁目９番１０号 東播(加健)第401-284 平成29年8月17日 令和5年8月31日 平成29年8月17日
000028 3000163606 ＷＡＫＡ 675-0066 加古川市加古川町寺家町１７－３ 794516692 飲食店営業(4)その他 一般 若柳 善幸 東播(加健)第401-285 平成29年8月17日 令和5年8月31日 平成29年8月17日
000028 3000163680 肉のいろは本店 675-0031 加古川市加古川町北在家７６２－８ 794276222 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ｉ－ｆｏｏｄ　ｊａｐａｎ 代表取締役 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町１７番地 794276222 東播(加健)第401-295 平成29年8月23日 令和5年8月31日 平成29年8月23日
000028 3000163681 肉のいろは本店 675-0031 加古川市加古川町北在家７６２－８ 794276222 食肉販売業 一般 株式会社ｉ－ｆｏｏｄ　ｊａｐａｎ 代表取締役 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町１７番地 794276222 東播(加健)第427-25 平成29年8月23日 令和5年8月31日 平成29年8月23日
000028 3000163693 特定非営利活動法人　ファームハウスなるい 675-0334 加古川市志方町成井５７８ 飲食店営業(4)その他 一般 特定非営利活動法人ファームハウスなるい 理事 筧 直樹 675-0334 兵庫県加古川市志方町成井５７８番地 東播(加健)第401-289 平成29年8月23日 令和5年8月31日 平成29年8月23日
000028 3000163699 ローソン加古川平荘小畑店 675-1235 加古川市平荘町小畑１２０８－１０ 794283445 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社吉祥 代表取締役 中原 丈司 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２２０６番地 794330159 東播(加健)第401-306 平成29年8月23日 令和6年8月31日 平成29年8月23日
000028 3000163705 ファミリーマート平岡町二俣店 675-0111 加古川市平岡町二俣１０番６ 794410086 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｄ．Ｍ．Ｙ. 代表取締役 大久 愛 671-2224 兵庫県姫路市青山西四丁目２番１号ホワイト青山ビル２１１ 792784925 東播(加健)第401-302 平成29年8月23日 令和5年8月31日 平成29年8月23日
000028 3000163715 桜ｓａｋｕｒａ 675-0122 加古川市別府町別府９４５－７ 794350503 飲食店営業(4)その他 一般 奥 美英子 東播(加健)第401-305 平成29年8月23日 令和5年8月31日 平成29年8月23日
000028 3000163733 リーベ 676-0022 高砂市高砂町浜田町２－８－１１ 飲食店営業(4)その他 一般 小坂 景子 東播(加健)第401-301 平成29年8月24日 令和5年8月31日 平成29年8月24日
000028 3000163749 （株）神戸製鋼所　高砂製作所  第一管理センター（ＣＣＢＪＩ受託） 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目３－１ 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第402-9 令和4年8月19日 令和9年8月31日 令和4年8月19日
000028 3000163751 Ａコープ　フーディーズ神野店  従食（ＣＣＢＪＩ受託） 675-0008 加古川市新神野５丁目８ 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第402-10 令和4年8月19日 令和9年8月31日 令和4年8月19日
000028 3000163774 カラオケ喫茶「華」 675-0156 加古郡播磨町東本荘２丁目７－１３ 794411818 飲食店営業(4)その他 一般 平川 久義 東播(加健)第401-313 平成29年8月29日 令和5年8月31日 平成29年8月29日
000028 3000163777 カラオケ喫茶　ちょっと 675-0156 加古郡播磨町東本荘２丁目７－１３　２Ｆ 794977057 飲食店営業(4)その他 一般 松下 富士子 東播(加健)第401-312 平成29年8月29日 令和5年8月31日 平成29年8月29日
000028 3000163779 カラオケＢａｒ　ＩＲＯＨＡ　－いろは－ 675-0156 加古郡播磨町東本荘２－７－１２　２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 清水 瑞穂 東播(加健)第401-316 平成29年8月29日 令和5年8月31日 平成29年8月29日
000028 3000163784 ｓｔｕｐｉｄ 675-0101 加古川市平岡町新在家２－２４６－５一興ビル３Ｆ－Ａ 飲食店営業(4)その他 一般 森田 大輔 東播(加健)第401-319 平成29年8月29日 令和5年8月31日 平成29年8月29日
000028 3000163797 松中書房 675-0151 加古郡播磨町野添１６６７－１２ 789438168 飲食店営業(4)その他 一般 原田 浩二 東播(加健)第401-321 平成29年8月30日 令和5年8月31日 平成29年8月30日
000028 3000163798 田園ｓｗｅｅｔｓアンジェリーナ 675-0158 加古郡播磨町北野添２丁目２２－７カリーナ１０１号 789491350 菓子製造業 一般 浅田 智代 東播(加健)第403-41 平成29年8月30日 令和5年8月31日 平成29年8月30日
000028 3000163857 スナック　Ｋｅｉ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７６－１２スカイラークビル３Ｆ 794226915 飲食店営業(4)その他 一般 竹中 直子 東播(加健)第401-324 平成29年9月7日 令和5年11月30日 平成29年9月7日
000028 3000163892 麺屋　銀鉢 675-0021 加古川市尾上町安田２８２－３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 出葉 梨紗 東播(加健)第401-327 平成29年9月5日 令和5年11月30日 平成29年9月5日
000028 3000163893 スナック　Ｘ－１ 675-0156 加古郡播磨町東本荘２丁目７－１３　２Ｆ 794568370 飲食店営業(4)その他 一般 松岡 敏隆 東播(加健)第401-326 平成29年9月5日 令和5年11月30日 平成29年9月5日
000028 3000163894 うみそらＣａｆｅ 675-0066 加古川市加古川町寺家町４２０ 794975455 飲食店営業(4)その他 一般 穐原 美佳 東播(加健)第401-325 平成29年9月5日 令和5年11月30日 平成29年9月5日
000028 3000163895 うみそらＣａｆｅ 675-0066 加古川市加古川町寺家町４２０ 794975455 菓子製造業 一般 穐原 美佳 東播(加健)第403-43 平成29年9月5日 令和5年11月30日 平成29年9月5日
000028 3000163916 サブリエ 675-0156 加古郡播磨町東本荘２－７－１３ 794977558 飲食店営業(4)その他 一般 榎田 町子 東播(加健)第401-331 平成29年9月6日 令和5年11月30日 平成29年9月6日
000028 3000163917 やまも 676-0061 高砂市高砂町農人町１７９６－４ 794517366 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 明子 東播(加健)第401-328 平成29年9月6日 令和5年11月30日 平成29年9月6日
000028 3000163918 リリーベル 675-0057 加古川市東神吉町神吉１３１７－１ 794325577 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 戎木 定子 東播(加健)第401-329 平成29年9月6日 令和5年11月30日 平成29年9月6日
000028 3000163939 まるｃｈａｎ 675-0052 加古川市東神吉町出河原６０９－３ 飲食店営業(4)その他 一般 松岡 真弓 東播(加健)第401-332 平成29年9月7日 令和5年11月30日 平成29年9月7日
000028 3000163981 スープカフェ　すうぷ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 高橋 美和子 東播(加健)第401-448 令和4年10月25日 令和9年11月30日 令和4年10月25日
000028 3000163987 やんばる家 675-1123 加古郡稲美町国北１－２８ 794902049 飲食店営業(4)その他 一般 比嘉 浩也 東播(加健)第401-334 平成29年9月13日 令和5年11月30日 平成29年9月13日
000028 3000164032 空箱 675-0065 加古川市加古川町篠原町５９－１ 794558407 飲食店営業(4)その他 一般 大谷 健治 東播(加健)第401-340 平成29年9月20日 令和5年11月30日 平成29年9月20日
000028 3000164053 ｍｏｉ　ｃａｆｅ 675-0031 加古川市加古川町北在家２４８２ 794225861 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社コトブキコーポレーション 代表取締役 澁谷 知秀 675-0017 兵庫県加古川市野口町良野１１６番地の１ 東播(加健)第401-345 平成29年9月25日 令和5年11月30日 平成29年9月25日
000028 3000164062 ファミリーマート　高砂松陽一丁目店 676-0077 高砂市松陽１丁目１４４ 794467505 飲食店営業(4)その他 一般 水田 依宏 東播(加健)第401-346 平成29年9月25日 令和5年11月30日 平成29年9月25日
000028 3000164075 ｃｕｒｒｙ　ｓｔａｎｄ　ｋａｋｏｇａｗａ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 溝口 浩太郎 東播(加健)第401-429 令和4年10月19日 令和9年11月30日 令和4年10月19日
000028 3000164083 焼肉　食道楽 675-0038 加古川市加古川町木村１０５番地の７ 794250006 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社食道楽 代表取締役 成 基鎬 675-0038 兵庫県加古川市加古川町木村１０５番地の７ 794250006 東播(加健)第401-349 平成29年9月26日 令和5年11月30日 平成29年9月26日
000028 3000164090 讃岐うどん　将　高砂店 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀９２３番地２ 794493411 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 俊哉 東播(加健)第401-350 平成29年9月26日 令和5年11月30日 平成29年9月26日
000028 3000164094 金の牛　東加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７９－１スカイプラザ２ＦＥ号室 794572929 飲食店営業(4)その他 一般 清水 健一 東播(加健)第401-351 平成29年9月26日 令和5年11月30日 平成29年9月26日
000028 3000164173 ５１０　ｃａｆｅ　キラキラハッピー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 794270512 飲食店営業(4)その他 露店40L 後藤 琢臣 東播(加健)第401-489 令和4年11月2日 令和9年11月30日 令和4年11月2日
000028 3000164174 ｅｔоｉｌｅ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６５－１０レインボープラザ東加古川５０２ 794274333 飲食店営業(4)その他 一般 山下 浩孝 東播(加健)第401-357 平成29年9月27日 令和5年11月30日 平成29年9月27日
000028 3000164232 Ｂｌａｎｃａ　Ｂｌａｎｃａ 675-0163 加古郡播磨町古宮５丁目１－７ 789411121 飲食店営業(4)その他 一般 藤本 忠義 東播(加健)第401-359 平成29年10月3日 令和5年11月30日 平成29年10月3日
000028 3000164233 Ｂｌａｎｃａ　Ｂｌａｎｃａ 675-0163 加古郡播磨町古宮５丁目１－７ 789411121 菓子製造業 一般 藤本 忠義 東播(加健)第403-45 平成29年10月3日 令和5年11月30日 平成29年10月3日
000028 3000164257 マリちゃん 675-0038 加古川市加古川町木村５５２－３ 飲食店営業(4)その他 一般 小林 マリ子 東播(加健)第401-361 平成29年10月3日 令和5年11月30日 平成29年10月3日
000028 3000164274 ＬＡ　ＰＲＯＶＥＮＣＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 有限会社プロヴァンス 代表取締役 土居 賢三 675-1232 兵庫県加古川市平荘町里２０４番地の５ 794280981 東播(加健)第401-457 令和4年10月27日 令和9年11月30日 令和4年10月27日
000028 3000164290 セブン－イレブンハートインＪＲ東加古川駅改札口 675-0101 加古川市平岡町新在家１４９８番 794260052 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット 代表取締役 中西 豊 661-0976 兵庫県尼崎市潮江一丁目２番１２号 649609100 東播(加健)第401-363 平成29年10月4日 令和5年11月30日 平成29年10月4日
000028 3000164317 スタジオ　アジル 676-0068 高砂市高砂町鍛治屋町１４１１ 794517578 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社嶋谷 代表取締役 嶋谷 拓雄 676-0804 兵庫県高砂市美保里８番３号 794428890 東播(加健)第401-364 平成29年10月10日 令和5年11月30日 平成29年10月10日
000028 3000164320 スタジオ　アジル 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 794517578 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社嶋谷 代表取締役 嶋谷 拓雄 676-0804 兵庫県高砂市美保里８番３号 794428890 東播(加健)第401-422 令和4年10月18日 令和9年11月30日 令和4年10月18日
000028 3000164322 675-1122 加古郡稲美町中村１０７５－２ 飲食店営業(4)その他 一般 前田 由美子 東播(加健)第401-366 平成29年10月10日 令和5年11月30日 平成29年10月10日
000028 3000164360 ロッテリア　ニッケパークタウン加古川店 675-0066 加古川市加古川町寺家町１７３－１ニッケパークタウン本館２Ｆ 794975770 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ファインプレイス 代表取締役 野本 守幸 670-0032 兵庫県姫路市龍野町一丁目７番地 792977635 東播(加健)第401-369 平成29年10月13日 令和6年11月30日 平成29年10月13日
000028 3000164361 ロッテリア　ニッケパークタウン加古川店 675-0066 加古川市加古川町寺家町１７３－１ニッケパークタウン本館２Ｆ 794975770 菓子製造業 一般 株式会社ファインプレイス 代表取締役 野本 守幸 670-0032 兵庫県姫路市龍野町一丁目７番地 792977635 東播(加健)第403-46 平成29年10月13日 令和6年11月30日 平成29年10月13日
000028 3000164364 ＶＩＣＩＯＵＳ 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２６３－１ＨＫビル　１Ｆ－１Ｃ 飲食店営業(4)その他 一般 小西 貴規 東播(加健)第401-368 平成29年10月31日 令和5年11月30日 平成29年10月31日
000028 3000164394 スターバックスコーヒー  ＴＳＵＴＡＹＡパークタウン加古川店 675-0066 加古川市加古川町寺家町２６９－１ 794535607 飲食店営業(4)その他 一般 カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 代表取締役 増田 宗昭 573-0032 大阪府枚方市岡東町１２番２号 東播(加健)第401-370 平成29年10月16日 令和5年11月30日 平成29年10月16日
000028 3000164423 ｃａｆｅ＆ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　ｇｒｏｖｅ 675-0301 加古川市志方町大澤６６２－９ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 貴之 東播(加健)第401-377 平成29年10月19日 令和5年11月30日 平成29年10月19日
000028 3000164430 樹庵 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１イオン加古川１Ｆ 794275056 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤井 康 東播(加健)第401-375 平成29年10月23日 令和5年11月30日 平成29年10月23日
000028 3000164431 和ごころダイニング　つつじの家 675-0112 加古川市平岡町山之上３９８番の２ 794545252 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ジャポネックス 取締役 迫井 圭二 672-8045 兵庫県姫路市飾磨区中野田一丁目２１番地 792357200 東播(加健)第401-374 平成29年10月23日 令和5年11月30日 平成29年10月23日
000028 3000164457 まちの保健室カフェ　ｔｏ　ｂｅ 676-0045 高砂市高砂町戎町２６１－２ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社フルーヴ・ドレ 代表取締役 金川 圭美 676-0805 兵庫県高砂市米田町米田９２５番地２番高砂アーバンコンフォート１５２０ 東播(加健)第401-382 平成29年10月23日 令和5年11月30日 平成29年10月23日
000028 3000164463 ファミリーマート加古川あいおい橋店 675-0025 加古川市尾上町養田２丁目７８番地 794560657 飲食店営業(4)その他 一般 合同会社オニシ 代表社員 尾西 康彦 675-0025 兵庫県加古川市尾上町養田１２９０番地の１４ 794214788 東播(加健)第401-383 平成29年10月23日 令和5年11月30日 平成29年10月23日
000028 3000164482 ＣＬＡＩＲ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６４－５ＩＫＫＯＵＢＬＤ　２－Ｄ 794251314 飲食店営業(4)その他 一般 新井 理恵 東播(加健)第401-385 平成29年10月25日 令和5年11月30日 平成29年10月25日
000028 3000164519 オークラサービス社員食堂 675-0012 加古川市野口町野口１６０－６ 794258633 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 オークラサービス株式会社 代表取締役 大庫 隆夫 675-0014 兵庫県加古川市野口町古大内９００番地 794250531 東播(加健)第401-387 平成29年10月25日 令和6年11月30日 平成29年10月25日
000028 3000164520 オークラサービス社員食堂 675-0012 加古川市野口町野口１６０－６ 794258633 そうざい製造業 一般 オークラサービス株式会社 代表取締役 大庫 隆夫 675-0014 兵庫県加古川市野口町古大内９００番地 794250531 東播(加健)第409-5 平成29年10月25日 令和6年11月30日 平成29年10月25日
000028 3000164522 焼肉どんちゃん 675-0163 加古郡播磨町古宮７９－８ 789408529 飲食店営業(4)その他 一般 岩﨑 知明 東播(加健)第401-389 平成29年10月25日 令和5年11月30日 平成29年10月25日
000028 3000164523 焼肉どんちゃん 675-0163 加古郡播磨町古宮７９－８ 789408529 食肉販売業 一般 岩﨑 知明 東播(加健)第427-32 平成29年10月25日 令和5年11月30日 平成29年10月25日
000028 3000164565 ＦＬＡＧＳ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７８－１５エスペランサビル１Ｆ東 794417151 飲食店営業(4)その他 一般 古野 美紀 東播(加健)第401-398 平成29年10月27日 令和5年11月30日 平成29年10月27日
000028 3000164695 Ｌｕｐｉｎｕｓ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７０－１フジビル４Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 吉岡 大地 東播(加健)第401-436 平成29年11月6日 令和5年11月30日 平成29年11月6日
000028 3000164707 欧風カレー　小夢（チャイム） 676-0022 高砂市高砂町浜田町２丁目２－２ 794425373 菓子製造業 一般 浦野 雅夫 東播(加健)第403-54 平成29年11月1日 令和5年11月30日 平成29年11月1日
000028 3000164724 小春日和 675-0067 加古川市加古川町河原３６０－２ 794200237 菓子製造業 一般 駒田 知子 東播(加健)第403-58 平成29年11月9日 令和5年11月30日 平成29年11月9日
000028 3000164767 Ｈａｎｉ² 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 本岡 達也 東播(加健)第401-513 令和4年11月14日 令和9年11月30日 令和4年11月14日
000028 3000164792 ごはんとおやつ　ｋｉｍａｍａｎｉｃｏ 675-1115 加古郡稲美町国岡６丁目２０３番地 794418952 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田村 友美子 東播(加健)第401-466 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成29年11月15日
000028 3000164793 ごはんとおやつ　ｋｉｍａｍａｎｉｃｏ 675-1115 加古郡稲美町国岡６丁目２０３番地 794418952 菓子製造業 一般 田村 友美子 東播(加健)第403-59 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成29年11月15日
000028 3000164901 川崎重工業（株）  加古川工場　工場北 675-0112 加古川市平岡町山之上１７０ 794270292 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第402-13 令和4年11月22日 令和9年11月30日 令和4年11月22日
000028 3000164939 ＲＯＣＯ’Ｓ 675-0031 加古川市加古川町北在家２５６５ 794981135 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社ｇｉｖｅ　ｃｏｍｆｏｒｔ 代表社員 勝山 紘子 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２５６５ 794981135 東播(加健)第401-481 平成29年11月20日 令和5年11月30日 平成29年11月20日
000028 3000164945 稲空 675-1105 加古郡稲美町加古２７５３－１ 794970173 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社野元メンテナンスサービス 代表取締役 野元 一真 675-1105 兵庫県加古郡稲美町加古２７５３ 794965060 東播(加健)第401-486 平成29年11月27日 令和5年11月30日 平成29年11月27日
000028 3000164976 有限会社マルヨシ製パン所 675-0022 加古川市尾上町口里１６６ 794236782 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社マルヨシ製パン所 取締役 村上 眞理 675-0022 兵庫県加古川市尾上町口里１６６番地 794236782 東播(加健)第401-496 平成29年11月27日 令和5年11月30日 平成29年11月27日
000028 3000164987 Ｐａｓｓｉｏｎｅ 676-0808 高砂市神爪１丁目３番地７号ノースビル１０７号室 飲食店営業(4)その他 一般 長谷川 晋也 東播(加健)第401-500 平成29年11月24日 令和5年11月30日 平成29年11月24日
000028 3000164990 パティスリー　モモ 675-0061 加古川市加古川町大野１１８３ 喫茶店営業 一般 荒金 桃子 東播(加健)第402-81 平成29年11月24日 令和5年11月30日 平成29年11月24日
000028 3000165014 ごはんや　平荘の里 675-1232 加古川市平荘町里４１４－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＩＴＳＵＫＩ 代表取締役 齋 修司 679-2124 兵庫県姫路市豊富町甲丘三丁目１６９３番地１６アーバンコンフォート９０３ 792647037 東播(加健)第401-511 平成29年11月27日 令和5年11月30日 平成29年11月27日
000028 3000165020 チャーム加古川尾上の松 675-0025 加古川市尾上町養田８－４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社テスティパル 代表取締役 藤井 俊成 541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町四丁目３番５号 665356161 東播(加健)第401-510 平成29年11月27日 令和6年11月30日 平成29年11月27日
000028 3000165046 横丁 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６４－１１ 794515655 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社山石 代表取締役 山本 俊之 675-1212 兵庫県加古川市上荘町井ノ口１７５番地の１ 794283893 東播(加健)第401-514 平成29年11月29日 令和5年11月30日 平成29年11月29日
000028 3000165093 ママとベビーの家 675-0101 加古川市平岡町新在家１４４０－３ 794391042 飲食店営業(4)その他 一般 笹川 美紀子 東播(加健)第401-518 平成29年11月29日 令和5年11月30日 平成29年11月29日
000028 3000165127 かき幸 676-0049 高砂市高砂町田町４６６ 794420830 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 濱尾 秀生 東播(加健)第401-521 平成29年12月1日 令和6年2月29日 平成29年12月1日
000028 3000165136 ＢＲＥＥＺＥ　ＣＡＦＥ 675-1112 加古郡稲美町六分一６４２－２ 794395813 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＨＯＴ　ＨＥＡＲＴＳ 代表取締役 大西 敦子 675-1112 兵庫県加古郡稲美町六分一６４２番地の２ 794395813 東播(加健)第401-519 平成29年12月1日 令和6年2月29日 平成29年12月1日
000028 3000165137 兵庫南農業協同組合　にじいろふぁ～みん 675-1112 加古郡稲美町六分一１１７９－２２４ 794957716 魚介類販売業 一般 兵庫南農業協同組合 代表理事 中村 良祐 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町６２１番地 794248001 東播(加健)第429-38 平成29年12月1日 令和7年2月28日 平成29年12月1日
000028 3000165138 兵庫南農業協同組合　にじいろふぁ～みん 675-1112 加古郡稲美町六分一１１７９－２２４ 794957716 飲食店営業(4)その他 一般 兵庫南農業協同組合 代表理事 中村 良祐 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町６２１番地 794248001 東播(加健)第401-520 平成29年12月1日 令和7年2月28日 平成29年12月1日
000028 3000165152 かふぇ　ぶらんち 675-0009 加古川市神野町西条１３００－１ 794404344 飲食店営業(4)その他 一般 竹内 まゆみ 東播(加健)第401-522 平成29年12月1日 令和6年2月29日 平成29年12月1日
000028 3000165159 ｓｕｃｒｅ　ｓｕｃｒｅ 676-0001 高砂市中島３丁目３－３６ 菓子製造業 一般 長崎 利奈 東播(加健)第403-67 平成29年12月4日 令和6年2月29日 平成29年12月4日
000028 3000165186 ラーメン屋　ひまわり 675-0066 加古川市加古川町寺家町２３－１ 794249500 飲食店営業(4)その他 一般 大谷 晃芳 東播(加健)第401-523 平成29年12月6日 令和6年2月29日 平成29年12月6日
000028 3000165201 居酒屋　とら 675-0032 加古川市加古川町備後１－８ 飲食店営業(4)その他 一般 松本 忠義 東播(加健)第401-525 平成29年12月5日 令和6年2月29日 平成29年12月5日
000028 3000165211 ｓｅｃｒｅｔ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７０－１フジビル１　４Ｆ　Ｄ 飲食店営業(4)その他 一般 横山 真 東播(加健)第401-526 平成29年12月7日 令和6年2月29日 平成29年12月7日
000028 3000165234 カラオケ　Ｏｊａｒｉ 675-0101 加古川市平岡町新在家３丁目２８１－３シャトー東加古川１０７号 飲食店営業(4)その他 一般 吉田 唯香 東播(加健)第401-527 平成29年12月8日 令和6年2月29日 平成29年12月8日



000028 3000165256 ローソン加古川長砂西店 675-0016 加古川市野口町長砂１００７番１ 794257077 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社アイ・シーブイエス 代表取締役 今井 宏樹 675-0068 兵庫県加古川市加古川町中津８４０番地の３ 794221774 東播(加健)第401-528 平成29年12月11日 令和7年2月28日 平成29年12月11日
000028 3000165279 みち 675-0105 加古川市平岡町つつじ野２－１５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 道清 伸一 東播(加健)第401-529 平成29年12月12日 令和6年2月29日 平成29年12月12日
000028 3000165305 （株）テイエルブイ 675-0016 加古川市野口町長砂８８１ 794221122 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ウオクニ株式会社 代表取締役 野々村 充教 657-0842 兵庫県神戸市灘区船寺通四丁目５番１６号 788017755 東播(加健)第401-531 平成29年12月15日 令和7年2月28日 平成29年12月15日
000028 3000165368 がじゅまる 675-0061 加古川市加古川町大野１１８３番地の１３ 794419770 飲食店営業(4)その他 一般 日高 祐子 東播(加健)第401-535 平成29年12月19日 令和6年2月29日 平成29年12月19日
000028 3000165393 ＡＩＳＨＡ　ＢＡＲ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６５－１０レインボープラザ東加古川２０３・２０５号室 飲食店営業(4)その他 一般 高田 アレクサンドレ 東播(加健)第401-536 平成29年12月20日 令和6年2月29日 平成29年12月20日
000028 3000165427 Ｎｅｏｎ　Ｂａｒ　Ｒ 675-0122 加古川市別府町別府９１８－３ハーモニータウン３０２ 794419355 飲食店営業(4)その他 一般 若本 航 東播(加健)第401-537 平成29年12月22日 令和6年2月29日 平成29年12月22日
000028 3000165443 とれぴち兵庫８ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 魚介類販売業 自動車40L 兵庫県漁業協同組合連合会 代表理事 田沼 政男 673-0883 兵庫県明石市中崎一丁目２番３号 789408011 東播(加健)第404-21 令和5年1月18日 令和10年2月29日 令和5年1月18日
000028 3000165509 カラオケれん 675-0054 加古川市米田町平津７０５－１０ 794975866 飲食店営業(4)その他 一般 川畑 はつよ 東播(加健)第401-540 平成29年12月28日 令和6年2月29日 平成29年12月28日
000028 3000165519 和創作　典 676-0016 高砂市荒井町扇町１３－１５－２Ｆ 794904710 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社典 代表取締役 浅見 大介 676-0016 兵庫県高砂市荒井町扇町１３－１５ 794904710 東播(加健)第401-542 平成29年12月28日 令和6年2月29日 平成29年12月28日
000028 3000165529 Ｗ　ｃｏｎｃｅｐｔ　ｂａｒ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７６－１０ファーストビル西館２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 米澤 沙樹 東播(加健)第401-541 平成29年12月28日 令和6年2月29日 平成29年12月28日
000028 3000165554 ｂｏｎｄｓ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７６－１４美幸ビル北２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 畑山 豊和 東播(加健)第401-547 平成30年1月10日 令和6年2月29日 平成30年1月10日
000028 3000165581 カランコエ 676-0077 高砂市松陽１丁目９－１３－１ 飲食店営業(4)その他 一般 日下 まい 東播(加健)第401-550 平成30年1月11日 令和6年2月29日 平成30年1月11日
000028 3000165622 洋食ばる　ｇｉｎ串 676-0016 高砂市荒井町扇町１３－２３ 794440070 飲食店営業(4)その他 一般 名村 直子 東播(加健)第401-544 平成30年1月15日 令和6年2月29日 平成30年1月15日
000028 3000165627 味菜館 675-0051 加古川市東神吉町升田９９３番地の３ 794318802 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 長永 勝彦 東播(加健)第401-551 平成30年1月12日 令和6年2月29日 平成30年1月12日
000028 3000165649 Ａｆｔｅｒ．ｓｎａｃｋ　ＡＫＢ－２３１９ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７６－１１美幸ビル南　２ＦＡ号 794515252 飲食店営業(4)その他 一般 小林 めぐみ 東播(加健)第401-555 平成30年1月16日 令和6年2月29日 平成30年1月16日
000028 3000165656 焼肉レストラン　よつば亭　播磨本店 675-0146 加古郡播磨町古田３－３－２６ 794363428 飲食店営業(4)その他 一般 内田 悟史 東播(加健)第401-556 平成30年1月15日 令和6年2月29日 平成30年1月15日
000028 3000165669 石松鮨 675-0131 加古川市別府町新野辺３２１１ 794378935 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 柴 広幸 東播(加健)第401-558 平成30年1月16日 令和6年2月29日 平成30年1月16日
000028 3000165765 ビジネス宿泊　穴田荘 675-0101 加古川市平岡町新在家１０１７番地 794230777 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社ケー・エフ 取締役 穴田 大雄 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家１０１７番地 794230777 東播(加健)第401-563 平成30年1月22日 令和6年2月29日 平成30年1月22日
000028 3000165766 にわ・とりのすけ別館　東加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家１１３－１ 794213582 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社エフトップ 代表取締役 池田 文也 675-0105 兵庫県加古川市平岡町つつじ野１番地の１８２ 794407880 東播(加健)第401-564 平成30年1月22日 令和6年2月29日 平成30年1月22日
000028 3000165839 焼そば専門店　ばんばん 675-0115 加古川市平岡町一色６５０－１上池マンション１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 大神 久美子 東播(加健)第401-574 平成30年1月24日 令和6年2月29日 平成30年1月24日
000028 3000165875 魚伸 676-0824 高砂市阿弥陀町南池３１７－６ 794472555 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 丸山 伸樹 東播(加健)第401-576 平成30年1月25日 令和6年2月29日 平成30年1月25日
000028 3000165889 博多とんこつラーメン　まるせん 676-0807 高砂市米田町島７８の２ 794975532 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社まるせん 代表取締役 釼持 公一郎 670-0952 兵庫県姫路市南条字高田３８２番地 792220900 東播(加健)第401-582 平成30年1月29日 令和6年2月29日 平成30年1月29日
000028 3000165944 広瀬とうふ店 675-0026 加古川市尾上町旭１丁目２９ 794215614 飲食店営業(4)その他 一般 廣瀬 勇 東播(加健)第401-590 平成30年1月31日 令和6年2月29日 平成30年1月31日
000028 3000165945 フードコア　サピー 675-0144 加古郡播磨町北本荘１－１３－３０ 794376551 飲食店営業(4)その他 一般 梅谷 佳邦 東播(加健)第401-596 平成30年1月31日 令和6年2月29日 平成30年1月31日
000028 3000165946 フードコア　サピー 675-0144 加古郡播磨町北本荘１－１３－３０ 794376551 食肉販売業 一般 梅谷 佳邦 東播(加健)第427-61 平成30年1月31日 令和6年2月29日 平成30年1月31日
000028 3000165947 Ｐａｉｎ　Ｑｕｏｔｉｄｉｅｎ　ひびの糧 675-0023 加古川市尾上町池田８３０－２０ 794398779 飲食店営業(4)その他 一般 寺尾 知子 東播(加健)第401-607 平成30年1月31日 令和6年2月29日 平成30年1月31日
000028 3000165962 食楽屋　びん 675-0101 加古川市平岡町新在家２－２７１－１２番館ビル１Ｆ－Ｂ 794308502 飲食店営業(4)その他 一般 竹田 敏男 東播(加健)第401-597 平成30年2月2日 令和6年2月29日 平成30年2月2日
000028 3000165966 セブン－イレブン加古川尾上口里店 675-0022 加古川市尾上町口里字大木下５５７－１ 794252516 飲食店営業(4)その他 一般 Ｄ．Ｄｏｏｒｓ株式会社 代表取締役 宇山 和伸 675-0024 兵庫県加古川市尾上町長田１５２番地の１ 794215006 東播(加健)第401-610 平成30年2月2日 令和7年2月28日 平成30年2月2日
000028 3000165978 セブン－イレブン加古川尾上町店 675-0024 加古川市尾上町長田１５２番地の１ 794215006 飲食店営業(4)その他 一般 Ｄ．Ｄｏｏｒｓ株式会社 代表取締役 宇山 和伸 675-0024 兵庫県加古川市尾上町長田１５２番地の１ 794215006 東播(加健)第401-611 平成30年2月2日 令和6年2月29日 平成30年2月2日
000028 3000166003 カラオケ笑てん 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５２－７バイン美幸１Ｆ 794260230 飲食店営業(4)その他 一般 長谷川 安江 東播(加健)第401-615 平成30年2月2日 令和6年2月29日 平成30年2月2日
000028 3000166057 大衆中華＊酒場　萬順 675-0101 加古川市平岡町新在家１３５５番地１２ 794981076 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社三和商事 代表取締役 閆 志遠 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家字岸の下１３５５番地１２ 794981076 東播(加健)第401-624 平成30年2月7日 令和6年2月29日 平成30年2月7日
000028 3000166063 加古川油脂組合 675-0321 加古川市志方町志方町５３３ 794522246 食用油脂製造業 一般 平井 敏樹 東播(加健)第406-1 平成30年2月6日 令和6年2月29日 平成30年2月6日
000028 3000166082 久保田商会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店80L 久保田 隼人 東播(加健)第401-726 令和5年2月27日 令和10年2月29日 令和5年2月27日
000028 3000166120 ファミリーマート加古川福沢店 675-0019 加古川市野口町水足４－２ 794566706 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ティーアンドエム 取締役 梶村 正 674-0062 兵庫県明石市大久保町谷八木７０３番地 789362143 東播(加健)第401-634 平成30年2月13日 令和6年2月29日 平成30年2月13日
000028 3000166133 東加古川保育園　日清事業所 675-0101 加古川市平岡町新在家１８４－１ 794262199 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 332873611 東播(加健)第401-633 平成30年2月13日 令和6年2月29日 平成30年2月13日
000028 3000166174 ファミリーマート加古川尾上町店 675-0027 加古川市尾上町今福４１９番１ 794535566 飲食店営業(4)その他 一般 古田 輝信 東播(加健)第401-647 平成30年2月19日 令和6年2月29日 平成30年2月19日
000028 3000166186 Ｃａｆē　ｄｅ　ｍｍｊ 675-0101 加古川市平岡町新在家２２１２－２４ 飲食店営業(4)その他 一般 田中 美奈穂 東播(加健)第401-649 平成30年2月16日 令和6年2月29日 平成30年2月16日
000028 3000166187 Ｃａｆē　ｄｅ　ｍｍｊ 675-0101 加古川市平岡町新在家２２１２－２４ 菓子製造業 一般 田中 美奈穂 東播(加健)第403-79 平成30年2月16日 令和6年2月29日 平成30年2月16日
000028 3000166198 ｎｉｐａｎｉｍａ－ｙｕ 676-0808 高砂市神爪１丁目２－１０ユタカビル２階 菓子製造業 一般 板倉 理絵 東播(加健)第403-80 平成30年2月19日 令和6年2月29日 平成30年2月19日
000028 3000166199 ローソン高砂伊保三丁目店 676-0078 高砂市伊保３丁目５０８番 794479360 飲食店営業(4)その他 一般 水田 一成 東播(加健)第401-632 平成30年2月19日 令和7年2月28日 平成30年2月19日
000028 3000166221 鳥さか 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８　Ｂ１ 794253509 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社サカモト食鳥 代表取締役 坂本 貢 660-0851 兵庫県尼崎市中在家町四丁目５０８番地 664127620 東播(加健)第401-655 平成30年2月19日 令和6年2月29日 平成30年2月19日
000028 3000166222 鳥さか 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８　Ｂ１ 794253509 食肉販売業 一般 株式会社サカモト食鳥 代表取締役 坂本 貢 660-0851 兵庫県尼崎市中在家町四丁目５０８番地 664127620 東播(加健)第427-76 平成30年2月19日 令和6年2月29日 平成30年2月19日
000028 3000166223 赤坂飯店 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８　Ｂ１ 794273739 飲食店営業(4)その他 一般 義隆商事株式会社 代表取締役 青山 克敏 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町字向ノ尻２４４番 東播(加健)第401-654 平成30年2月19日 令和6年2月29日 平成30年2月19日
000028 3000166224 グリーン・グルメ 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８　Ｂ１ 794273743 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ロック・フィールド 代表取締役 古塚 孝志 658-0024 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町１５番地２ 784352800 東播(加健)第401-653 平成30年2月19日 令和6年2月29日 平成30年2月19日
000028 3000166226 中島水産 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８　Ｂ１ 794902889 飲食店営業(4)その他 一般 中島水産株式会社 代表取締役 中島 明 104-0045 東京都中央区築地六丁目１９番２０号 335435721 東播(加健)第401-656 平成30年2月19日 令和6年2月29日 平成30年2月19日
000028 3000166227 中島水産 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８　Ｂ１ 794902889 飲食店営業(4)その他 一般 中島水産株式会社 代表取締役 中島 明 104-0045 東京都中央区築地六丁目１９番２０号 335435721 東播(加健)第401-657 平成30年2月19日 令和6年2月29日 平成30年2月19日
000028 3000166228 中島水産 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８　Ｂ１ 794902889 魚介類販売業 一般 中島水産株式会社 代表取締役 中島 明 104-0045 東京都中央区築地六丁目１９番２０号 335435721 東播(加健)第429-58 平成30年2月19日 令和6年2月29日 平成30年2月19日
000028 3000166234 ドンク 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８　１Ｆ 794251221 菓子製造業 一般 株式会社ドンク 代表取締役 中土 忠 650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町二丁目１０番１９号 784412041 東播(加健)第403-84 平成30年2月19日 令和6年2月29日 平成30年2月19日
000028 3000166235 壱丁田 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８　Ｂ１ 794228646 食肉販売業 一般 明治屋産業株式会社 代表取締役 谷尾 一也 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１４番１号 924329511 東播(加健)第427-77 平成30年2月19日 令和6年2月29日 平成30年2月19日
000028 3000166248 セブン－イレブン山陽高砂駅前店 676-0022 高砂市高砂町浜田町２丁目１番２号 794421116 飲食店営業(4)その他 一般 久保田 晴雄 東播(加健)第401-660 平成30年2月21日 令和7年2月28日 平成30年2月21日
000028 3000166252 介護老人保健施設サンライズ 675-1114 加古郡稲美町国安１２３７番地 794965211 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社マエダフーズ 代表取締役 前田 陽平 675-1221 兵庫県加古川市平荘町山角１１９－３ 794281156 東播(加健)第401-659 平成30年2月21日 令和7年2月28日 平成30年2月21日
000028 3000166253 いきなりステーキ加古川店 675-0016 加古川市野口町長砂１１７７－４ 794417029 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社プライムウィル 代表取締役 加藤 道信 659-0013 兵庫県芦屋市岩園町１番７号 797615727 東播(加健)第401-658 平成30年2月21日 令和6年2月29日 平成30年2月21日
000028 3000166278 細川商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 細川 勝彦 東播(加健)第401-722 令和5年2月27日 令和10年2月29日 令和5年2月27日
000028 3000166280 赤坂飯店 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８　７Ｆ 794273739 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 義隆商事株式会社 代表取締役 青山 克敏 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町字向ノ尻２４４番 東播(加健)第401-664 平成30年2月22日 令和6年2月29日 平成30年2月22日
000028 3000166283 ファミリーマート高砂魚橋店 676-0822 高砂市阿弥陀町魚橋１０４３－４ 794490011 飲食店営業(4)その他 一般 福島 孝二 東播(加健)第401-662 平成30年2月22日 令和6年2月29日 平成30年2月22日
000028 3000166287 荒井廃墟１９８８ 676-0016 高砂市荒井町扇町１５－２ 飲食店営業(4)その他 一般 福岡 知宏 東播(加健)第401-667 平成30年2月22日 令和6年2月29日 平成30年2月22日
000028 3000166288 ＣＬＵＢ　ＳＷＥＥＴ　ＨＥＡＲＴ 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５７－１ＲＣビル４階 794246939 飲食店営業(4)その他 一般 小野 智之 東播(加健)第401-665 平成30年2月22日 令和6年2月29日 平成30年2月22日
000028 3000166293 ステーキ　藤久 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８　７Ｆ 794224129 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社フラップアップ・ケイ 代表取締役 向野 拓馬 675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原２１番８号 794224129 東播(加健)第401-670 平成30年2月22日 令和6年2月29日 平成30年2月22日
000028 3000166295 サンドイッチカフェ　３ｎｄ１ 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８　１Ｆ 794211700 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＯＴＴＯ 代表取締役 675-0117 兵庫県加古川市平岡町一色西一丁目１１８番地プレステージ東加古川Ⅱ－５０１号 東播(加健)第401-668 平成30年2月22日 令和6年2月29日 平成30年2月22日
000028 3000166341 味才（あじさい） 675-0031 加古川市加古川町北在家４７９－３ 794212458 飲食店営業(4)その他 一般 都築 明美 東播(加健)第401-678 平成30年2月27日 令和6年2月29日 平成30年2月27日
000028 3000166342 屋内ドッグラン　ペコ＆ペティー 675-0126 加古川市別府町本町１丁目２番地 794981155 飲食店営業(4)その他 一般 永友 博 東播(加健)第401-679 平成30年2月27日 令和6年2月29日 平成30年2月27日
000028 3000166358 ハートランド 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１イオン加古川１Ｆ 794275880 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤井 康 東播(加健)第401-680 平成30年2月26日 令和6年2月29日 平成30年2月26日
000028 3000166377 （株）籠谷　１Ｆ 676-0005 高砂市荒井町御旅２－１－１７ 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第402-17 令和5年1月31日 令和10年2月29日 令和5年1月31日
000028 3000166395 ごえもん 675-0054 加古川市米田町平津４５４－２　東１ 飲食店営業(4)その他 一般 高橋 昌代 東播(加健)第401-683 平成30年2月27日 令和6年2月29日 平成30年2月27日
000028 3000166397 マルアイ高砂店 676-0078 高砂市伊保２丁目２番１号 794464310 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第401-684 平成30年2月26日 令和6年2月29日 平成30年2月26日
000028 3000166400 マルアイ高砂店 676-0078 高砂市伊保２丁目２番１号 794464310 魚介類販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第429-62 平成30年2月26日 令和6年2月29日 平成30年2月26日
000028 3000166407 尾上ゴルフセンター　１Ｆ自販機コーナー  ６Ｗ０９６１ 675-0021 加古川市尾上町安田４９９－１ 794236210 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第402-15 令和5年1月27日 令和10年2月29日 令和5年1月27日
000028 3000166475 喫茶　ぴっける 675-0025 加古川市尾上町養田１１７７－１ 794240822 飲食店営業(4)その他 一般 丸山 保喜 東播(加健)第401-694 平成30年3月2日 令和6年5月31日 平成30年3月2日
000028 3000166517 いろりや 675-0122 加古川市別府町別府９９７－１ 794411055 飲食店営業(4)その他 一般 久保田 愛里 東播(加健)第401-696 平成30年3月7日 令和6年5月31日 平成30年3月7日
000028 3000166527 Ｐｉｎｋｙ 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５７－１ＲＣビル２Ｆ 794258577 飲食店営業(4)その他 一般 山本 志帆 東播(加健)第401-698 平成30年3月7日 令和6年5月31日 平成30年3月7日
000028 3000166541 幼保連携型認定こども園　孔雀こども園 675-0011 加古川市野口町北野１６１番地 794242077 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 社会福祉法人大瑠会 理事 大野 裕史 675-0011 兵庫県加古川市野口町北野字南川１６１番地 794242077 東播(加健)第401-699 平成30年3月9日 令和6年5月31日 平成30年3月9日
000028 3000166558 Ｖｉｖｉｅｎｎｅ 675-0105 加古川市平岡町つつじ野２つつじ野アベニュー６ 飲食店営業(4)その他 一般 市川 泰代 東播(加健)第401-700 平成30年3月9日 令和6年5月31日 平成30年3月9日
000028 3000166623 とり里 676-0081 高砂市伊保町中筋２５４－１メゾンクレールＣ 794478391 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社初田食鶏 代表取締役 初田 禎信 676-0824 兵庫県高砂市阿弥陀町南池３１番地 794470212 東播(加健)第401-702 平成30年3月15日 令和6年5月31日 平成30年3月15日
000028 3000166624 とり里 676-0081 高砂市伊保町中筋２５４－１メゾンクレールＣ 794478391 食肉販売業 一般 有限会社初田食鶏 代表取締役 初田 禎信 676-0824 兵庫県高砂市阿弥陀町南池３１番地 794470212 東播(加健)第427-82 平成30年3月15日 令和6年5月31日 平成30年3月15日
000028 3000166632 ｈａｎａｍｕｓｕｂｉ 675-1111 加古郡稲美町印南１１２４ 飲食店営業(4)その他 一般 杉山 寛敏 東播(加健)第401-706 平成30年3月16日 令和6年5月31日 平成30年3月16日
000028 3000166633 ｈａｎａｍｕｓｕｂｉ 675-1111 加古郡稲美町印南１１２４ 菓子製造業 一般 杉山 寛敏 東播(加健)第403-89 平成30年3月16日 令和6年5月31日 平成30年3月16日
000028 3000166652 加古川ヤマトヤシキ  (催事コーナー　Ｂ１) 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８　ＢＦ 794251241 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社加古川ヤマトヤシキ 代表取締役 飯野 信和 675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原町２１番地の８ 794251221 東播(加健)第401-703 平成30年3月16日 令和6年5月31日 平成30年3月16日
000028 3000166653 加古川ヤマトヤシキ  (催事コーナー　Ｂ１) 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８　ＢＦ 794251241 菓子製造業 一般 株式会社加古川ヤマトヤシキ 代表取締役 飯野 信和 675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原町２１番地の８ 794251221 東播(加健)第403-87 平成30年3月16日 令和6年5月31日 平成30年3月16日
000028 3000166671 心まち 676-0807 高砂市米田町島２２７－１ 794310361 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 332873611 東播(加健)第401-707 平成30年3月19日 令和6年5月31日 平成30年3月19日
000028 3000166702 ハーモニー園 676-0023 高砂市高砂町松波町４４０－６ 794442828 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 332873611 東播(加健)第401-708 平成30年3月19日 令和6年5月31日 平成30年3月19日
000028 3000166703 はるちゃん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 金 春美 東播(加健)第401-72 令和5年4月26日 令和10年5月31日 令和5年4月26日
000028 3000166704 スナック蓮 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２６３－１ＨＫビル３Ｆ（Ｂ） 794207676 飲食店営業(4)その他 一般 松浦 梨菜 東播(加健)第401-710 平成30年3月20日 令和6年5月31日 平成30年3月20日
000028 3000166706 ＢＥＡＴＥ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７１－９フジビルⅡ５Ｆ 794253377 飲食店営業(4)その他 一般 田端 玄徳 東播(加健)第401-712 平成30年3月20日 令和6年5月31日 平成30年3月20日
000028 3000166709 寿美 675-0023 加古川市尾上町池田７３９－２ 飲食店営業(4)その他 一般 佐藤 正勝 東播(加健)第401-715 平成30年3月20日 令和6年5月31日 平成30年3月20日
000028 3000166736 認定こども園「子供のお里」 675-0112 加古川市平岡町山之上２８３－１ 794241656 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社入船 代表取締役 入江 建介 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町１０３３番地 794435500 東播(加健)第401-716 平成30年3月22日 令和6年5月31日 平成30年3月22日
000028 3000166754 加古川市立加古川小学校 675-0038 加古川市加古川町木村２２２－３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ハーベストネクスト株式会社 代表取締役 脇本 実 240-0004 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町二丁目１２０番地 453361120 東播(加健)第401-717 平成30年3月23日 令和6年5月31日 平成30年3月23日
000028 3000166755 ＮＯＮＮＯ 676-0804 高砂市美保里２５－２０サンシャイン９１　２０３号 飲食店営業(4)その他 一般 田中 恵 東播(加健)第401-718 平成30年3月22日 令和6年5月31日 平成30年3月22日
000028 3000166785 株式会社ベネミール  フェニックス加古川記念病院事業所 675-0054 加古川市米田町平津字沖田３８４－１（内厨房） 794323715 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ベネミール 代表取締役 野口 博行 101-0021 東京都千代田区外神田一丁目１８番１３号秋葉原ダイビル十二階 332531711 東播(加健)第401-709 平成30年3月23日 令和7年5月31日 平成30年3月23日
000028 3000166797 ファミリーマート加古川別府店 675-0126 加古川市別府町本町一丁目６２ 794414811 飲食店営業(4)その他 一般 石川 雅典 東播(加健)第401-681 平成30年3月23日 令和6年5月31日 平成30年3月23日
000028 3000166802 Ｂｒｅｗ　Ｐｕｂ　Ｂｌａｎｃａ 675-0066 加古川市加古川町寺家町３６番７ 794417313 飲食店営業(4)その他 一般 小野澤 克史 東播(加健)第401-724 平成30年3月26日 令和6年5月31日 平成30年3月26日
000028 3000166804 お菓子工房　ぷらんぷらん  ｐｅｌａｎ－ｐｅｌａｎ 675-0158 加古郡播磨町北野添３－５－１１ 789428178 菓子製造業 一般 近野 悦子 東播(加健)第403-90 平成30年3月26日 令和6年5月31日 平成30年3月26日
000028 3000166838 播磨町酒場　真 675-0147 加古郡播磨町南大中２－２－１４ 飲食店営業(4)その他 一般 濵﨑 将文 東播(加健)第401-727 平成30年3月26日 令和6年5月31日 平成30年3月26日
000028 3000166839 香房　たかさご食彩縁 676-0821 高砂市阿弥陀町長尾１９９番１ 飲食店営業(4)その他 一般 早川 寛 東播(加健)第401-725 平成30年3月26日 令和6年5月31日 平成30年3月26日
000028 3000166840 香房　たかさご食彩縁 676-0821 高砂市阿弥陀町長尾１９９番１ そうざい製造業 一般 早川 寛 東播(加健)第409-9 平成30年3月26日 令和6年5月31日 平成30年3月26日
000028 3000166841 香房　たかさご食彩縁 676-0821 高砂市阿弥陀町長尾１９９番１ 魚肉ねり製品製造業 一般 早川 寛 東播(加健)第431-2 平成30年3月26日 令和6年5月31日 平成30年3月26日
000028 3000166842 第５かくりん保育園 675-0121 加古川市別府町新野辺北町５－９５ 794374750 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社入船 代表取締役 入江 建介 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町１０３３番地 794435500 東播(加健)第401-726 平成30年3月26日 令和6年5月31日 平成30年3月26日
000028 3000166843 加古川市立東神吉南小学校 675-0056 加古川市東神吉町砂部３９３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社魚国総本社 代表取締役 田所 伸浩 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町一丁目６番１９号 664785723 東播(加健)第401-728 平成30年3月27日 令和7年5月31日 平成30年3月27日
000028 3000166900 野口北小学校 675-0011 加古川市野口町北野１１１０ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 コーベフーズ株式会社 代表取締役 久保 孝義 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町一丁目１番３号 783824700 東播(加健)第401-733 平成30年3月29日 令和6年5月31日 平成30年3月29日
000028 3000166901 Ｌｕｘｕｒｙ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６４－５ＩＫＫＯＵビル３Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 大西 勇貴 東播(加健)第401-732 平成30年3月29日 令和6年5月31日 平成30年3月29日
000028 3000166902 高山建設　加古川宿舎 675-1234 加古川市平荘町西山４２６－２番地 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＭＭＴ 代表取締役 清水 昌博 485-0044 愛知県小牧市常普請三丁目１０４番地２ 568688152 東播(加健)第401-735 平成30年3月29日 令和6年5月31日 平成30年3月29日
000028 3000166903 和－なごみ－ 676-0082 高砂市曽根町２４５５－１２ 菓子製造業 一般 中川 浩弥 東播(加健)第403-91 平成30年3月29日 令和6年5月31日 平成30年3月29日
000028 3000166904 氷丘南小学校 675-0064 加古川市加古川町溝之口２４６ 794417150 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 コーベフーズ株式会社 代表取締役 久保 孝義 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町一丁目１番３号 783824700 東播(加健)第401-734 平成30年3月29日 令和6年5月31日 平成30年3月29日
000028 3000166917 和　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｋｉｔｃｈｅｎ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６５－２邦栄ビル１階（南奥） 794981327 飲食店営業(4)その他 一般 三沢 篤史 東播(加健)第401-736 平成30年3月29日 令和6年5月31日 平成30年3月29日
000028 3000166954 いなみ野学園内食堂 675-0101 加古川市平岡町新在家９０２－３ 794261885 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 アールシー食品株式会社 代表取締役 南 裕文 671-2221 兵庫県姫路市青山北二丁目１４－２２ 792668522 東播(加健)第401-738 平成30年3月30日 令和6年5月31日 平成30年3月30日
000028 3000166956 板前ごはん　おとぎ 675-0005 加古川市神野町石守１５０４－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上野 弘彰 東播(加健)第401-740 平成30年3月30日 令和6年5月31日 平成30年3月30日
000028 3000166957 兵庫県立農業高等学校内食堂 675-0101 加古川市平岡町新在家９０２－４ 794260266 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 アールシー食品株式会社 代表取締役 南 裕文 671-2221 兵庫県姫路市青山北二丁目１４－２２ 792668522 東播(加健)第401-737 平成30年3月30日 令和6年5月31日 平成30年3月30日
000028 3000166958 兵庫県立東播磨高等学校内食堂 675-1127 加古郡稲美町中一色５９４－２ 794923388 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 アールシー食品株式会社 代表取締役 南 裕文 671-2221 兵庫県姫路市青山北二丁目１４－２２ 792668522 東播(加健)第401-739 平成30年3月30日 令和6年5月31日 平成30年3月30日
000028 3000167000 百本立 675-0066 加古川市加古川町寺家町１５－７ 794226486 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 清瀨 憲昭 東播(加健)第401-1 平成30年4月2日 令和6年5月31日 平成30年4月2日
000028 3000167007 高齢者手づくりの店（いなみ野学園内） 675-0101 加古川市平岡町新在家９０２－３ 794272191 喫茶店営業 一般 アールシー食品株式会社 代表取締役 南 裕文 671-2221 兵庫県姫路市青山北二丁目１４－２２ 792668522 東播(加健)第402-2 平成30年4月3日 令和5年5月31日 平成30年4月3日
000028 3000167009 Ｌｕｍｉｎｏｕｓ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７６－５美幸ビル１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 松本 那菜美 東播(加健)第401-4 平成30年4月4日 令和6年5月31日 平成30年4月4日
000028 3000167016 両荘公民館　喫茶コーナー 675-1221 加古川市平荘町山角７１８－１ 飲食店営業(4)その他 一般 公益社団法人加古川市シルバー人材センター 代表理事 市村 裕幸 675-0067 兵庫県加古川市加古川町河原４５３番地の１５ 794211207 東播(加健)第401-2 平成30年4月4日 令和6年5月31日 平成30年4月4日
000028 3000167024 肉匠まるわき 676-0015 高砂市荒井町紙町３１－２４　中野ビル１Ｆ 794440288 食肉販売業 一般 脇村 俊毅 東播(加健)第427-1 平成30年4月5日 令和6年5月31日 平成30年4月5日



000028 3000167025 磯っぺ里 675-0066 加古川市加古川町寺家町１５１－５ 794597674 飲食店営業(4)その他 一般 磯部 弘 東播(加健)第401-5 平成30年4月9日 令和6年5月31日 平成30年4月9日
000028 3000167027 稲空 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社野元メンテナンスサービス 代表取締役 野元 一真 675-1105 兵庫県加古郡稲美町加古２７５３ 794965060 東播(加健)第401-6 平成30年4月5日 令和5年5月31日 平成30年4月5日
000028 3000167029 稲空 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社野元メンテナンスサービス 代表取締役 野元 一真 675-1105 兵庫県加古郡稲美町加古２７５３ 794965060 東播(加健)第401-7 平成30年4月5日 令和5年5月31日 平成30年4月5日
000028 3000167035 磯っぺ里 675-0066 加古川市加古川町寺家町１５１－５ 794597674 飲食店営業(4)その他 露店 磯部 弘 東播(加健)第401-8 平成30年4月9日 令和5年5月31日 平成30年4月9日
000028 3000167044 ～真珠 675-0156 加古郡播磨町東本荘１丁目５－２１クリエートビル１ＦＢ 飲食店営業(4)その他 一般 多田 陽子 東播(加健)第401-10 平成30年4月9日 令和6年5月31日 平成30年4月9日
000028 3000167050 和風レストランとん平 675-0104 加古川市平岡町土山１２２１－３５ 789421385 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川上 裕美子 東播(加健)第401-12 平成30年4月9日 令和6年5月31日 平成30年4月9日
000028 3000167053 だいにんぐＫ 676-0804 高砂市美保里２５－２０サンシャイン’９１　２０５ 飲食店営業(4)その他 一般 岸本 昇 東播(加健)第401-11 平成30年4月9日 令和6年5月31日 平成30年4月9日
000028 3000167059 マックスバリュ西日本（株）　石守店 675-0005 加古川市神野町石守字整理４７１－６ 794541671 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第402-2 令和5年4月20日 令和11年5月31日 令和5年4月20日
000028 3000167066 創作家庭料理　玉屋 675-1122 加古郡稲美町中村１６７３－３ 794970155 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木下 玉枝 東播(加健)第401-9 平成30年4月9日 令和6年5月31日 平成30年4月9日
000028 3000167072 リリー 676-0805 高砂市米田町米田９４２－９ 794320707 飲食店営業(4)その他 一般 狭川 玉分 東播(加健)第401-13 平成30年4月9日 令和6年5月31日 平成30年4月9日
000028 3000167093 ＴＡＫＥＭＵＲＡ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 竹村 ゆかり 東播(加健)第401-14 平成30年4月10日 令和5年5月31日 平成30年4月10日
000028 3000167128 マックスバリュ宝殿店 676-0807 高砂市米田町島３８番地 794334113 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第402-1 令和5年4月20日 令和11年5月31日 令和5年4月20日
000028 3000167132 ＢＲＥＥＺＥ　ＣＡＦＥ 675-1112 加古郡稲美町六分一６４２－２ 794395813 菓子製造業 一般 株式会社ＨＯＴ　ＨＥＡＲＴＳ 代表取締役 大西 敦子 675-1112 兵庫県加古郡稲美町六分一６４２番地の２ 794395813 東播(加健)第403-1 平成30年4月12日 令和6年5月31日 平成30年4月12日
000028 3000167161 Ｂａｒ　Ｂｒａｓｉｌ 675-0147 加古郡播磨町南大中２－９－２５中西ビル２ＦＣ 飲食店営業(4)その他 一般 ＮＯＮＡＫＡ ＪＯＳＥ　ＡＮＴＯＮＩＯ 東播(加健)第401-17 平成30年4月16日 令和6年5月31日 平成30年4月16日
000028 3000167173 七宝 675-0038 加古川市加古川町木村２２７ 794224636 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社こっとんてーる 代表取締役 一色 真美 675-0038 兵庫県加古川市加古川町木村２２７番地 794224636 東播(加健)第401-20 平成30年4月18日 令和6年5月31日 平成30年4月18日
000028 3000167181 有機茶房ごえん　氷丘公民館・喫茶室 675-0061 加古川市加古川町大野９３１ 794243741 飲食店営業(4)その他 一般 一般社団法人ごえん 代表理事 黒木 亜野 675-0036 兵庫県加古川市加古川町西河原５６番地の１ 794557775 東播(加健)第401-21 平成30年4月18日 令和6年5月31日 平成30年4月18日
000028 3000167187 ＧＯＤ丼丸稲美店 675-1122 加古郡稲美町中村１７７ 794926226 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 迫田 邦彦 東播(加健)第401-23 平成30年4月18日 令和6年5月31日 平成30年4月18日
000028 3000167188 ＧＯＤ丼丸稲美店 675-1122 加古郡稲美町中村１７７ 794926226 魚介類販売業 一般 迫田 邦彦 東播(加健)第429-1 平成30年4月18日 令和6年5月31日 平成30年4月18日
000028 3000167190 居酒屋　まーどれぱっぱ 675-0066 加古川市加古川町寺家町３６２番地１ビアンテじけまち２Ｆ６－Ｂ号 794231708 飲食店営業(4)その他 一般 磯部 典江 東播(加健)第401-22 平成30年4月18日 令和6年5月31日 平成30年4月18日
000028 3000167227 カラオケ喫茶＆スナック　ＤＥＡＲ 676-0804 高砂市美保里２５－２０サンシャイン９１ビル１０１ 飲食店営業(4)その他 一般 川﨑 まき 東播(加健)第401-28 平成30年4月19日 令和6年5月31日 平成30年4月19日
000028 3000167228 Ｏｎｅ－Ｈａｌｆ 675-0026 加古川市尾上町旭２丁目６６－２ヴィーナスプラザ２０３号 794548558 飲食店営業(4)その他 一般 大西 恵理 東播(加健)第401-29 平成30年4月23日 令和6年5月31日 平成30年4月23日
000028 3000167251 ここすぺーす　おればる食堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 川守 智晴 東播(加健)第401-34 平成30年4月23日 令和5年5月31日 平成30年4月23日
000028 3000167253 カラオケ喫茶　まゆ 675-0026 加古川市尾上町旭２－６６－２ビーナスプラザ１０２ 飲食店営業(4)その他 一般 小谷 真弓 東播(加健)第401-36 平成30年4月23日 令和6年5月31日 平成30年4月23日
000028 3000167258 洋食亭　樅の木 676-0808 高砂市神爪１丁目７－１ヤングビル１０４ 794346088 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 悟史 東播(加健)第401-30 平成30年4月25日 令和6年5月31日 平成30年4月25日
000028 3000167259 牛小屋商店　ホルモン焼　じゃりんこ 676-0803 高砂市百合丘１番７１号 794903555 飲食店営業(4)その他 一般 黒川 登 東播(加健)第401-31 平成30年4月25日 令和6年5月31日 平成30年4月25日
000028 3000167260 麻雀クラブ  泰平 675-0057 加古川市東神吉町神吉９３５－６ 794323366 飲食店営業(4)その他 一般 田川 由香 東播(加健)第401-32 平成30年4月25日 令和6年5月31日 平成30年4月25日
000028 3000167261 麻雀クラブ  泰平 675-0057 加古川市東神吉町神吉９３５－６ 794323366 菓子製造業 一般 田川 由香 東播(加健)第403-3 平成30年4月25日 令和6年5月31日 平成30年4月25日
000028 3000167285 的場商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 的場 芳広 東播(加健)第401-48 平成30年4月24日 令和5年5月31日 平成30年4月24日
000028 3000167286 岡本商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 岡本 和之 東播(加健)第401-47 平成30年4月24日 令和5年5月31日 平成30年4月24日
000028 3000167289 ファミリーマート土山西店 675-0104 加古川市平岡町土山１２０６－１ 789411177 飲食店営業(4)その他 一般 安藤 直人 東播(加健)第401-26 平成30年4月23日 令和6年5月31日 平成30年4月23日
000028 3000167293 もんほる 675-0101 加古川市平岡町新在家１０９－１ＡＣＡＳＨ２１ビル１Ｆ 794252980 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 乾 康平 東播(加健)第401-27 平成30年4月23日 令和6年5月31日 平成30年4月23日
000028 3000167298 ４Ｃ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７１－９フジビルディングⅡ４Ｂ室 794218313 飲食店営業(4)その他 一般 石澤 百栄 東播(加健)第401-44 平成30年4月24日 令和6年5月31日 平成30年4月24日
000028 3000167321 タテイト珈琲店 675-0038 加古川市加古川町木村７１２－４ニシムラビル１階北 飲食店営業(4)その他 一般 田中 雅経 東播(加健)第401-49 平成30年4月25日 令和6年5月31日 平成30年4月25日
000028 3000167380 ＭＡＴＡＨＡＲＩ　ＢＡＲ． 675-0064 加古川市加古川町溝之口５０７サンライズビルＢ１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 堀江 昌彦 東播(加健)第401-62 平成30年4月27日 令和6年5月31日 平成30年4月27日
000028 3000167399 ののん 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７６－１２スカイラークビル１０２ 飲食店営業(4)その他 一般 西本 薫 東播(加健)第401-66 平成30年5月1日 令和6年5月31日 平成30年5月1日
000028 3000167400 ダディーズベーカリー 675-1105 加古郡稲美町加古２２７－２ 菓子製造業 一般 株式会社麦わら 代表取締役 村井 文仁 675-1115 兵庫県加古郡稲美町国岡１０４８番地 794975755 東播(加健)第403-4 平成30年5月1日 令和6年5月31日 平成30年5月1日
000028 3000167401 ダディーズベーカリー 675-1105 加古郡稲美町加古２２７－２ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社麦わら 代表取締役 村井 文仁 675-1115 兵庫県加古郡稲美町国岡１０４８番地 794975755 東播(加健)第401-61 平成30年5月1日 令和6年5月31日 平成30年5月1日
000028 3000167413 ３９Ｃａｆｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 森口 紗貴子 東播(加健)第403-6 平成30年5月2日 令和5年5月31日 平成30年5月2日
000028 3000167421 Ｃａｆｅ＆Ｄｉｎｉｎｇ　Ｂｌｅｓｓ 675-0111 加古川市平岡町二俣６－１東１号 飲食店営業(4)その他 一般 金城 美貴 東播(加健)第401-74 平成30年5月7日 令和6年5月31日 平成30年5月7日
000028 3000167425 カラオケ　金のリボン 675-0066 加古川市加古川町寺家町１６３ 794212588 飲食店営業(4)その他 一般 古賀 香 東播(加健)第401-76 平成30年5月7日 令和6年5月31日 平成30年5月7日
000028 3000167429 Ｂａｍｂｉ’ｓ　ｓｗｅｅｔｓ 675-0041 加古川市西神吉町宮前１５３－１ 794323227 菓子製造業 一般 滝沢 香里 東播(加健)第403-7 平成30年5月7日 令和6年5月31日 平成30年5月7日
000028 3000167457 社会福祉法人 加古川つつじの家福祉会  つつじの家　浜の宮工房 675-0022 加古川市尾上町口里５４８－６ 794201180 菓子製造業 一般 社会福祉法人加古川つつじの家福祉会 理事長 久保 寛 675-0068 兵庫県加古川市加古川町中津６９１－４ 794258625 東播(加健)第403-8 平成30年5月9日 令和6年5月31日 平成30年5月9日
000028 3000167459 Ｅｌ・Ｌｉｓｔｏｎ 675-1114 加古郡稲美町国安１－１ 794401130 飲食店営業(4)その他 一般 庄司 貴子 東播(加健)第401-87 平成30年5月9日 令和6年5月31日 平成30年5月9日
000028 3000167460 Ｅｌ・Ｌｉｓｔｏｎ 675-1114 加古郡稲美町国安１－１ 794401130 菓子製造業 一般 庄司 貴子 東播(加健)第403-10 平成30年5月9日 令和6年5月31日 平成30年5月9日
000028 3000167485 イタリア酒場　ＦＯＲＺＡ！！ 675-0065 加古川市加古川町篠原町７２－４　１階 794545577 飲食店営業(4)その他 一般 上田 教弘 東播(加健)第401-91 平成30年5月10日 令和6年5月31日 平成30年5月10日
000028 3000167489 旬いもん屋　あんちゃん 675-0066 加古川市加古川町寺家町１５１－２８ 794270255 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社Ａ．Ｆａｍｉｌｙ 安藤 明弘 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町１５１番地の２８ 794270255 東播(加健)第401-83 平成30年5月9日 令和6年5月31日 平成30年5月9日
000028 3000167542 炙凪屋 675-0102 加古川市平岡町西谷７８－１第一八千代ビル１－７ 飲食店営業(4)その他 一般 山本 隆行 東播(加健)第401-107 平成30年5月14日 令和6年5月31日 平成30年5月14日
000028 3000167546 ファミリーマート　播磨北本荘店 675-0144 加古郡播磨町北本荘六丁目１番２６号 794414066 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社うかいや 代表取締役 朝生 美徳 671-1521 兵庫県揖保郡太子町東出２６２番地の１ 792761753 東播(加健)第401-102 平成30年5月14日 令和6年5月31日 平成30年5月14日
000028 3000167556 しゃぶ葉加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家５９６－２ 794563303 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保一丁目２５番８号 422375218 東播(加健)第401-103 平成30年5月14日 令和7年5月31日 平成30年5月14日
000028 3000167604 乾物飲処　越後屋 675-0101 加古川市平岡町新在家３丁目２８１番３シャトー東加古川１Ｆ１０８ 飲食店営業(4)その他 一般 出雲 公薫 東播(加健)第401-133 平成30年5月18日 令和6年5月31日 平成30年5月18日
000028 3000167651 帝神志方ミート株式会社 675-0321 加古川市志方町志方町４４５ 794523673 食肉販売業 一般 帝神志方ミート株式会社 代表取締役 前西 貴哉 675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町４４５番地 794523673 東播(加健)第427-12 平成30年5月21日 令和6年5月31日 平成30年5月21日
000028 3000167683 博多ラーメン片岡屋　稲美店 675-1115 加古郡稲美町国岡５丁目１８７ 794517772 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ウイングジャパン 代表取締役 福田 信一 672-8035 兵庫県姫路市飾磨区中島起シ５７３番地の１ 792330433 東播(加健)第401-145 平成30年5月23日 令和6年5月31日 平成30年5月23日
000028 3000167684 サイド　オブ　ユー 675-0067 加古川市加古川町河原２２ 菓子製造業 一般 田中 保夫 東播(加健)第403-21 平成30年5月23日 令和6年5月31日 平成30年5月23日
000028 3000167708 野添であい公園　播磨町　パークセンター前 675-0157 加古郡播磨町上野添３丁目１９２０－２ 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第402-27 平成30年5月24日 令和5年5月31日 平成30年5月24日
000028 3000167750 織食堂 676-0001 高砂市中島３丁目３－３６－２ 794981271 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佐藤 寿恭 東播(加健)第401-160 平成30年5月29日 令和6年5月31日 平成30年5月29日
000028 3000167761 そよ風 675-0122 加古川市別府町別府５９９アルファビル１Ｆ 794410383 飲食店営業(4)その他 一般 早田 誠 東播(加健)第401-159 平成30年5月29日 令和6年5月31日 平成30年5月29日
000028 3000167767 ホッポ屋加古川店 675-0021 加古川市尾上町安田２８２－３ 794905017 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社杏和 代表取締役 大西 和也 673-0404 兵庫県三木市大村６１６番地の１ 794837051 東播(加健)第401-162 平成30年5月30日 令和6年5月31日 平成30年5月30日
000028 3000167780 株式会社神戸屋　土山工場  １Ｆ通路（ＣＣＷ単受） 675-1113 加古郡稲美町岡字川向２６１６－３ 794951950 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第402-29 平成30年5月29日 令和5年5月31日 平成30年5月29日
000028 3000167799 ＣａｔＷａｌｋ 675-0035 加古川市加古川町友沢３８２－３ 飲食店営業(4)その他 一般 中川 由紀子 東播(加健)第401-167 平成30年5月31日 令和6年5月31日 平成30年5月31日
000028 3000167812 福準（福良有限会社） 675-0303 加古川市志方町細工所１１９ 794524958 飲食店営業(4)その他 一般 福良有限会社 代表取締役 福本 茂仁 675-0303 兵庫県加古川市志方町細工所１１９番地 794524958 東播(加健)第401-169 平成30年5月31日 令和6年5月31日 平成30年5月31日
000028 3000167813 福準（福良有限会社） 675-0303 加古川市志方町細工所１１９ 794524958 食肉販売業 一般 福良有限会社 代表取締役 福本 茂仁 675-0303 兵庫県加古川市志方町細工所１１９番地 794524958 東播(加健)第427-18 平成30年5月31日 令和6年5月31日 平成30年5月31日
000028 3000167814 福準（福良有限会社） 675-0303 加古川市志方町細工所１１９ 794524958 食肉処理業 一般 福良有限会社 代表取締役 福本 茂仁 675-0303 兵庫県加古川市志方町細工所１１９番地 794524958 東播(加健)第426-2 平成30年5月31日 令和6年5月31日 平成30年5月31日
000028 3000167821 スナック　ルンルン 676-0082 高砂市曽根町２４７５－１２ 飲食店営業(4)その他 一般 川田 淑子 東播(加健)第401-173 平成30年5月31日 令和6年5月31日 平成30年5月31日
000028 3000167836 ＣＯＲＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 星島 伸 東播(加健)第401-171 平成30年5月31日 令和5年5月31日 平成30年5月31日
000028 3000167864 杉本美智代商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 杉本 肇 東播(加健)第401-175 平成30年6月4日 令和5年8月31日 平成30年6月4日
000028 3000167885 はりまデザインラボ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 早野 智夫 東播(加健)第402-30 平成30年6月6日 令和5年8月31日 平成30年6月6日
000028 3000167933 かたりば　竜 675-0115 加古川市平岡町一色７８７－１カーサ一色１０２号 794905275 飲食店営業(4)その他 一般 山本 竜史 東播(加健)第401-179 平成30年6月12日 令和6年8月31日 平成30年6月12日
000028 3000167941 Ｂｌｕｅ　ｆｏｒｅｓｔ　Ｃａｆｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 岡本 研介 東播(加健)第401-180 平成30年6月12日 令和5年8月31日 平成30年6月12日
000028 3000167942 Ｂｌｕｅ　ｆｏｒｅｓｔ　Ｃａｆｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 岡本 研介 東播(加健)第403-23 平成30年6月12日 令和5年8月31日 平成30年6月12日
000028 3000167943 Ｖｉｖａ　ｌａ　Ｖｉｄａ 675-0015 加古川市野口町坂井１４－１アメニティ中田Ⅲ１０６ 794353512 菓子製造業 一般 末廣 有康 東播(加健)第403-24 平成30年6月12日 令和6年8月31日 平成30年6月12日
000028 3000167964 いろどりダイニング　別府 675-0121 加古川市別府町新野辺北町三丁目８番 794361616 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社トモシア 代表取締役 和田 龍馬 673-0892 兵庫県明石市本町一丁目６番１１号 東播(加健)第401-184 平成30年6月14日 令和6年8月31日 平成30年6月14日
000028 3000168021 マックスバリュ梅井店 676-0074 高砂市梅井５丁目５番２５号 794474211 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第401-186 平成30年6月15日 令和6年8月31日 平成30年6月15日
000028 3000168028 Ｋ・Ｔ商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 田村 けいこ 東播(加健)第401-188 平成30年6月20日 令和5年8月31日 平成30年6月20日
000028 3000168029 川口商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 川口 チエミ 東播(加健)第401-189 平成30年6月20日 令和5年8月31日 平成30年6月20日
000028 3000168030 きおな 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６８－５カスヤビル１階 飲食店営業(4)その他 一般 平岡 尚樹 東播(加健)第401-187 平成30年6月15日 令和6年8月31日 平成30年6月15日
000028 3000168032 創窓堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中川 晃 東播(加健)第401-190 平成30年6月20日 令和5年8月31日 平成30年6月20日
000028 3000168040 ＭＡＧ　ＣＡＴ　ＣＡＦＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 大木 真悠子 東播(加健)第401-191 平成30年6月19日 令和5年8月31日 平成30年6月19日
000028 3000168061 松崎商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 松崎 一樹 東播(加健)第401-192 平成30年6月21日 令和5年8月31日 平成30年6月21日
000028 3000168076 まるかず商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 中瀬 萌花 東播(加健)第403-27 平成30年6月21日 令和5年8月31日 平成30年6月21日
000028 3000168077 まるかず商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 安田 幸恵 東播(加健)第403-28 平成30年6月21日 令和5年8月31日 平成30年6月21日
000028 3000168084 まるかず商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 安田 雄樹 東播(加健)第401-196 平成30年6月21日 令和5年8月31日 平成30年6月21日
000028 3000168085 まるかず商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 安田 雄樹 東播(加健)第403-26 平成30年6月21日 令和5年8月31日 平成30年6月21日
000028 3000168088 まるかず商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 多聞 直也 東播(加健)第401-195 平成30年6月21日 令和5年8月31日 平成30年6月21日
000028 3000168089 まるかず商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 多聞 直也 東播(加健)第403-25 平成30年6月21日 令和5年8月31日 平成30年6月21日
000028 3000168090 まるかず商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 ＳＨＩＢＵＹＡ ＧＵＴＩＥＲＲＥＺ 東播(加健)第401-194 平成30年6月21日 令和5年8月31日 平成30年6月21日
000028 3000168091 まるかず商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 多田 怜奈 東播(加健)第401-193 平成30年6月21日 令和5年8月31日 平成30年6月21日
000028 3000168098 ただの珈琲 676-0082 高砂市曽根町２５０５－１ 喫茶店営業 一般 多田 智治 東播(加健)第402-32 平成30年6月22日 令和6年8月31日 平成30年6月22日
000028 3000168106 明奉 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 肥後 勇作 東播(加健)第401-197 平成30年6月22日 令和5年8月31日 平成30年6月22日
000028 3000168118 原商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 原 祐貴 東播(加健)第401-198 平成30年6月22日 令和5年8月31日 平成30年6月22日
000028 3000168119 山脇商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山脇 真理恵 東播(加健)第401-199 平成30年6月22日 令和5年8月31日 平成30年6月22日
000028 3000168121 玉屋商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 玉屋 勇樹 東播(加健)第401-200 平成30年6月22日 令和5年8月31日 平成30年6月22日
000028 3000168122 さとみ商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 原 さとみ 東播(加健)第401-201 平成30年6月22日 令和5年8月31日 平成30年6月22日
000028 3000168125 小平商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 小平 明 東播(加健)第401-203 平成30年6月22日 令和5年8月31日 平成30年6月22日
000028 3000168126 高田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 高田 元子 東播(加健)第401-204 平成30年6月22日 令和5年8月31日 平成30年6月22日
000028 3000168131 てらもとおやつ店 676-0807 高砂市米田町島５５６－１ 飲食店営業(4)その他 一般 寺元 加奈 東播(加健)第401-205 平成30年6月25日 令和6年8月31日 平成30年6月25日
000028 3000168132 てらもとおやつ店 676-0807 高砂市米田町島５５６－１ 菓子製造業 一般 寺元 加奈 東播(加健)第403-29 平成30年6月25日 令和6年8月31日 平成30年6月25日
000028 3000168139 エム 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 仲東 美希 東播(加健)第401-202 平成30年6月22日 令和5年8月31日 平成30年6月22日
000028 3000168140 安西商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 安西 信 東播(加健)第401-207 平成30年6月22日 令和5年8月31日 平成30年6月22日
000028 3000168141 児玉商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 児玉 美香 東播(加健)第401-208 平成30年6月22日 令和5年8月31日 平成30年6月22日
000028 3000168142 多賀商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 多賀 博 東播(加健)第401-209 平成30年6月22日 令和5年8月31日 平成30年6月22日
000028 3000168143 寺家町酒場　季　－ＴＯＫＩ－ 675-0066 加古川市加古川町寺家町３４６－１ 794981160 飲食店営業(4)その他 一般 藤本 嘉明 東播(加健)第401-206 平成30年6月22日 令和6年8月31日 平成30年6月22日
000028 3000168148 居酒屋　華 675-0101 加古川市平岡町新在家１－２５２－１０ミツヤビル１Ｆ 794231668 飲食店営業(4)その他 一般 肥塚 智子 東播(加健)第401-210 平成30年6月25日 令和6年8月31日 平成30年6月25日
000028 3000168158 「美味しいお酒とゆみこ料理」  ヴァケーション 676-0805 高砂市米田町米田８７２－５５ 794345534 飲食店営業(4)その他 一般 山口 由美子 東播(加健)第401-212 平成30年6月25日 令和6年8月31日 平成30年6月25日
000028 3000168186 神戸Ｇｏｕｒｍａｎｄ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 横山 桃英 東播(加健)第401-214 平成30年6月27日 令和5年8月31日 平成30年6月27日
000028 3000168192 Ｆｕｎｋｙ　Ｄｏｇ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 松岡 裕也 東播(加健)第401-215 平成30年6月27日 令和5年8月31日 平成30年6月27日
000028 3000168203 太田設備工業 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 太田 真英 東播(加健)第401-217 平成30年6月28日 令和5年8月31日 平成30年6月28日
000028 3000168209 ステーキ藤久　別亭 675-0066 加古川市加古川町寺家町６７－９ 794224129 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社フラップアップ・ケイ 代表取締役 向野 拓馬 675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原２１番８号 794224129 東播(加健)第401-213 平成30年6月27日 令和6年8月31日 平成30年6月27日
000028 3000168212 季のしずく 676-0068 高砂市高砂町鍛冶屋町１３８６ 飲食店営業(4)その他 一般 増田 富美 東播(加健)第401-218 平成30年6月28日 令和6年8月31日 平成30年6月28日
000028 3000168217 株式会社シンセイ　高砂寮 676-0808 高砂市神爪３－２－７－２号棟　２Ｆ 794310028 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社シンセイ 代表取締役 西 竜也 676-0808 兵庫県高砂市神爪３－２－６－１号棟１０７ 794310028 東播(加健)第401-220 平成30年6月29日 令和6年8月31日 平成30年6月29日
000028 3000168218 おｃｈａ．ｍｅ 676-0808 高砂市神爪１丁目１２－１８高田ビル１Ｆ　Ａ 飲食店営業(4)その他 一般 大成 一代 東播(加健)第401-221 平成30年6月29日 令和6年8月31日 平成30年6月29日
000028 3000168232 カラオケ喫茶　あまやどり 675-0147 加古郡播磨町南大中２丁目６－３７ 飲食店営業(4)その他 一般 西森 千代 東播(加健)第401-222 平成30年6月29日 令和6年8月31日 平成30年6月29日
000028 3000168241 アジアンダイニング　ダラット 675-0032 加古川市加古川町備後６０－１メゾンソレイユⅢ１０３号 794253636 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 柳本 弘輔 東播(加健)第420-4 平成30年6月29日 令和5年8月31日 平成30年6月29日



000028 3000168242 クーズコンセルボ東加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２８０－８グランヴィラモリタ 794214773 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社オカノベーカリー 代表取締役 岡野 吉純 671-0234 兵庫県姫路市御国野町国分寺３９１番地 792539630 東播(加健)第420-3 平成30年6月29日 令和5年8月31日 平成30年6月29日
000028 3000168243 久保田商会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 杉谷 美鈴 東播(加健)第401-216 平成30年6月28日 令和5年8月31日 平成30年6月28日
000028 3000168244 Ｍｉｌｅｓｔｏｎｅ　Ｂｒｅｗｉｎｇ  東加古川醸造所 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６４－２２ 飲食店営業(4)その他 一般 大西 誠 東播(加健)第401-219 平成30年6月29日 令和6年8月31日 平成30年6月29日
000028 3000168271 スナック　再会 675-0066 加古川市加古川町寺家町３６２－１ビアンテビル２Ｆ 794575151 飲食店営業(4)その他 一般 大塚 幸恵 東播(加健)第401-223 平成30年7月2日 令和6年8月31日 平成30年7月2日
000028 3000168317 友利商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 友利 やす子 東播(加健)第403-31 平成30年7月4日 令和5年8月31日 平成30年7月4日
000028 3000168335 Ｊｕｄｇｅｍｅｎｔ 675-0101 加古川市平岡町新在家２－２８０－４幸平ビル２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 澤本 翔平 東播(加健)第401-225 平成30年7月5日 令和6年8月31日 平成30年7月5日
000028 3000168398 平松商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 平松 美豊美 東播(加健)第401-228 平成30年7月9日 令和5年8月31日 平成30年7月9日
000028 3000168407 井上商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 井上 美江子 東播(加健)第401-229 平成30年7月10日 令和5年8月31日 平成30年7月10日
000028 3000168413 Ｂｏｎ　Ｃｈｉｅｎ　（ボン　シエン） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 小和田 美樹 東播(加健)第401-230 平成30年7月10日 令和5年8月31日 平成30年7月10日
000028 3000168425 佐藤商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 佐藤 正樹 東播(加健)第401-231 平成30年7月11日 令和5年8月31日 平成30年7月11日
000028 3000168470 阪急ベーカリー　ニッケパークタウン店 675-0066 加古川市加古川町寺家町１７３－１ニッケパークタウン１階 794975308 菓子製造業 一般 株式会社阪急ベーカリー 代表取締役 中村 英紀 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 726627110 東播(加健)第403-32 平成30年7月17日 令和6年8月31日 平成30年7月17日
000028 3000168471 阪急ベーカリー　ニッケパークタウン店 675-0066 加古川市加古川町寺家町１７３－１ニッケパークタウン１階 794975308 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪急ベーカリー 代表取締役 中村 英紀 530-0017 大阪府大阪市北区角田町８番７号 726627110 東播(加健)第401-233 平成30年7月17日 令和6年8月31日 平成30年7月17日
000028 3000168473 夢花 675-0026 加古川市尾上町旭１丁目５１－４ 飲食店営業(4)その他 一般 甲斐 佐緒里 東播(加健)第401-235 平成30年7月18日 令和6年8月31日 平成30年7月18日
000028 3000168481 カラオケ　らん 676-0001 高砂市中島２丁目３－１０リバーサイドみふく１０５号 794518101 飲食店営業(4)その他 一般 三木 則安 東播(加健)第401-238 平成30年7月18日 令和6年8月31日 平成30年7月18日
000028 3000168491 高砂パンケーキ茶屋　パンドウィッチ 676-0022 高砂市高砂町浜田町２－１－１山電高砂駅ビル１Ｆ 794422197 飲食店営業(4)その他 一般 大江 百合絵 東播(加健)第401-236 平成30年7月19日 令和6年8月31日 平成30年7月19日
000028 3000168492 高砂パンケーキ茶屋　パンドウィッチ 676-0022 高砂市高砂町浜田町２－１－１山電高砂駅ビル１Ｆ 794422197 菓子製造業 一般 大江 百合絵 東播(加健)第403-33 平成30年7月19日 令和6年8月31日 平成30年7月19日
000028 3000168510 ハリマ鮮魚 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 魚介類販売業 自動車 東播(加健)第429-12 平成30年7月20日 令和5年8月31日 平成30年7月20日
000028 3000168511 明石夢工房 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 株式会社夢工房 代表取締役 古志 利宗 673-0866 兵庫県明石市朝霧町三丁目１３番２号 782208352 東播(加健)第403-34 平成30年7月20日 令和5年8月31日 平成30年7月20日
000028 3000168526 ファミリーマート　米田町店 676-0805 高砂市米田町米田１０１４ 794330400 飲食店営業(4)その他 一般 古田 輝信 東播(加健)第401-242 平成30年7月23日 令和6年8月31日 平成30年7月23日
000028 3000168542 明昭工業株式会社 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 明昭工業株式会社 代表取締役 前川 武久 675-0103 兵庫県加古川市平岡町高畑１３８番地４ 794258990 東播(加健)第401-245 平成30年7月23日 令和5年8月31日 平成30年7月23日
000028 3000168583 新　貴一 675-0022 加古川市尾上町口里７３０－４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷本 貴一 東播(加健)第401-249 平成30年7月25日 令和6年8月31日 平成30年7月25日
000028 3000168584 ＲＥＴＲＯＡＮＤＳＴＯＮＥ 676-0808 高砂市神爪１丁目１－１８前田ビル１号 794312526 飲食店営業(4)その他 一般 辻元 亜依 東播(加健)第401-247 平成30年7月24日 令和6年8月31日 平成30年7月24日
000028 3000168585 マックスバリュ西日本（株）今福店 675-0027 加古川市尾上町今福七反田３８６ 794205301 喫茶店営業 自動販売機 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第402-36 平成30年7月25日 令和5年8月31日 平成30年7月25日
000028 3000168626 中川食品 675-0124 加古川市別府町緑町２グリンマート 794374551 食肉販売業 一般 中川 篤 東播(加健)第427-23 平成30年7月27日 令和6年8月31日 平成30年7月27日
000028 3000168627 寿 675-0066 加古川市加古川町寺家町１５７－１１ツカサビル２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 鎌田 浩輔 東播(加健)第401-273 平成30年7月27日 令和6年8月31日 平成30年7月27日
000028 3000168682 洋食のまなべ　播磨店 675-0146 加古郡播磨町古田３丁目６９１－１ 794366160 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社まなべ屋 代表取締役 真鍋 宏一 675-0131 兵庫県加古川市別府町新野辺２５６４番地 794418301 東播(加健)第401-290 平成30年8月1日 令和6年8月31日 平成30年8月1日
000028 3000168750 洋食のまなべ　播磨店 675-0146 加古郡播磨町古田３丁目６９１－１ 794366160 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社まなべ屋 代表取締役 真鍋 宏一 675-0131 兵庫県加古川市別府町新野辺２５６４番地 794418301 東播(加健)第420-6 平成30年8月7日 令和5年8月31日 平成30年8月7日
000028 3000168767 ＥＴＨＯＳ 675-0101 加古川市平岡町新在家８９２－１ 794419971 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＣＲＡＤＬＥ 代表取締役 髙田 智子 630-8013 奈良県奈良市三条大路１－９－１１ 798275286 東播(加健)第401-296 平成30年8月6日 令和6年8月31日 平成30年8月6日
000028 3000168779 屋台　忠助 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 加納 正一 東播(加健)第401-298 平成30年8月9日 令和5年8月31日 平成30年8月9日
000028 3000168780 カフェ　Ｍｏｎ　ｃｈｅｒｉｅ 676-0807 高砂市米田町島５０４－３エクセル宝殿１０１ 794323200 飲食店営業(4)その他 一般 松本 里見 東播(加健)第401-299 平成30年8月9日 令和6年8月31日 平成30年8月9日
000028 3000168781 カフェ　Ｍｏｎ　ｃｈｅｒｉｅ 676-0807 高砂市米田町島５０４－３エクセル宝殿１０１ 794323200 菓子製造業 一般 松本 里見 東播(加健)第403-40 平成30年8月9日 令和6年8月31日 平成30年8月9日
000028 3000168789 串焼酒場　とり基地 676-0016 高砂市荒井町扇町１０－９ 飲食店営業(4)その他 一般 柏原 憲之 東播(加健)第401-297 平成30年8月7日 令和6年8月31日 平成30年8月7日
000028 3000168843 駅前食堂 675-0151 加古郡播磨町野添１６７２－３ミクニビル１階 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 河野 芳則 東播(加健)第401-302 平成30年8月13日 令和6年8月31日 平成30年8月13日
000028 3000168851 ルペール 675-0012 加古川市野口町野口１０１－１０ヴィランテ野口１０１号 794419073 飲食店営業(4)その他 一般 猪口 真衣 東播(加健)第401-315 平成30年8月14日 令和6年8月31日 平成30年8月14日
000028 3000168852 ローソン加古川野口町長砂店 675-0016 加古川市野口町長砂１１６７－１ 794224560 飲食店営業(4)その他 一般 亀井 利裕 東播(加健)第401-314 平成30年8月15日 令和7年8月31日 平成30年8月15日
000028 3000168857 ぱぴぷぺパン屋 675-1115 加古郡稲美町国岡５丁目３３番地 794924881 飲食店営業(4)その他 一般 大西 薫 東播(加健)第401-316 平成30年8月14日 令和6年8月31日 平成30年8月14日
000028 3000168858 ぱぴぷぺパン屋 675-1115 加古郡稲美町国岡５丁目３３番地 794924881 菓子製造業 一般 大西 薫 東播(加健)第403-42 平成30年8月14日 令和6年8月31日 平成30年8月14日
000028 3000168881 久保田商会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 片桐 拓哉 東播(加健)第401-325 平成30年8月16日 令和5年8月31日 平成30年8月16日
000028 3000168883 久保田商会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 八田 竜一 東播(加健)第401-326 平成30年8月16日 令和5年8月31日 平成30年8月16日
000028 3000168884 久保田商会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 田村 岳 東播(加健)第401-327 平成30年8月16日 令和5年8月31日 平成30年8月16日
000028 3000168885 久保田商会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山田 祥子 東播(加健)第401-328 平成30年8月16日 令和5年8月31日 平成30年8月16日
000028 3000168886 久保田商会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 西山 唯 東播(加健)第401-329 平成30年8月16日 令和5年8月31日 平成30年8月16日
000028 3000168887 かつめし　いろはーず 675-0066 加古川市加古川町寺家町１４２－１魚住ビル１階 794903389 飲食店営業(4)その他 一般 東播(加健)第401-330 平成30年8月16日 令和6年8月31日 平成30年8月16日
000028 3000168893 Ｃｏｃｏ　ｎａｔｕｒａｌ  ｃａｆｅ　＆　Ｄｅｌｉ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 𠮷田 愛子 東播(加健)第401-332 平成30年8月16日 令和5年8月31日 平成30年8月16日
000028 3000168898 そよ風 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 早田 誠 東播(加健)第401-334 平成30年8月17日 令和5年8月31日 平成30年8月17日
000028 3000168929 洋食のまなべ 675-0131 加古川市別府町新野辺２５６４番地 794418301 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社まなべ屋 代表取締役 真鍋 宏一 675-0131 兵庫県加古川市別府町新野辺２５６４番地 794418301 東播(加健)第401-337 平成30年8月21日 令和6年8月31日 平成30年8月21日
000028 3000168935 渡辺製パン所 676-0051 高砂市高砂町横町１０５５ 794421451 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 渡辺 久貢 東播(加健)第401-338 平成30年8月22日 令和6年8月31日 平成30年8月22日
000028 3000168949 ｐｉｚｚａ　ｂａｒ　Ｐｅｅｐｓ 675-0039 加古川市加古川町粟津８０８－１　Ｂ１Ｆ 794279022 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 澤 麻梨奈 東播(加健)第401-345 平成30年8月23日 令和6年8月31日 平成30年8月23日
000028 3000168950 松崎商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 松崎 一樹 東播(加健)第403-43 平成30年8月23日 令和5年8月31日 平成30年8月23日
000028 3000168958 (株)神戸製鋼所　加古川製鉄所  第１分塊（ＣＣＷ受託） 675-0137 加古川市金沢町１ 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第402-48 平成30年8月21日 令和5年8月31日 平成30年8月21日
000028 3000168959 川崎重工業(株)  加古川工場　工場南 675-0112 加古川市平岡町山之上１７０ 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第402-50 平成30年8月21日 令和5年8月31日 平成30年8月21日
000028 3000168992 ファミリーマート加古川一色店 675-0117 加古川市平岡町一色西２丁目１９９ 794306002 飲食店営業(4)その他 一般 水田 依宏 東播(加健)第401-353 平成30年8月24日 令和6年8月31日 平成30年8月24日
000028 3000169054 油そば専門店　歌志軒  加古川ジョイパーク店 675-0027 加古川市尾上町今福４９－５ 794560660 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社タツミコーポレーション 代表取締役 李 煥辰 673-0016 兵庫県明石市松の内二丁目３番地の９ 789212222 東播(加健)第401-366 平成30年8月29日 令和7年8月31日 平成30年8月29日
000028 3000169064 サービス付き高齢者向け住宅　フルール 675-0103 加古川市平岡町高畑５５ 794544150 飲食店営業(4)その他 一般 社会福祉法人グランはりま 理事長 河合 勝 675-0103 兵庫県加古川市平岡町高畑１番地の１ 794511525 東播(加健)第401-368 平成30年8月29日 令和7年8月31日 平成30年8月29日
000028 3000169068 ファミリーマート　神野町石守店 675-0005 加古川市神野町石守４５８－１ 794561011 飲食店営業(4)その他 一般 福島 孝二 東播(加健)第401-367 平成30年8月29日 令和6年8月31日 平成30年8月29日
000028 3000169069 株式会社ベネミール　フェニックス加古川  ケアセンター事業所 675-0054 加古川市米田町平津字沖田３８４－１６ 794323715 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ベネミール 代表取締役 野口 博行 101-0021 東京都千代田区外神田一丁目１８番１３号秋葉原ダイビル十二階 332531711 東播(加健)第401-355 平成30年8月27日 令和6年8月31日 平成30年8月27日
000028 3000169075 ローソン播磨南大中店 675-0147 加古郡播磨町南大中三丁目１－３４ 794364043 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社アールエムユー 取締役 山田 勇 679-0212 兵庫県加東市下滝野５７０番地 795484170 東播(加健)第401-372 平成30年8月30日 令和7年8月31日 平成30年8月30日
000028 3000169079 マルマサフーズ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 政次 久 東播(加健)第401-377 平成30年8月30日 令和5年8月31日 平成30年8月30日
000028 3000169102 寿プランニング③ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 山上 恭利 東播(加健)第403-45 平成30年8月27日 令和5年8月31日 平成30年8月27日
000028 3000169104 Ｃａｆｅ　Ｃｈａｒｍ 675-0031 加古川市加古川町北在家４５４－２　２Ｆ 794275004 飲食店営業(4)その他 一般 芦田 全孝 東播(加健)第401-379 平成30年8月31日 令和6年8月31日 平成30年8月31日
000028 3000169124 ｍａｇｎｏｌｉａ 675-0008 加古川市新神野６－２５－１４ 飲食店営業(4)その他 一般 金谷 洋子 東播(加健)第401-376 平成30年8月31日 令和6年8月31日 平成30年8月31日
000028 3000169128 神戸Ｇｏｕｒｍａｎｄ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 横山 典行 東播(加健)第401-384 平成30年8月31日 令和5年8月31日 平成30年8月31日
000028 3000169131 いろは食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 藤本 明久 東播(加健)第401-385 平成30年8月31日 令和5年8月31日 平成30年8月31日
000028 3000169140 菊楽商会（高砂にくてんの会） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 菊楽 維利 東播(加健)第401-387 平成30年9月5日 令和5年11月30日 平成30年9月5日
000028 3000169147 屋台豚骨ラーメン弦流 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６４－５ＩＫＫＯＵビル　１ＦＡ 794270390 飲食店営業(4)その他 一般 高松 弦 東播(加健)第401-389 平成30年9月5日 令和6年11月30日 平成30年9月5日
000028 3000169148 カラオケ喫茶　舞姫 675-0115 加古川市平岡町一色７３０－９ 飲食店営業(4)その他 一般 川西 武美 東播(加健)第401-388 平成30年9月5日 令和6年11月30日 平成30年9月5日
000028 3000169159 明昭工業株式会社 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 明昭工業株式会社 代表取締役 前川 武久 675-0103 兵庫県加古川市平岡町高畑１３８番地４ 794258990 東播(加健)第403-46 平成30年9月6日 令和5年11月30日 平成30年9月6日
000028 3000169161 ヤバイ居酒屋さん　やば屋 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６４－１５ライフタウンビル１Ｆ 794582766 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社たまがっど 代表取締役 野村 哲男 675-0117 兵庫県加古川市平岡町一色西二丁目２５４番地の１ 794368735 東播(加健)第401-390 平成30年9月6日 令和6年11月30日 平成30年9月6日
000028 3000169166 リストランテ・カフェ　ド　ぺれっと 675-1112 加古郡稲美町六分一８３１ 794398825 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松岡 重記 東播(加健)第401-391 平成30年9月6日 令和6年11月30日 平成30年9月6日
000028 3000169179 久保田商会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 幸 あ愛 東播(加健)第401-393 平成30年9月7日 令和5年11月30日 平成30年9月7日
000028 3000169180 久保田商会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山口 瞬 東播(加健)第401-394 平成30年9月7日 令和5年11月30日 平成30年9月7日
000028 3000169181 久保田商会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 北川 愛袈 東播(加健)第401-395 平成30年9月7日 令和5年11月30日 平成30年9月7日
000028 3000169204 お食事処　一会 675-0031 加古川市加古川町北在家２５５５清田ビル１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 芝井 一 東播(加健)第401-396 平成30年9月10日 令和6年11月30日 平成30年9月10日
000028 3000169229 ミニカフェ　クオーレ 675-0066 加古川市加古川町寺家町３２２－１０ 飲食店営業(4)その他 一般 松景 三恵子 東播(加健)第401-397 平成30年9月12日 令和6年11月30日 平成30年9月12日
000028 3000169250 味噌ダレ焼き鳥専門店　でん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 前本 明信 東播(加健)第401-399 平成30年9月12日 令和5年11月30日 平成30年9月12日
000028 3000169251 東播亭 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社東播自動車教習所 代表取締役 山口 勝英 675-0145 兵庫県加古郡播磨町宮西一丁目２番５号 794357000 東播(加健)第401-398 平成30年9月12日 令和5年11月30日 平成30年9月12日
000028 3000169294 ＲＯＣＯ’Ｓ 675-0031 加古川市加古川町北在家２５６５ 794981135 菓子製造業 一般 合同会社ｇｉｖｅ　ｃｏｍｆｏｒｔ 代表社員 勝山 紘子 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２５６５ 794981135 東播(加健)第403-47 平成30年9月14日 令和6年11月30日 平成30年9月14日
000028 3000169295 黒毛和牛　聖 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 田中 昭彦 東播(加健)第401-402 平成30年9月18日 令和5年11月30日 平成30年9月18日
000028 3000169296 ５１０ｃａｆｅ 675-0112 加古川市平岡町山之上５２６－４ 飲食店営業(4)その他 一般 後藤 琢臣 東播(加健)第401-401 平成30年9月18日 令和6年11月30日 平成30年9月18日
000028 3000169297 ５１０ｃａｆｅ 675-0112 加古川市平岡町山之上５２６－４ 菓子製造業 一般 後藤 琢臣 東播(加健)第403-48 平成30年9月18日 令和6年11月30日 平成30年9月18日
000028 3000169302 Ｐｈｉｌｉｐｐｉｎｅ　Ｌｏｕｎｇｅ  Ａｉ♡Ａｉ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２８０－１３メゾン東加古川１０２ 794548818 飲食店営業(4)その他 一般 松中 アイリーン 東播(加健)第401-404 平成30年9月18日 令和6年11月30日 平成30年9月18日
000028 3000169303 カラオケ喫茶　いつものところ 675-0147 加古郡播磨町南大中２丁目９－２５中西ビル１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 山下 真由美 東播(加健)第401-403 平成30年9月18日 令和6年11月30日 平成30年9月18日
000028 3000169312 晃庵 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 前田 晃司 東播(加健)第401-405 平成30年9月18日 令和5年11月30日 平成30年9月18日
000028 3000169314 大浦ミート　イオン加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１イオン加古川店内１階 794564129 食肉販売業 一般 株式会社大浦ミート 代表取締役 大浦 達也 675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町１３０６番地 794524038 東播(加健)第427-35 平成30年9月21日 令和6年11月30日 平成30年9月21日
000028 3000169315 大浦ミート　イオン加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１イオン加古川店内１階 794564129 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社大浦ミート 代表取締役 大浦 達也 675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町１３０６番地 794524038 東播(加健)第401-406 平成30年9月21日 令和6年11月30日 平成30年9月21日
000028 3000169317 Ｒｅｌａｘ　Ｃａｆｅ　Ｌｉｂｅｒｔｙ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 松岡 憲治 東播(加健)第401-407 平成30年9月20日 令和5年11月30日 平成30年9月20日
000028 3000169318 Ｒｅｌａｘ　Ｃａｆｅ　Ｌｉｂｅｒｔｙ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 松岡 憲治 東播(加健)第401-408 平成30年9月20日 令和5年11月30日 平成30年9月20日
000028 3000169339 ＤＩＶＩＮＧ　ＳＣＨＯＯＬ　ＫＡＮＡＵ 675-0025 加古川市尾上町養田１３９６－２ 794419556 菓子製造業 一般 株式会社カナウ 代表取締役 河口 千弥 675-0025 兵庫県加古川市尾上町養田１３９６番地の２ 794419556 東播(加健)第403-50 平成30年9月21日 令和6年11月30日 平成30年9月21日
000028 3000169368 酒仙　とんぼ 675-0031 加古川市加古川町北在家５８１－３ 794515106 飲食店営業(4)その他 一般 池上 真哉 東播(加健)第401-409 平成30年9月21日 令和6年11月30日 平成30年9月21日
000028 3000169382 グリーンズボロー 675-1216 加古川市上荘町都染５７８－３ 794282080 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 吉岡 明美 東播(加健)第401-411 平成30年9月25日 令和6年11月30日 平成30年9月25日
000028 3000169383 グリーンズボロー 675-1216 加古川市上荘町都染５７８－３ 794282080 そうざい製造業 一般 吉岡 明美 東播(加健)第409-7 平成30年9月25日 令和6年11月30日 平成30年9月25日
000028 3000169384 トーホーストア高砂店 676-0011 高砂市荒井町小松原３丁目３－３０ 794437700 菓子製造業 一般 株式会社トーホーストア 代表取締役 橋本 博文 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西五丁目９番 788452412 東播(加健)第403-51 平成30年9月26日 令和6年11月30日 平成30年9月26日
000028 3000169390 Ｆｒｕｉｔ　Ｒａｉｎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 茨木 真美 東播(加健)第401-412 平成30年9月26日 令和5年11月30日 平成30年9月26日
000028 3000169418 セブン－イレブン加古川西神吉店 675-0044 加古川市西神吉町大国９８１－２ 794330616 飲食店営業(4)その他 一般 合資会社幸和 代表社員 杉本 健太郎 675-0046 兵庫県加古川市西神吉町辻２５９番地の４ 794324568 東播(加健)第401-413 平成30年9月28日 令和7年11月30日 平成30年9月28日
000028 3000169423 藤原商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 藤原 啓史 東播(加健)第401-415 平成30年9月28日 令和5年11月30日 平成30年9月28日
000028 3000169436 さとうさんちのピザ屋さん 675-0333 加古川市志方町西山２３３－１ 794523900 飲食店営業(4)その他 一般 佐藤 愼剛 東播(加健)第401-414 平成30年9月28日 令和6年11月30日 平成30年9月28日
000028 3000169454 弦流 675-0038 加古川市加古川町木村４９５－１ 794515139 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高松 弦 東播(加健)第401-416 平成30年10月1日 令和6年11月30日 平成30年10月1日
000028 3000169558 株式会社オイシス　はりま工場 675-0103 加古川市平岡町高畑５２０－１８ 794252700 乳製品製造業 一般 株式会社オイシス 代表取締役 池野 正明 653-0022 兵庫県神戸市長田区東尻池町二丁目５番３号 727818081 東播(加健)第423-1 平成30年10月5日 令和7年11月30日 平成30年10月5日
000028 3000169577 欒－まどか－ 675-0041 加古川市西神吉町宮前４６７ 飲食店営業(4)その他 一般 堀場 理恵 東播(加健)第401-418 平成30年10月11日 令和6年11月30日 平成30年10月11日
000028 3000169578 欒－まどか－ 675-0041 加古川市西神吉町宮前４６７ 菓子製造業 一般 堀場 理恵 東播(加健)第403-52 平成30年10月11日 令和6年11月30日 平成30年10月11日
000028 3000169592 杵屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社グルメ杵屋 代表取締役 椋本 充士 559-0011 大阪府大阪市住之江区北加賀屋三丁目４番７号 666831222 東播(加健)第401-421 平成30年10月12日 令和5年11月30日 平成30年10月12日
000028 3000169597 ＨＩＭＡＬＩ　ＫＩＴＣＨＥＮ 675-0101 加古川市平岡町新在家１１２６－２４ 794278266 飲食店営業(4)その他 一般 ＫＡＲＫＩ　ＹＡＧＹＡ ＢＡＨＡＤＵＲ 東播(加健)第401-420 平成30年10月12日 令和6年11月30日 平成30年10月12日
000028 3000169599 ＴＲＥＳ／Ｄｅｄｉｂｌｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 加藤 宗司 東播(加健)第401-425 平成30年10月12日 令和5年11月30日 平成30年10月12日
000028 3000169639 丸亀製麺高砂北 676-0822 高砂市阿弥陀町魚橋字尾ノ下６１２－６ 794487720 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社丸亀製麺 代表取締役 山口 寛 651-0088 東京都渋谷区道玄坂一丁目２１番１号 342218900 東播(加健)第401-432 平成30年10月17日 令和7年11月30日 平成30年10月17日
000028 3000169649 お好み焼　偶　イオンタウン東加古川店 675-0104 加古川市平岡町土山８５０－１ 789433117 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社偶コーポレーション 代表取締役 村上 博亮 676-0001 兵庫県高砂市中島一丁目１７７番地１ 794420884 東播(加健)第401-437 平成30年10月18日 令和6年11月30日 平成30年10月18日
000028 3000169653 お好み焼　偶　尾上店 675-0023 加古川市尾上町池田１８７９－４ 794220180 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社偶コーポレーション 代表取締役 村上 博亮 676-0001 兵庫県高砂市中島一丁目１７７番地１ 794420884 東播(加健)第401-436 平成30年10月18日 令和6年11月30日 平成30年10月18日
000028 3000169655 お好み焼　偶　高砂本店 676-0001 高砂市中島一丁目１７７番地１ 794430055 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社偶コーポレーション 代表取締役 村上 博亮 676-0001 兵庫県高砂市中島一丁目１７７番地１ 794420884 東播(加健)第401-435 平成30年10月18日 令和6年11月30日 平成30年10月18日
000028 3000169665 サンホーム国岡　厨房 675-1115 加古郡稲美町国岡２丁目４－１ 794971110 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 モルツウェル株式会社 代表取締役 野津 積 690-0816 島根県松江市北陵町１８番地１ 852202400 東播(加健)第401-434 平成30年10月18日 令和6年11月30日 平成30年10月18日
000028 3000169670 磯病院 675-1203 加古川市八幡町下村１３５３ 794388333 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 332873611 東播(加健)第401-445 平成30年10月19日 令和6年11月30日 平成30年10月19日
000028 3000169712 ごえ門セントラルキッチン 676-0815 高砂市阿弥陀一丁目７番地１４コーポいけの１０５ 食肉販売業 一般 有限会社ごえ門 代表取締役 清水 万紀久 675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂１２８４番地の１６ 794272709 東播(加健)第427-42 平成30年10月22日 令和6年11月30日 平成30年10月22日
000028 3000169713 森工房 675-0015 加古川市野口町坂井１６２－２ 794361872 飲食店営業(4)その他 一般 森 敦司 東播(加健)第401-453 平成30年10月24日 令和6年11月30日 平成30年10月24日
000028 3000169714 森工房 675-0015 加古川市野口町坂井１６２－２ 794361872 菓子製造業 一般 森 敦司 東播(加健)第403-57 平成30年10月24日 令和6年11月30日 平成30年10月24日



000028 3000169720 大同海産（株） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 大同海産株式会社 代表取締役 橘 由人 675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂７０７番地 794242305 東播(加健)第401-455 平成30年10月23日 令和5年11月30日 平成30年10月23日
000028 3000169771 Ｃｈｅｒｒｙ 675-0101 加古川市平岡町新在家２－２６５－１０レインボープラザ２０３、２０５ 飲食店営業(4)その他 一般 国方 智彦 東播(加健)第401-461 平成30年10月25日 令和6年11月30日 平成30年10月25日
000028 3000169826 中村商店 676-0082 高砂市曽根町　曽根天満宮前 飲食店営業(4)その他 露店 中村 百合枝 東播(加健)第401-464 平成30年10月26日 令和5年11月30日 平成30年10月26日
000028 3000169837 街かどブーランジェリー  ＢＩＦＲＯＳＴ（ビフロスト） 675-0031 加古川市加古川町北在家２５３２ 794557938 飲食店営業(4)その他 一般 森 祥孝 東播(加健)第401-477 平成30年10月31日 令和6年11月30日 平成30年10月31日
000028 3000169838 街かどブーランジェリー  ＢＩＦＲＯＳＴ（ビフロスト） 675-0031 加古川市加古川町北在家２５３２ 794557938 菓子製造業 一般 森 祥孝 東播(加健)第403-59 平成30年10月31日 令和6年11月30日 平成30年10月31日
000028 3000169840 ＮＯＳＵＫＥ 675-0147 加古郡播磨町南大中２－２－１４ 飲食店営業(4)その他 一般 坂本 正吾 東播(加健)第401-474 平成30年10月31日 令和6年11月30日 平成30年10月31日
000028 3000169855 プラムフーヅ 675-1111 加古郡稲美町印南１６４０－５ そうざい製造業 一般 梅田 弥江 東播(加健)第409-8 平成30年10月31日 令和6年11月30日 平成30年10月31日
000028 3000169904 ＢＢ 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２６３番地の１ＨＫビル３Ｆ－３Ｂ 飲食店営業(4)その他 一般 信田 恵助 東播(加健)第401-479 平成30年11月5日 令和6年11月30日 平成30年11月5日
000028 3000169911 セブン－イレブン加古川別府石町店 675-0127 加古川市別府町石町５６番の３ 794413939 飲食店営業(4)その他 一般 やまだや株式会社 代表取締役 山田 健 675-0115 兵庫県加古川市平岡町一色５９４番３ 794373811 東播(加健)第401-486 平成30年11月5日 令和7年11月30日 平成30年11月5日
000028 3000169921 セブン－イレブン加古川一色店 675-0115 加古川市平岡町一色５９４番３ 794373811 飲食店営業(4)その他 一般 やまだや株式会社 代表取締役 山田 健 675-0115 兵庫県加古川市平岡町一色５９４番３ 794373811 東播(加健)第401-485 平成30年11月5日 令和7年11月30日 平成30年11月5日
000028 3000169969 ワイン食堂　野菜とグリル 675-0101 加古川市平岡町新在家１－２５５－１３ベルトピア東加古川Ⅱ１階 794517970 飲食店営業(4)その他 一般 溝口 浩太郎 東播(加健)第401-494 平成30年11月8日 令和6年11月30日 平成30年11月8日
000028 3000169985 ひょうたん 676-0022 高砂市高砂町浜田町１丁目３－１５ 794437488 飲食店営業(4)その他 一般 村上 雅洋 東播(加健)第401-495 平成30年11月8日 令和6年11月30日 平成30年11月8日
000028 3000170005 カラオケ　スナック　舞子 675-0061 加古川市加古川町大野１８５番地６ 794240416 飲食店営業(4)その他 一般 内橋 良子 東播(加健)第401-491 平成30年11月8日 令和6年11月30日 平成30年11月8日
000028 3000170008 株式会社水登社二見工場 675-0164 加古郡播磨町東新島１４ 789413500 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 サンケータリング株式会社 代表取締役 有川 裕之 670-0837 兵庫県姫路市宮西町三丁目６番地 792253711 東播(加健)第401-498 平成30年11月9日 令和6年11月30日 平成30年11月9日
000028 3000170026 酒処　垂綸 676-0803 高砂市百合丘１－５４ 794435534 飲食店営業(4)その他 一般 糟谷 鈴子 東播(加健)第401-501 平成30年11月9日 令和6年11月30日 平成30年11月9日
000028 3000170063 ｂｅｎｅｆｉｔ 675-0156 加古郡播磨町東本荘３丁目２－６　２Ｆ 794357778 飲食店営業(4)その他 一般 村井 明美 東播(加健)第401-504 平成30年11月12日 令和6年11月30日 平成30年11月12日
000028 3000170116 エバーホテル高砂駅前 676-0021 高砂市高砂町朝日町１丁目１０番３７号 794436111 飲食店営業(3)旅館 一般 ＫＥＮホテルズ株式会社 代表取締役 北尾 謙一 610-0101 京都府城陽市平川車塚６７番地の１ 774555800 東播(加健)第401-496 平成30年11月15日 令和6年11月30日 平成30年11月15日
000028 3000170153 ローソン西神吉町岸店 675-0045 加古川市西神吉町岸１５２－５ 794345062 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社吉祥 代表取締役 中原 丈司 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２２０６番地 794330159 東播(加健)第401-515 平成30年11月20日 令和7年11月30日 平成30年11月20日
000028 3000170157 ローソン加古川西インター店 675-0055 加古川市東神吉町西井ノ口３５９番１ 794330159 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社吉祥 代表取締役 中原 丈司 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２２０６番地 794330159 東播(加健)第401-514 平成30年11月20日 令和7年11月30日 平成30年11月20日
000028 3000170166 かえるｃａｆｅ 675-0017 加古川市野口町良野６０９－１ 794517326 飲食店営業(4)その他 一般 山本 裕子 東播(加健)第401-521 平成30年11月21日 令和6年11月30日 平成30年11月21日
000028 3000170177 ピザーラ　ビバパエリア高砂店 676-0804 高砂市美保里２６－２７ネスティー美保里１０４ 794426500 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社フォーシーズ 代表取締役 淺野 秀則 107-0062 東京都港区南青山五丁目１２番４号 334096000 東播(加健)第401-520 平成30年11月20日 令和6年11月30日 平成30年11月20日
000028 3000170178 Ｃａｆｅ＆Ｄｉｎｉｎｇ　Ｃｈａｓｏｒａ 676-0812 高砂市中筋５丁目１－２５ 794904270 飲食店営業(4)その他 一般 阿佐 要 東播(加健)第401-512 平成30年11月20日 令和6年11月30日 平成30年11月20日
000028 3000170179 Ｃａｆｅ＆Ｄｉｎｉｎｇ　Ｃｈａｓｏｒａ 676-0812 高砂市中筋５丁目１－２５ 794904270 菓子製造業 一般 阿佐 要 東播(加健)第403-66 平成30年11月20日 令和6年11月30日 平成30年11月20日
000028 3000170183 ｄｕｍｐｌｉｎｇｓ　ｃａｆｅ 675-0101 加古川市平岡町新在家２－２７９－１スカイプラザ１Ｆ　Ｂ号 飲食店営業(4)その他 一般 中村 照代 東播(加健)第401-524 平成30年11月21日 令和6年11月30日 平成30年11月21日
000028 3000170184 ｄｕｍｐｌｉｎｇｓ　ｃａｆｅ 675-0101 加古川市平岡町新在家２－２７９－１スカイプラザ１Ｆ　Ｂ号 菓子製造業 一般 中村 照代 東播(加健)第403-67 平成30年11月21日 令和6年11月30日 平成30年11月21日
000028 3000170203 いろどり 676-0805 高砂市米田町米田２００の３ 794318858 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ウエダ 代表取締役 上田 真輔 675-0044 兵庫県加古川市西神吉町大国７９５番地の５ 794318111 東播(加健)第401-522 平成30年11月21日 令和6年11月30日 平成30年11月21日
000028 3000170211 Ｍｉｓｃｈｉｅｆ 675-0101 加古川市平岡町新在家２－２６５－１０レインボープラザ東加古川４０５ 794903443 飲食店営業(4)その他 一般 髙見 裕子 東播(加健)第401-525 平成30年11月21日 令和6年11月30日 平成30年11月21日
000028 3000170266 居酒屋　のんの 675-0027 加古川市尾上町今福１９８－１　Ａ号棟 飲食店営業(4)その他 一般 川口 典子 東播(加健)第401-528 平成30年11月27日 令和6年11月30日 平成30年11月27日
000028 3000170334 神ノ助 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５４－１２ロイヤルハイツ１－Ｄ 794981535 飲食店営業(4)その他 一般 西田 圭介 東播(加健)第401-537 平成30年11月29日 令和6年11月30日 平成30年11月29日
000028 3000170346 あしたばの家 676-0082 高砂市曽根町２８３５番２ 794406779 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人タンポポ福祉会 理事 古田 政吉 676-0082 兵庫県高砂市曽根町２８３５番２ 794488393 東播(加健)第403-69 平成30年11月30日 令和6年11月30日 平成30年11月30日
000028 3000170347 まごころ弁当高砂店 676-0807 高砂市米田町島５０４－３エクセル宝殿１０２号 794324545 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 岡本 正美 東播(加健)第401-533 平成30年11月30日 令和6年11月30日 平成30年11月30日
000028 3000170362 ＫＡＲＡＯＫＥ　ＢＡＲ　Ｌｉｅｎ 675-0054 加古川市米田町平津６７２－２ 飲食店営業(4)その他 一般 坂井 勇仁 東播(加健)第401-538 平成30年11月30日 令和6年11月30日 平成30年11月30日
000028 3000170402 有限会社　松井食品 675-0162 加古郡播磨町二子６２０－１ 789421305 そうざい製造業 一般 有限会社松井食品 代表取締役 松井 昭雄 675-0162 兵庫県加古郡播磨町二子６２０番地の１ 789421305 東播(加健)第409-10 平成30年11月30日 令和6年11月30日 平成30年11月30日
000028 3000170409 有限会社大福精肉店 675-0332 加古川市志方町横大路３８４ 794524886 食肉処理業 一般 有限会社大福精肉店 代表取締役 大浦 義平 675-0332 兵庫県加古川市志方町横大路３８３番地 794524886 東播(加健)第426-7 平成30年12月5日 令和7年2月28日 平成30年12月5日
000028 3000170420 竜太んとこ 675-0101 加古川市平岡町新在家３丁目２８１－３シャトー東加古川１２号 飲食店営業(4)その他 一般 船橋 竜太 東播(加健)第401-541 平成30年12月5日 令和7年2月28日 平成30年12月5日
000028 3000170424 おかん 676-0082 高砂市曽根町２５５４－３９ 飲食店営業(4)その他 一般 大道 智美 東播(加健)第401-540 平成30年12月5日 令和7年2月28日 平成30年12月5日
000028 3000170459 炭火焼鳥　ゆ鳥　播磨町店 675-0146 加古郡播磨町古田１丁目４－１ 794406002 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ユカリフードシステムズ 代表取締役 釜江 宏和 670-0066 兵庫県姫路市藤ケ台８番７号 792416382 東播(加健)第401-543 平成30年12月10日 令和7年2月28日 平成30年12月10日
000028 3000170464 おさんぽカフェ（Ｏｓａｎｐｏ　Ｃａｆｅ） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 石川 かおり 東播(加健)第401-542 平成30年12月7日 令和6年2月29日 平成30年12月7日
000028 3000170479 喫茶Ｐｅｃｋ 675-0017 加古川市野口町良野１７８２ 794233541 飲食店営業(4)その他 一般 山本 美喜子 東播(加健)第401-545 平成30年12月10日 令和7年2月28日 平成30年12月10日
000028 3000170483 しゅん 675-0023 加古川市尾上町池田６４３番の４ 飲食店営業(4)その他 一般 大谷 豊樹 東播(加健)第401-547 平成30年12月11日 令和7年2月28日 平成30年12月11日
000028 3000170533 Ｍｒｓ．Ｐａｓｔｅｌ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 西関 フラビア 東播(加健)第401-549 平成30年12月14日 令和6年2月29日 平成30年12月14日
000028 3000170561 ターン・ベリー８６ 675-1115 加古郡稲美町国岡１４１４－４２ 794924686 飲食店営業(4)その他 一般 野道 浩子 東播(加健)第401-550 平成30年12月14日 令和7年2月28日 平成30年12月14日
000028 3000170563 山村硝子倉庫（株）　播磨工場物流 675-0155 加古郡播磨町新島１－２ 喫茶店営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第402-97 平成30年12月14日 令和6年2月29日 平成30年12月14日
000028 3000170586 ＭＩＲＡＫＵ 675-0065 加古川市加古川町篠原町７６ 794244269 飲食店営業(4)その他 一般 河田 宗孝 東播(加健)第401-551 平成30年12月21日 令和7年2月28日 平成30年12月21日
000028 3000170597 豊蜂宝 675-1111 加古郡稲美町印南１６４２－１０ 794952233 菓子製造業 一般 岡本 豊 東播(加健)第403-71 平成30年12月21日 令和7年2月28日 平成30年12月21日
000028 3000170598 かえるｃａｆｅ 675-0017 加古川市野口町良野６０９－１ 794517326 菓子製造業 一般 山本 裕子 東播(加健)第403-72 平成30年12月21日 令和7年2月28日 平成30年12月21日
000028 3000170599 株式会社　マエダフーズ 675-1231 加古川市平荘町養老１６６－４ そうざい製造業 一般 株式会社マエダフーズ 代表取締役 前田 陽平 675-1221 兵庫県加古川市平荘町山角１１９－３ 794281156 東播(加健)第409-11 平成30年12月21日 令和7年2月28日 平成30年12月21日
000028 3000170600 株式会社　マエダフーズ 675-1231 加古川市平荘町養老１６６－４ 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社マエダフーズ 代表取締役 前田 陽平 675-1221 兵庫県加古川市平荘町山角１１９－３ 794281156 東播(加健)第419-8 平成30年12月21日 令和7年2月28日 平成30年12月21日
000028 3000170602 熟成純生食パン専門店　本多　東加古川店 675-0111 加古川市平岡町二俣７６２－１０大西ビル１０３ 794977240 菓子製造業 一般 アーネストアカデミー株式会社 代表取締役 柴田 光俊 676-0812 兵庫県高砂市中筋一丁目１番１３号 794485867 東播(加健)第403-70 平成30年12月21日 令和7年2月28日 平成30年12月21日
000028 3000170605 鯛焼工房　やきやきや 675-0065 加古川市加古川町篠原町５９ 794275176 菓子製造業 一般 小林 善明 東播(加健)第403-73 平成30年12月21日 令和7年2月28日 平成30年12月21日
000028 3000170626 カステラ屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 戸髙 成晃 東播(加健)第403-74 平成30年12月26日 令和6年2月29日 平成30年12月26日
000028 3000170646 魔法のパンケーキ　高砂店 676-0068 高砂市高砂町鍛冶屋町１４０６ 794433300 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ベストシステム 代表取締役 下川 道也 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町１０４５番地 794430111 東播(加健)第401-556 平成30年12月27日 令和7年2月28日 平成30年12月27日
000028 3000170647 魔法のパンケーキ　高砂店 676-0068 高砂市高砂町鍛冶屋町１４０６ 794433300 菓子製造業 一般 株式会社ベストシステム 代表取締役 下川 道也 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町１０４５番地 794430111 東播(加健)第403-76 平成30年12月27日 令和7年2月28日 平成30年12月27日
000028 3000170650 尾上ゴルフセンター　２Ｆ 675-0021 加古川市尾上町安田４９９－１ 喫茶店営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第402-101 平成30年12月26日 令和6年2月29日 平成30年12月26日
000028 3000170653 上高地あずさ珈琲ニッケパークタウン加古川店 675-0066 加古川市加古川町寺家町１７３－２５ 794535080 菓子製造業 一般 株式会社ＫＲフードサービス 代表取締役 望月 進 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋三丁目６番２６号 668092143 東播(加健)第403-75 平成30年12月27日 令和7年2月28日 平成30年12月27日
000028 3000170654 Ｅｌ・Ｌｉｓｔｏｎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 庄司 貴子 東播(加健)第401-557 平成30年12月27日 令和6年2月29日 平成30年12月27日
000028 3000170657 ＰＵＲＩＲＩＣＯ 675-0147 加古郡播磨町南大中２丁目２－１２ 飲食店営業(4)その他 一般 中谷 裕美子 東播(加健)第401-555 平成30年12月27日 令和7年2月28日 平成30年12月27日
000028 3000170660 岡本精肉店 675-1115 加古郡稲美町国岡１丁目１０６ 794921529 食肉販売業 一般 有限会社ＡＵＴＯリライアンス 代表取締役 岡本 良太郎 675-1115 兵庫県加古郡稲美町国岡８８１番地 794965656 東播(加健)第427-50 平成30年12月27日 令和7年2月28日 平成30年12月27日
000028 3000170675 火鍋＆中華酒場　ＮＩ・ＳＨＩ・Ｏ 675-0066 加古川市加古川町寺家町１６３－５スギビル２Ｆ－Ｂ 飲食店営業(4)その他 一般 西尾 聡介 東播(加健)第401-558 平成30年12月28日 令和7年2月28日 平成30年12月28日
000028 3000170684 ＰＵＲＩＲＩＣＯ 675-0147 加古郡播磨町南大中２丁目２－１２ そうざい製造業 一般 中谷 裕美子 東播(加健)第409-12 平成31年1月7日 令和7年2月28日 平成31年1月7日
000028 3000170686 Ｒｅｐｏｓｅｒ　Ｃｏｆｆｅｅ　Ｈｏｕｓｅ 676-0804 高砂市美保里８－７ 飲食店営業(4)その他 一般 大河 弘美 東播(加健)第401-559 平成31年1月7日 令和7年2月28日 平成31年1月7日
000028 3000170700 居酒屋食べ処　草花 675-0126 加古川市別府町本町２丁目１０３番 794375556 飲食店営業(4)その他 一般 石井 敏之 東播(加健)第401-562 平成31年1月9日 令和7年2月28日 平成31年1月9日
000028 3000170703 ゼロ 676-0082 高砂市曽根町４５１－１６ 794480202 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 池田 哲也 東播(加健)第401-561 平成31年1月10日 令和7年2月28日 平成31年1月10日
000028 3000170704 いそざかな　すし忠 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２６３－２０ 794265423 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 武田 欣五 東播(加健)第401-563 平成31年1月10日 令和7年2月28日 平成31年1月10日
000028 3000170731 あひるちゃん 676-0815 高砂市阿弥陀１丁目６－１２ 飲食店営業(4)その他 一般 宇戸 なぎさ 東播(加健)第401-565 平成31年1月16日 令和7年2月28日 平成31年1月16日
000028 3000170732 ショコラ工房  ＭＡＮＹＡＭＡ 676-0082 高砂市曽根町６６６－２ 794488656 菓子製造業 一般 萬山 貴司 東播(加健)第403-77 平成31年1月18日 令和7年2月28日 平成31年1月18日
000028 3000170768 カフェ　マーチャン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 大隈 威 東播(加健)第403-78 平成31年1月18日 令和6年2月29日 平成31年1月18日
000028 3000170769 ローソン加古川鶴池店 675-0101 加古川市平岡町新在家１２２４－１ 794274088 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社吉祥 代表取締役 中原 丈司 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２２０６番地 794515254 東播(加健)第401-567 平成31年1月18日 令和7年2月28日 平成31年1月18日
000028 3000170776 ローソン加古川宗佐店 675-1201 加古川市八幡町宗佐１０２４－１ 794383108 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社吉祥 代表取締役 中原 丈司 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２２０６番地 794515254 東播(加健)第401-568 平成31年1月18日 令和8年2月28日 平成31年1月18日
000028 3000170789 ローソン高砂阿弥陀店 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀２０１３－１ 794464608 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社アイ・シーブイエス 代表取締役 今井 宏樹 675-0068 兵庫県加古川市加古川町中津８４０番地の３ 794221774 東播(加健)第401-569 平成31年1月18日 令和8年2月28日 平成31年1月18日
000028 3000170793 鮓臣 675-0101 加古川市平岡町新在家４８４－５岡本ビルＡ－２ 794517913 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松尾 和臣 東播(加健)第401-570 平成31年1月21日 令和7年2月28日 平成31年1月21日
000028 3000170834 配食のふれ愛　加古川中央店 675-0125 加古川市別府町西脇３－１５ハイツまき１０１号 794517488 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 入江 信介 東播(加健)第401-578 平成31年1月25日 令和7年2月28日 平成31年1月25日
000028 3000170849 奥本商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 奥本 紀雄 東播(加健)第401-585 平成31年1月25日 令和6年2月29日 平成31年1月25日
000028 3000170850 奥本商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 奥本 紀雄 東播(加健)第403-80 平成31年1月25日 令和6年2月29日 平成31年1月25日
000028 3000170860 和ごころダイニング　和心の家　やすらぎ 675-0101 加古川市平岡町新在家１３７１番１ 794563111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ジャポネックス 取締役 迫井 圭二 672-8045 兵庫県姫路市飾磨区中野田一丁目２１番地 792357200 東播(加健)第401-584 平成31年1月28日 令和7年2月28日 平成31年1月28日
000028 3000170902 カラオケダイニング　Ｔ　ｒｏｏｍ 675-0011 加古川市野口町北野５７３－２青木第５マンション１０１ 飲食店営業(4)その他 一般 柴田 智子 東播(加健)第401-598 平成31年1月29日 令和7年2月28日 平成31年1月29日
000028 3000170911 木味土味 675-0153 加古郡播磨町南野添１－１７－７１０１、１０２ 794351027 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社木味土味 代表取締役 福本 優子 675-0103 兵庫県加古川市平岡町高畑８０１番地の１４ 794391836 東播(加健)第401-593 平成31年1月28日 令和7年2月28日 平成31年1月28日
000028 3000170914 加古川個室居酒屋　籠り屋　加古川駅前店 675-0066 加古川市加古川町寺家町６２５ 飲食店営業(4)その他 一般 合同会社ケイジ―フーズ 代表社員 中林 秀行 562-0026 大阪府箕面市外院三丁目１２番１５号 727357430 東播(加健)第401-592 平成31年1月29日 令和7年2月28日 平成31年1月29日
000028 3000170945 米酒 675-0104 加古川市平岡町土山１２２５番２ 789409067 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社木味土味 代表取締役 福本 優子 675-0103 兵庫県加古川市平岡町高畑８０１番地の１４ 794391836 東播(加健)第401-594 平成31年1月28日 令和7年2月28日 平成31年1月28日
000028 3000170953 つみき 675-1114 加古郡稲美町国安１丁目１１０ 飲食店営業(4)その他 一般 坂本 明美 東播(加健)第401-605 平成31年1月31日 令和7年2月28日 平成31年1月31日
000028 3000170954 菓子工房　うみそら 675-0066 加古川市加古川町寺家町４２０ 794975455 菓子製造業 一般 穐原 美佳 東播(加健)第403-81 平成31年1月30日 令和7年2月28日 平成31年1月30日
000028 3000170956 清白 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８　４Ｆ 794570080 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社レストランドリーム 代表取締役 井口 幸介 675-0047 兵庫県加古川市西神吉町鼎７０５番地の１ 794903007 東播(加健)第401-606 平成31年1月31日 令和7年2月28日 平成31年1月31日
000028 3000170957 Ｍｉｌｅｓｔｏｎｅ　Ｂｒｅｗｉｎｇ  東加古川醸造所 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６４－２２ 794258899 酒類製造業 一般 大西 誠 東播(加健)第414-3 平成31年1月31日 令和7年2月28日 平成31年1月31日
000028 3000170958 和ごころダイニング　オリーブの家２号館 675-0156 加古郡播磨町東本荘２丁目７番１１号 794411900 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ジャポネックス 取締役 迫井 圭二 672-8045 兵庫県姫路市飾磨区中野田一丁目２１番地 792357200 東播(加健)第401-604 平成31年1月31日 令和7年2月28日 平成31年1月31日
000028 3000171003 美リョン 675-0156 加古郡播磨町東本荘３丁目２－６味街ビル１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 後藤 達也 東播(加健)第401-610 平成31年2月4日 令和7年2月28日 平成31年2月4日
000028 3000171006 でめかふぇ 675-0301 加古川市志方町大澤６６２－９ 飲食店営業(4)その他 一般 伊奈 千鶴 東播(加健)第401-608 平成31年2月4日 令和7年2月28日 平成31年2月4日
000028 3000171027 とうしょう商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 東生 卓也 東播(加健)第401-617 平成31年2月8日 令和6年2月29日 平成31年2月8日
000028 3000171029 リベラ 675-0147 加古郡播磨町南大中２丁目９－２５中西ビル１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 北谷 舞子 東播(加健)第401-619 平成31年2月8日 令和7年2月28日 平成31年2月8日
000028 3000171030 ファミリーマートＪＲ東加古川駅前店 675-0101 加古川市平岡町新在家２－２８０－６東加古川駅前ビル１Ｆ 794296100 飲食店営業(4)その他 一般 井上 義尊 東播(加健)第401-616 平成31年2月8日 令和7年2月28日 平成31年2月8日
000028 3000171072 ｎｉｃｏ... 675-1114 加古郡稲美町国安１－８４ 794922223 飲食店営業(4)その他 一般 山田 直子 東播(加健)第401-622 平成31年2月12日 令和7年2月28日 平成31年2月12日
000028 3000171079 てげてげ 675-0121 加古川市別府町新野辺北町５丁目１５３番地 飲食店営業(4)その他 一般 肥後 美代子 東播(加健)第401-623 平成31年2月13日 令和7年2月28日 平成31年2月13日
000028 3000171129 ハルナ・シルバーメゾン加古川 675-0068 加古川市加古川町中津８８９番１－６ 794230833 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 𡈽居 極三 東播(加健)第401-625 平成31年2月14日 令和7年2月28日 平成31年2月14日
000028 3000171130 カラオケハピネス 676-0022 高砂市高砂町浜田町２丁目４－１３ 794428052 飲食店営業(4)その他 一般 石谷 悦子 東播(加健)第401-630 平成31年2月15日 令和7年2月28日 平成31年2月15日
000028 3000171138 マルアイ神野店 675-0003 加古川市神野町神野２２５番地１ 794305580 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第401-632 平成31年2月18日 令和8年2月28日 平成31年2月18日
000028 3000171140 マルアイ神野店 675-0003 加古川市神野町神野２２５番地１ 794305580 食肉販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第427-63 平成31年2月18日 令和8年2月28日 平成31年2月18日
000028 3000171141 マルアイ神野店 675-0003 加古川市神野町神野２２５番地１ 794305580 魚介類販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第429-47 平成31年2月18日 令和8年2月28日 平成31年2月18日
000028 3000171161 セブン－イレブン加古川上荘町都染店 675-1216 加古川市上荘町都染５７３番 794280200 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｗａｃｈｔ 代表取締役 江口 守 675-0002 兵庫県加古川市山手三丁目１６番地２１号 794388647 東播(加健)第401-636 平成31年2月19日 令和8年2月28日 平成31年2月19日
000028 3000171165 加古川の地酒　盛典 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 合名会社岡田本家 代表社員 岡田 正敏 675-0017 兵庫県加古川市野口町良野１０２１番地 794222061 東播(加健)第401-637 平成31年2月19日 令和6年2月29日 平成31年2月19日
000028 3000171167 Ｃａｆｅ　つくし 675-1114 加古郡稲美町国岡１丁目１番地 794921212 飲食店営業(4)その他 一般 特定非営利活動法人稲美町つくしとすぎなの会 理事 橘 公子 675-1105 兵庫県加古郡稲美町加古４３６９番地の３ 794924166 東播(加健)第401-635 平成31年2月19日 令和8年2月28日 平成31年2月19日
000028 3000171168 ウシオ電機Ｂ棟１Ｆ（ＣＣＷ） 671-0123 高砂市北浜町西浜１１７ 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第402-113 平成31年2月15日 令和6年2月29日 平成31年2月15日
000028 3000171170 酒場ダイフク 675-0064 加古川市加古川町溝之口５０７サンライズビルＢ１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 松本 俊成 東播(加健)第401-628 平成31年2月19日 令和7年2月28日 平成31年2月19日
000028 3000171172 西川食品 675-0016 加古川市野口町長砂７９９ 喫茶店営業 自動販売機 和宏ベンダー株式会社 代表取締役 原田 哲 675-0103 兵庫県加古川市平岡町高畑５３８番地の１ 794262167 東播(加健)第402-115 平成31年2月19日 令和6年2月29日 平成31年2月19日
000028 3000171204 久保田商会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 平岡 大地 東播(加健)第401-641 平成31年2月21日 令和6年2月29日 平成31年2月21日
000028 3000171205 久保田商会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 松本 有正 東播(加健)第401-642 平成31年2月21日 令和6年2月29日 平成31年2月21日
000028 3000171210 和ごころダイニング　ときの家　東稲美 675-1112 加古郡稲美町六分一１１８３番地の３４ 794960080 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ジャポネックス 取締役 迫井 圭二 672-8045 兵庫県姫路市飾磨区中野田一丁目２１番地 792357200 東播(加健)第401-643 平成31年2月22日 令和7年2月28日 平成31年2月22日
000028 3000171221 宮長商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 宮長 飛輝 東播(加健)第401-644 平成31年2月21日 令和6年2月29日 平成31年2月21日
000028 3000171266 久保田商会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 入口 梨沙 東播(加健)第401-648 平成31年2月22日 令和6年2月29日 平成31年2月22日
000028 3000171285 もろみ専門店　麹×糀　こうじや 675-0321 加古川市志方町志方町４６９－１ そうざい製造業 一般 中谷 美智子 東播(加健)第409-13 平成31年2月25日 令和7年2月28日 平成31年2月25日
000028 3000171338 Ｒａｙ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６４番地の９テン・ポ・テン５階 794231003 飲食店営業(4)その他 一般 末吉 明佳 東播(加健)第401-650 平成31年2月26日 令和7年2月28日 平成31年2月26日
000028 3000171340 鶏焼酒場　だいげん 675-0101 加古川市平岡町新在家２－２６６－２１ 794257474 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＳＯＯＩ 代表取締役 越智 寛佳 675-0011 兵庫県加古川市野口町北野１２０７番地の２０３ 東播(加健)第401-653 平成31年2月26日 令和7年2月28日 平成31年2月26日
000028 3000171347 山九株式会社　兵庫支店  加古川独身寮 675-0131 加古川市別府町新野辺２９９８番 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ウオクニ株式会社 代表取締役 野々村 充教 657-0842 兵庫県神戸市灘区船寺通四丁目５番１６号 788017755 東播(加健)第401-654 平成31年2月26日 令和7年2月28日 平成31年2月26日
000028 3000171430 Ｋ．ｃｏｕｎｔｙ 675-1127 加古郡稲美町中一色８１５－７ 794515577 飲食店営業(4)その他 一般 武田 昌司 東播(加健)第401-656 平成31年3月5日 令和7年5月31日 平成31年3月5日



000028 3000171435 大 675-0024 加古川市尾上町長田１７２－１３ 飲食店営業(4)その他 一般 岩本 大佐 東播(加健)第401-657 平成31年3月6日 令和7年5月31日 平成31年3月6日
000028 3000171437 すなっく　ふるさと 675-0101 加古川市平岡町新在家二丁目２６５－１０レインボープラザ東加古川２０８ 794543355 飲食店営業(4)その他 一般 高野 茉那 東播(加健)第401-658 平成31年3月5日 令和7年5月31日 平成31年3月5日
000028 3000171441 まる酒花茶茶花 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６５－２邦栄ビル１Ｆ 794240771 飲食店営業(4)その他 一般 割鞘 俊 東播(加健)第401-659 平成31年3月5日 令和7年5月31日 平成31年3月5日
000028 3000171464 陽なた 676-0038 高砂市高砂町栄町３７３－１ 794436683 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ケイフードサービス 取締役 小口 哲弥 676-0806 兵庫県高砂市米田町塩市２０３番２ 794908989 東播(加健)第401-662 平成31年3月7日 令和7年5月31日 平成31年3月7日
000028 3000171465 ヤクルトキッズスクール加古川　つばめ保育園 675-0016 加古川市野口町長砂６２７番１ 794905435 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ウオクニ株式会社 代表取締役 野々村 充教 657-0842 兵庫県神戸市灘区船寺通四丁目５番１６号 788017755 東播(加健)第401-660 平成31年3月7日 令和7年5月31日 平成31年3月7日
000028 3000171466 あさやん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 浅原 雅範 東播(加健)第401-661 平成31年3月7日 令和6年5月31日 平成31年3月7日
000028 3000171504 株式会社コープフーズ　第１工場 675-1112 加古郡稲美町六分一１３６２－６０ 794954118 食肉販売業 一般 株式会社コープフーズ 代表取締役 友重 伸和 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目３番１９号 794956001 東播(加健)第427-66 平成31年3月8日 令和7年5月31日 平成31年3月8日
000028 3000171542 絆 675-0068 加古川市加古川町中津８２６－４ 794212247 飲食店営業(4)その他 一般 芝地 和代 東播(加健)第401-665 平成31年3月13日 令和7年5月31日 平成31年3月13日
000028 3000171566 喫茶わかば 675-0023 加古川市尾上町池田１８０４－１ 794232900 飲食店営業(4)その他 一般 特定非営利活動法人わかば福祉会 理事 久保田 静子 675-0025 兵庫県加古川市尾上町養田３５１番地の４ 794242002 東播(加健)第401-666 平成31年3月14日 令和8年5月31日 平成31年3月14日
000028 3000171579 マックスバリュ北在家店 675-0031 加古川市加古川町北在家７６０－１ 794271717 喫茶店営業 自動販売機 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第402-120 平成31年3月14日 令和6年5月31日 平成31年3月14日
000028 3000171587 Ｌｅａ　レア 675-0064 加古川市加古川町溝之口７１８プレジャービル４０２号 飲食店営業(4)その他 一般 滝野 樹里 東播(加健)第401-668 平成31年3月15日 令和7年5月31日 平成31年3月15日
000028 3000171619 ａｍｕｓｅｍｅｎｔ　ｂａｒ　Ｈｙｐｅｒ 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５７－１ＲＣビル３Ｆ北側 飲食店営業(4)その他 一般 宇都 晋弥 東播(加健)第401-670 平成31年3月18日 令和7年5月31日 平成31年3月18日
000028 3000171628 サボー石倉 675-0022 加古川市尾上町口里８０１の１ 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 誠 東播(加健)第401-669 平成31年3月18日 令和7年5月31日 平成31年3月18日
000028 3000171636 てこや　東加古川駅前店 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７５－１３中村ビル１階 794273344 飲食店営業(4)その他 一般 ヴァリオ株式会社 代表取締役 利川 邦浩 543-0052 大阪府大阪市天王寺区大道一丁目１２番１３号 667760088 東播(加健)第401-672 平成31年3月20日 令和7年5月31日 平成31年3月20日
000028 3000171674 魚べい加古川別府店 675-0127 加古川市別府町石町５１番地１ 794418821 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 元気寿司株式会社 代表取締役 藤尾 益雄 320-0811 栃木県宇都宮市大通り二丁目１番５号 286325711 東播(加健)第401-673 平成31年3月20日 令和7年5月31日 平成31年3月20日
000028 3000171703 「カフェ　すまいる」おおなか  （兵庫県立考古博物館喫茶室） 675-0142 加古郡播磨町大中１－１－１大中遺跡公園内 794368188 飲食店営業(4)その他 一般 特定非営利活動法人ＣＯＯＫＩＥＳすまいる 理事 須藤 美知子 675-0111 兵庫県加古川市平岡町二俣字旭７６２番地２ 794515021 東播(加健)第401-675 平成31年3月25日 令和8年5月31日 平成31年3月25日
000028 3000171714 中華料理　廣東食家 676-0017 高砂市荒井町東本町５番２３号１号室 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鄺 德文 東播(加健)第401-676 平成31年3月25日 令和7年5月31日 平成31年3月25日
000028 3000171720 ＨＩＫＡＲＩ　ＳＹＯＪＩ　ｇｒｐ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 松田 まゆみ 東播(加健)第401-677 平成31年3月26日 令和6年5月31日 平成31年3月26日
000028 3000171737 ＳＡＣＨＩＫＯ陶芸工房  気ままな居場所　カフェ 675-0101 加古川市平岡町新在家２５６２－７２ 飲食店営業(4)その他 一般 石原 さち子 東播(加健)第401-678 平成31年3月27日 令和7年5月31日 平成31年3月27日
000028 3000171757 カラオケ喫茶　悠悠 675-0101 加古川市平岡町新在家１４４７－１西浦ビル２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 萩原 武 東播(加健)第401-680 平成31年3月27日 令和7年5月31日 平成31年3月27日
000028 3000171769 炭火ホルモン　こたつ　東加古川店 675-0111 加古川市平岡町二俣７５５－１４プラザナカタニ１Ａ 794560129 飲食店営業(4)その他 一般 森 康有 東播(加健)第401-681 平成31年3月27日 令和7年5月31日 平成31年3月27日
000028 3000171835 あっちゃん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 池田 力 東播(加健)第401-683 平成31年3月29日 令和6年5月31日 平成31年3月29日
000028 3000171848 和酒バル　味彩 675-0045 加古川市西神吉町岸３１８－６ 飲食店営業(4)その他 一般 森田 芳弘 東播(加健)第401-684 平成31年3月29日 令和7年5月31日 平成31年3月29日
000028 3000171857 ドミノ・ピザ高砂店 676-0001 高砂市中島１丁目１５番地３ 794425588 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ドミノ・ピザジャパン 代表取締役 ジョシュア・ピーター ・キリムニック 141-0021 東京都品川区上大崎二丁目１３番３０号 358203794 東播(加健)第401-686 平成31年3月29日 令和7年5月31日 平成31年3月29日
000028 3000171858 ドミノ・ピザ高砂店 676-0001 高砂市中島１丁目１５番地３ 794425588 菓子製造業 一般 株式会社ドミノ・ピザジャパン 代表取締役 ジョシュア・ピーター ・キリムニック 141-0021 東京都品川区上大崎二丁目１３番３０号 358203794 東播(加健)第403-88 平成31年3月29日 令和7年5月31日 平成31年3月29日
000028 3000171867 久保田商会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 福嶋 大樹 東播(加健)第401-3 平成31年4月3日 令和6年5月31日 平成31年4月3日
000028 3000171868 障がい者支援センター　おむすび 675-0016 加古川市野口町長砂９５－３６ 794387083 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 特定非営利活動法人オリーブの木 理事 岡田 悦子 675-0008 兵庫県加古川市新神野七丁目１番地２６号 794387083 東播(加健)第401-1 平成31年4月1日 令和8年5月31日 平成31年4月1日
000028 3000171878 炭火焼きイタリアン　ｓｏｒｒｉｓｏ 675-0031 加古川市加古川町北在家２７２３センタービル１Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 清水 恒芳 東播(加健)第401-2 平成31年4月3日 令和7年5月31日 平成31年4月3日
000028 3000171879 炭火焼きイタリアン　ｓｏｒｒｉｓｏ 675-0031 加古川市加古川町北在家２７２３センタービル１Ｆ 菓子製造業 一般 清水 恒芳 東播(加健)第403-1 平成31年4月3日 令和7年5月31日 平成31年4月3日
000028 3000171914 肉酒場　ＫＡＲＡＭＡＲＵ 675-0101 加古川市平岡町新在家２－２７１－１二番館ビル１Ｆ－Ｂ 794981659 飲食店営業(4)その他 一般 三浦 敬士 東播(加健)第401-6 平成31年4月5日 令和7年5月31日 平成31年4月5日
000028 3000171947 ＥＴＨＯＳ 675-0101 加古川市平岡町新在家８９２－１ 794419971 菓子製造業 一般 株式会社ＣＲＡＤＬＥ 代表取締役 髙田 智子 630-8013 奈良県奈良市三条大路１－９－１１ 798275286 東播(加健)第403-2 平成31年4月11日 令和7年5月31日 平成31年4月11日
000028 3000171954 ＫＡＲＡＤＡ×ＳＡＲＡＤＡ 675-0143 加古郡播磨町宮北３－５－３０ １Ｆ １０１号 794981685 飲食店営業(4)その他 一般 熊本 直城 東播(加健)第401-9 平成31年4月9日 令和7年5月31日 平成31年4月9日
000028 3000171960 Ｒｉｔｒｅａｔ 675-0054 加古川市米田町平津５９０番１ 飲食店営業(4)その他 一般 岸上 理恵子 東播(加健)第401-8 平成31年4月11日 令和7年5月31日 平成31年4月11日
000028 3000171970 銀の匙－ＨＡＮＡＲＥ－ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７１－８フレンドビル３Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 池田 悦子 東播(加健)第401-4 平成31年4月11日 令和7年5月31日 平成31年4月11日
000028 3000171985 ３９Ｃａｆｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 森口 紗貴子 東播(加健)第401-10 平成31年4月15日 令和6年5月31日 平成31年4月15日
000028 3000172009 松屋　権現湖ＰＡ（上り線）店 675-1225 加古川市平荘町中山字立岩山１００１－２６ 794282927 喫茶店営業 自動販売機 株式会社松屋フーズ 代表取締役 瓦葺 一利 180-0006 東京都武蔵野市中町一丁目１４番５号 422381139 東播(加健)第402-2 平成31年4月15日 令和6年5月31日 平成31年4月15日
000028 3000172012 松屋　権現湖ＰＡ（上り線）店 675-1225 加古川市平荘町中山字立岩山１００１－２６ 794282927 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社松屋フーズ 代表取締役 瓦葺 一利 180-0006 東京都武蔵野市中町一丁目１４番５号 422381139 東播(加健)第401-14 平成31年4月15日 令和7年5月31日 平成31年4月15日
000028 3000172074 Ａｉｍａｂｌｅ 675-0156 加古郡播磨町東本荘２－７－１３　１Ｆ 794368989 飲食店営業(4)その他 一般 山本 理紗 東播(加健)第401-24 平成31年4月18日 令和7年5月31日 平成31年4月18日
000028 3000172078 （株）入船　加古川事業所 675-0101 加古川市平岡町新在家９２１－１ 794266336 そうざい製造業 一般 株式会社入船 代表取締役 入江 建介 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町１０３３番地 794435500 東播(加健)第409-2 平成31年4月19日 令和7年5月31日 平成31年4月19日
000028 3000172083 入船 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社入船 代表取締役 入江 建介 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町１０３３番地 794575567 東播(加健)第401-21 平成31年4月19日 令和6年5月31日 平成31年4月19日
000028 3000172088 松のや　権現湖ＰＡ（下り線）店 675-0302 加古川市志方町野尻字瓜谷７６９－１４ 794284510 喫茶店営業 自動販売機 株式会社松屋フーズ 代表取締役 瓦葺 一利 180-0006 東京都武蔵野市中町一丁目１４番５号 422381139 東播(加健)第402-3 平成31年4月19日 令和6年5月31日 平成31年4月19日
000028 3000172089 松のや　権現湖ＰＡ（下り線）店 675-0302 加古川市志方町野尻字瓜谷７６９－１４ 794284510 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社松屋フーズ 代表取締役 瓦葺 一利 180-0006 東京都武蔵野市中町一丁目１４番５号 422381139 東播(加健)第401-25 平成31年4月19日 令和8年5月31日 平成31年4月19日
000028 3000172102 ａｎａｙａ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 宮崎 真一 東播(加健)第401-20 平成31年4月24日 令和6年5月31日 平成31年4月24日
000028 3000172103 有機茶房　ごえん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 794557775 飲食店営業(4)その他 露店 一般社団法人ごえん 代表理事 黒木 亜野 675-0036 兵庫県加古川市加古川町西河原５６番地の１ 794557775 東播(加健)第401-30 平成31年4月24日 令和6年5月31日 平成31年4月24日
000028 3000172104 有機茶房　ごえん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 794557775 菓子製造業 露店 一般社団法人ごえん 代表理事 黒木 亜野 675-0036 兵庫県加古川市加古川町西河原５６番地の１ 794557775 東播(加健)第403-6 平成31年4月24日 令和6年5月31日 平成31年4月24日
000028 3000172139 ねんりん工房 675-0024 加古川市尾上町長田５１８－４７ 794902350 菓子製造業 一般 糟谷 弘樹 東播(加健)第403-7 平成31年4月24日 令和7年5月31日 平成31年4月24日
000028 3000172140 ねんりん工房 675-0024 加古川市尾上町長田５１８－４７ 794902350 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 糟谷 弘樹 東播(加健)第419-1 平成31年4月24日 令和7年5月31日 平成31年4月24日
000028 3000172141 マックスバリュ平岡店 675-0111 加古川市平岡町二俣６５９番地２６ 794256101 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第401-26 平成31年4月24日 令和7年5月31日 平成31年4月24日
000028 3000172142 マックスバリュ平岡店 675-0111 加古川市平岡町二俣６５９番地２６ 794256101 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第401-27 平成31年4月24日 令和7年5月31日 平成31年4月24日
000028 3000172144 マックスバリュ平岡店 675-0111 加古川市平岡町二俣６５９番地２６ 794256101 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第429-1 平成31年4月24日 令和7年5月31日 平成31年4月24日
000028 3000172145 マックスバリュ平岡店 675-0111 加古川市平岡町二俣６５９番地２６ 794256101 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第427-1 平成31年4月24日 令和7年5月31日 平成31年4月24日
000028 3000172165 マックスバリュ平岡店 675-0111 加古川市平岡町二俣６５９番地２６ 794256101 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第403-5 平成31年4月24日 令和7年5月31日 平成31年4月24日
000028 3000172166 マックスバリュ平岡店 675-0111 加古川市平岡町二俣６５９番地２６ 794256101 喫茶店営業 自動販売機 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第402-4 平成31年4月24日 令和6年5月31日 平成31年4月24日
000028 3000172213 蛸焼明神基地 676-0812 高砂市中筋５丁目２１－４５ 794417484 飲食店営業(4)その他 露店 原 吉孝 東播(加健)第401-47 平成31年4月26日 令和6年5月31日 平成31年4月26日
000028 3000172236 鶏魂 675-0101 加古川市平岡町新在家２２１２－２０東加古川マーケット１Ｆ 794232955 飲食店営業(4)その他 一般 河野 俊哉 東播(加健)第401-50 平成31年4月26日 令和7年5月31日 平成31年4月26日
000028 3000172257 ナマス亭 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 片岡 良 東播(加健)第401-55 令和1年5月9日 令和6年5月31日 令和1年5月9日
000028 3000172285 ミールズ 675-0015 加古川市野口町坂井２９ 794977817 そうざい製造業 一般 株式会社入船 代表取締役 入江 建介 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町１０３３番地 794575567 東播(加健)第409-3 令和1年5月10日 令和8年5月31日 令和1年5月10日
000028 3000172289 肉匠まるわき 676-0015 高砂市荒井町紙町３１－２４　中野ビル１Ｆ 794440288 飲食店営業(4)その他 一般 脇村 俊毅 東播(加健)第401-57 令和1年5月13日 令和7年5月31日 令和1年5月13日
000028 3000172292 ボン・モマン 676-0081 高砂市伊保町中筋１２４２－５　１Ｆ 794460061 飲食店営業(4)その他 一般 大田 佐智子 東播(加健)第401-58 令和1年5月13日 令和7年5月31日 令和1年5月13日
000028 3000172294 喫茶　和 676-0807 高砂市米田町島５２６高砂市総合体育館内 794329090 飲食店営業(4)その他 一般 田中 ちさ子 東播(加健)第401-67 令和1年5月10日 令和7年5月31日 令和1年5月10日
000028 3000172334 ヤマセイ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山本 司 東播(加健)第401-70 令和1年5月16日 令和6年5月31日 令和1年5月16日
000028 3000172335 ヤマセイ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 山本 司 東播(加健)第403-12 令和1年5月16日 令和6年5月31日 令和1年5月16日
000028 3000172336 Ｃａｐｒｉｃｅ 675-1115 加古郡稲美町国岡３２０－５ 794977280 飲食店営業(4)その他 一般 前田 正仁 東播(加健)第401-71 令和1年5月16日 令和7年5月31日 令和1年5月16日
000028 3000172337 ７０ｃａｆｅ 675-0113 加古川市平岡町中野１３５ 飲食店営業(4)その他 一般 髙松 直樹 東播(加健)第401-81 令和1年5月16日 令和7年5月31日 令和1年5月16日
000028 3000172340 ＡＳＩＡＮ　ＤＩＮＩＮＧ　ＡＧＡＮ 675-0061 加古川市加古川町大野１０７－１ 794212757 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ＧＡＵＴＡＭ ＨＥＭＬＡＬ 東播(加健)第401-88 令和1年5月16日 令和7年5月31日 令和1年5月16日
000028 3000172341 焼酎　居酒屋　たか 675-0066 加古川市加古川町寺家町５６－１９本町ビル１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 高山 佳治 東播(加健)第401-90 令和1年5月15日 令和7年5月31日 令和1年5月15日
000028 3000172342 くじらカフェ 675-0136 加古川市別府町港町１６加古川海洋文化センター 794410050 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 シンコースポーツ兵庫株式会社 代表取締役 石崎 克己 651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通四丁目２番２０号 782723701 東播(加健)第401-85 令和1年5月15日 令和7年5月31日 令和1年5月15日
000028 3000172361 ヤマモト 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山本 志帆 東播(加健)第401-73 令和1年5月16日 令和6年5月31日 令和1年5月16日
000028 3000172362 ヤマモト 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 山本 志帆 東播(加健)第403-13 令和1年5月16日 令和6年5月31日 令和1年5月16日
000028 3000172378 つどい 675-0111 加古川市平岡町二俣１０１２ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社山田屋 代表取締役 伊達 修一 675-0131 兵庫県加古川市別府町新野辺１４２９－４２ 794378258 東播(加健)第401-95 令和1年5月17日 令和7年5月31日 令和1年5月17日
000028 3000172385 岸田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 岸田 俊宏 東播(加健)第401-102 令和1年5月17日 令和6年5月31日 令和1年5月17日
000028 3000172387 Ｓｔｒｅｅｔ　Ｆｏｏｄ　Ｓａｍ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 細谷 修 東播(加健)第401-103 令和1年5月17日 令和6年5月31日 令和1年5月17日
000028 3000172388 ＲＥＢＥＣＣＡ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６４番地９テンポテンビル５－Ａ号室 794905898 飲食店営業(4)その他 一般 大野 正博 東播(加健)第401-83 令和1年5月17日 令和7年5月31日 令和1年5月17日
000028 3000172396 みのたけ 675-0066 加古川市加古川町寺家町１６３－５スギビル１Ｆ 794904288 飲食店営業(4)その他 一般 砂川 理生 東播(加健)第401-104 令和1年5月17日 令和7年5月31日 令和1年5月17日
000028 3000172416 ピザーラ加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７９－１スカイプラザ１Ｆ 794275200 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社フォーシーズ 代表取締役 浅野 秀則 675-0101 東京都港区南青山五丁目１２番４号 334096000 東播(加健)第401-82 令和1年5月20日 令和7年5月31日 令和1年5月20日
000028 3000172436 俵や 6750150 加古郡播磨町南野添３丁目６－１５白川ビルＥ号 飲食店営業(4)その他 一般 岡上 幸子 東播(加健)第401-112 令和1年5月20日 令和7年5月31日 令和1年5月20日
000028 3000172438 岩崎商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 岩崎 妙子 東播(加健)第401-107 令和1年5月21日 令和6年5月31日 令和1年5月21日
000028 3000172439 原口商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 原口 伸也 東播(加健)第401-108 令和1年5月20日 令和6年5月31日 令和1年5月20日
000028 3000172448 より路 675-0313 加古川市志方町投松２２８－３ 飲食店営業(4)その他 一般 田中 良子 東播(加健)第401-120 令和1年5月23日 令和7年5月31日 令和1年5月23日
000028 3000172449 ｅｐｉ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７０－１フジビル１　４Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 川畑 美華 東播(加健)第401-115 令和1年5月23日 令和7年5月31日 令和1年5月23日
000028 3000172464 にじまる 675-0101 加古川市平岡町新在家２－２７２－６ミツワビル１Ｆ 794906630 飲食店営業(4)その他 一般 木村 法子 東播(加健)第401-111 令和1年5月23日 令和7年5月31日 令和1年5月23日
000028 3000172545 ぐぅ 675-0012 加古川市野口町野口１４４－１７－１０２ 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 雄基 東播(加健)第401-125 令和1年5月28日 令和7年5月31日 令和1年5月28日
000028 3000172546 Ｆａｒｍ　Ｆａｍｉｌｙ　Ｋｉｔｃｈｅｎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 一般社団法人Ｐｒｏｔａｇｏｎｉｓｔａ 代表理事 676-0806 兵庫県高砂市米田町塩市１８２番地の３ 28214537331 東播(加健)第401-127 令和1年5月28日 令和6年5月31日 令和1年5月28日
000028 3000172567 小楽 675-0064 加古川市加古川町溝之口５０７サンライズビル加古川Ｂ１Ｆ 794275501 飲食店営業(4)その他 一般 小野 卓也 東播(加健)第401-128 令和1年5月28日 令和7年5月31日 令和1年5月28日
000028 3000172575 ｇｒｏｗｔｈ 676-0805 高砂市米田町米田１１８－５双城テナント１Ｆ－Ｃ号室 飲食店営業(4)その他 一般 日髙 優 東播(加健)第401-131 令和1年5月30日 令和7年5月31日 令和1年5月30日
000028 3000172595 鉄板イタリアン　Ｍａｎｏ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７７－９プロスパーなかた１０１号 794252008 飲食店営業(4)その他 一般 古賀 亮介 東播(加健)第401-133 令和1年5月30日 令和7年5月31日 令和1年5月30日
000028 3000172630 ハートランド 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１イオン加古川１Ｆ 794558969 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社カテトス 代表取締役 南里 和則 675-0121 兵庫県加古川市別府町新野辺北町三丁目８１番地の１６ 東播(加健)第401-136 令和1年5月31日 令和7年5月31日 令和1年5月31日
000028 3000172638 ｙｅｌｌｏｗ 676-0018 高砂市荒井町若宮町７－１７ 794442410 アイスクリーム類製造業 一般 有限会社　たまごの郷 取締役 中里 彰夫 676-0005 兵庫県高砂市荒井町御旅二丁目１番１７号 794422470 東播(加健)第420-4 令和1年5月31日 令和7年5月31日 令和1年5月31日
000028 3000172692 ここの木 676-0071 高砂市伊保東１－４－３２ 794482215 飲食店営業(4)その他 一般 宮地 由美子 東播(加健)第401-138 令和1年6月5日 令和7年8月31日 令和1年6月5日
000028 3000172724 ＢＡＲもぐら 675-0147 加古郡播磨町南大中２丁目２番１１号 794905490 飲食店営業(4)その他 一般 髙村 綾 東播(加健)第401-141 令和1年6月5日 令和7年8月31日 令和1年6月5日
000028 3000172739 薫里フーズ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 植月 孝恵 東播(加健)第401-140 令和1年6月6日 令和6年8月31日 令和1年6月6日
000028 3000172740 薫里フーズ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 植月 孝恵 東播(加健)第403-17 令和1年6月6日 令和6年8月31日 令和1年6月6日
000028 3000172772 ｙｅｌｌｏｗ 676-0018 高砂市荒井町若宮町７－１７ 794442410 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　たまごの郷 取締役 中里 彰夫 676-0005 兵庫県高砂市荒井町御旅二丁目１番１７号 794422470 東播(加健)第401-142 令和1年6月10日 令和7年8月31日 令和1年6月10日
000028 3000172780 Ｊ．Ｊ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 北條 純一 東播(加健)第401-143 令和1年6月10日 令和6年8月31日 令和1年6月10日
000028 3000172832 ＴＣＣ　Ｃａｆｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 小西 純也 東播(加健)第403-18 令和1年6月13日 令和6年8月31日 令和1年6月13日
000028 3000172857 和ごころダイニング　なかよしの家 675-0012 加古川市野口町野口７６９番地の１ 794563222 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ジャポネックス 取締役 迫井 圭二 672-8045 兵庫県姫路市飾磨区中野田一丁目２１番地 792357200 東播(加健)第401-146 令和1年6月18日 令和7年8月31日 令和1年6月18日
000028 3000172865 ステーキハウス　秀 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社秀紀 代表取締役 小西 秀和 651-2321 兵庫県神戸市西区神出町宝勢３２０１番地 782240784 東播(加健)第401-145 令和1年6月17日 令和6年8月31日 令和1年6月17日
000028 3000172887 グローリー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 住田 忍 東播(加健)第401-149 令和1年6月18日 令和6年8月31日 令和1年6月18日
000028 3000172890 山下商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山下 祐邦 東播(加健)第401-147 令和1年6月19日 令和6年8月31日 令和1年6月19日
000028 3000172891 松永商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 松永 眞利子 東播(加健)第401-148 令和1年6月19日 令和6年8月31日 令和1年6月19日
000028 3000172914 波の家自然パン工房 675-0024 加古川市尾上町長田５１７－５２ 794519553 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人子供たちの立場に立った保育を実践する会 理事 伊藤 隆 674-0084 兵庫県明石市魚住町西岡６７１番地の２ 789467692 東播(加健)第403-20 令和1年6月19日 令和7年8月31日 令和1年6月19日
000028 3000172986 ハゼンジャーズ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 岡山 稔 東播(加健)第401-152 令和1年6月20日 令和6年8月31日 令和1年6月20日
000028 3000172987 ハゼンジャーズ２ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 岡山 いつみ 東播(加健)第401-153 令和1年6月20日 令和6年8月31日 令和1年6月20日
000028 3000173031 ゆたか　商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 䕃平 優 東播(加健)第401-154 令和1年6月24日 令和6年8月31日 令和1年6月24日
000028 3000173061 Ｂ＆Ｂ　ＪＡＰＡＮ販売 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 後藤 守 東播(加健)第401-158 令和1年6月27日 令和6年8月31日 令和1年6月27日
000028 3000173062 うを吉 675-0054 加古川市米田町平津６８９プラザ平津 794321031 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小坂 由人 東播(加健)第401-157 令和1年6月27日 令和7年8月31日 令和1年6月27日
000028 3000173064 好好 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 長原 淳一 東播(加健)第401-161 令和1年6月25日 令和6年8月31日 令和1年6月25日
000028 3000173068 Ａ＆Ｒ　（鉄板工房　マサ） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 早瀬 優紀 東播(加健)第401-160 令和1年6月27日 令和6年8月31日 令和1年6月27日
000028 3000173069 たんぽぽ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６８－５カスヤビル１Ｆ西 794238833 飲食店営業(4)その他 一般 松下 しのぶ 東播(加健)第401-156 令和1年6月27日 令和7年8月31日 令和1年6月27日
000028 3000173071 産直海鮮居酒屋　浜焼太郎　東加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６６－１７レインボーコア１０２号 794417698 飲食店営業(4)その他 一般 池田 満 東播(加健)第401-155 令和1年6月27日 令和7年8月31日 令和1年6月27日
000028 3000173085 ７０ｃａｆｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 髙松 直樹 東播(加健)第401-162 令和1年6月27日 令和6年8月31日 令和1年6月27日
000028 3000173128 セブン－イレブン東加古川駅北口店 675-0101 加古川市平岡町新在家１１３７－１ 794542804 飲食店営業(4)その他 一般 福山 宏 東播(加健)第401-164 令和1年7月1日 令和8年8月31日 令和1年7月1日



000028 3000173132 株式会社肉工房瑞光 675-0321 加古川市志方町志方町１２５４ 食肉処理業 一般 株式会社肉工房瑞光 代表取締役 平井 幸敏 675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町５３０番地の１ 東播(加健)第426-5 令和1年7月2日 令和7年8月31日 令和1年7月2日
000028 3000173149 古民家　かふぇ　コッコ亭 675-0016 加古川市野口町長砂２４７－２ 794226394 飲食店営業(4)その他 一般 西田 陵子 東播(加健)第401-165 令和1年7月3日 令和7年8月31日 令和1年7月3日
000028 3000173153 神戸市漁業協同組合 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 神戸市漁業協同組合 代表理事 福田 一義 655-0892 兵庫県神戸市垂水区平磯三丁目１番１０号 787060456 東播(加健)第401-166 令和1年7月4日 令和6年8月31日 令和1年7月4日
000028 3000173171 アップルキッチン 675-0015 加古川市野口町坂井１８番地 飲食店営業(4)その他 一般 ケーシーエンタープライズ有限会社 代表取締役 角西 陵太 732-0057 広島県広島市東区二葉の里一丁目５番１８号 822629800 東播(加健)第401-169 令和1年7月5日 令和7年8月31日 令和1年7月5日
000028 3000173172 アップルカフェ 675-0015 加古川市野口町坂井１８番地 喫茶店営業 露店 ケーシーエンタープライズ有限会社 代表取締役 角西 陵太 732-0057 広島県広島市東区二葉の里一丁目５番１８号 822629800 東播(加健)第402-29 令和1年7月5日 令和6年8月31日 令和1年7月5日
000028 3000173175 ルートカフェ神戸 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 坂本 正文 東播(加健)第401-170 令和1年7月5日 令和6年8月31日 令和1年7月5日
000028 3000173181 鰻きらり 675-0031 加古川市加古川町北在家２５６０番地スクエアⅠ １０１号 794905544 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ウィズグロー 代表取締役 根来 秀紀 675-0147 兵庫県加古郡播磨町南大中一丁目１０番３０号 東播(加健)第401-171 令和1年7月5日 令和7年8月31日 令和1年7月5日
000028 3000173185 Ｒｉｐｐｌｅ　Ｄｉｓｈ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 小林 香里 東播(加健)第401-172 令和1年7月8日 令和6年8月31日 令和1年7月8日
000028 3000173276 ＮＩＣＯＮＩＣＯカレー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社クロカワキッチン 代表取締役 黒川 芳一 676-0802 兵庫県高砂市米田町古新３４０番地の２ 794323650 東播(加健)第401-174 令和1年7月16日 令和6年8月31日 令和1年7月16日
000028 3000173281 三六弁当 675-0111 加古川市平岡町二俣７６２－８ 794353833 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 三六弁当株式会社 代表取締役 三浦 富代 675-0111 兵庫県加古川市平岡町二俣７６２番地の８ 794353833 東播(加健)第401-173 令和1年7月16日 令和7年8月31日 令和1年7月16日
000028 3000173300 マルアイ中津店 675-0068 加古川市加古川町中津５６０番地１０ 794567050 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第401-175 令和1年7月16日 令和8年8月31日 令和1年7月16日
000028 3000173301 マルアイ中津店 675-0068 加古川市加古川町中津５６０番地１０ 794567050 食肉販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第427-13 令和1年7月16日 令和8年8月31日 令和1年7月16日
000028 3000173303 マルアイ中津店 675-0068 加古川市加古川町中津５６０番地１０ 794567050 魚介類販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第429-7 令和1年7月16日 令和8年8月31日 令和1年7月16日
000028 3000173320 きっちん工房　りあん 675-0023 加古川市尾上町池田１８３４ 794558205 飲食店営業(4)その他 一般 一般社団法人ごえん 代表理事 黒木 亜野 675-0036 兵庫県加古川市加古川町西河原５６番地の１ 794557775 東播(加健)第401-176 令和1年7月18日 令和7年8月31日 令和1年7月18日
000028 3000173321 きっちん工房　りあん 675-0023 加古川市尾上町池田１８３４ 794558205 菓子製造業 一般 一般社団法人ごえん 代表理事 黒木 亜野 675-0036 兵庫県加古川市加古川町西河原５６番地の１ 794557775 東播(加健)第403-24 令和1年7月18日 令和7年8月31日 令和1年7月18日
000028 3000173355 グリルキッチン　きんねこ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７９－１スカイプラザ２Ｅ号室 794419430 飲食店営業(4)その他 一般 西垣 俊彦 東播(加健)第401-178 令和1年7月22日 令和7年8月31日 令和1年7月22日
000028 3000173381 パリミキ　加古川明幹本店 675-0131 加古川市別府町新野辺３８６ 794370191 喫茶店営業 一般 株式会社パリミキ 代表取締役 澤田 将広 103-0022 東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号 364320751 東播(加健)第402-30 令和1年7月24日 令和7年8月31日 令和1年7月24日
000028 3000173383 住友ゴム　加古川店 675-0011 加古川市野口町北野４１０－１ 794240111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 コンパスグループ・ジャパン株式会社 代表取締役 石田 隆嗣 104-0045 東京都中央区築地五丁目５番１２号 335440351 東播(加健)第401-186 令和1年7月29日 令和8年8月31日 令和1年7月29日
000028 3000173395 蛸丸 675-1115 加古郡稲美町国岡１丁目１８３ 飲食店営業(4)その他 露店 中川 貴美子 東播(加健)第401-190 令和1年7月25日 令和6年8月31日 令和1年7月25日
000028 3000173422 Ｓ 675-0066 加古川市加古川町寺家町３６２－１－１０ビアンテビル１Ｆ 794403766 飲食店営業(4)その他 一般 細田 志保 東播(加健)第401-192 令和1年7月29日 令和7年8月31日 令和1年7月29日
000028 3000173460 カラオケ喫茶・スナック　ふたば 676-0805 高砂市米田町米田１１８－５－５ 794417728 飲食店営業(4)その他 一般 板垣 順子 東播(加健)第401-193 令和1年7月29日 令和7年8月31日 令和1年7月29日
000028 3000173478 居酒屋いろえんぴつ 675-0101 加古川市平岡町新在家４０３－１ 794270189 飲食店営業(4)その他 一般 中村 千鶴 東播(加健)第401-201 令和1年7月31日 令和7年8月31日 令和1年7月31日
000028 3000173479 ＳＵＮＺ　ｃａｆｅ 675-0005 加古川市神野町石守３６４ 794226363 飲食店営業(4)その他 露店 ＳＵＮＺｄｉｎｉｎｇ株式会社 代表取締役 668-0033 兵庫県豊岡市中央町４番１２号 796346112 東播(加健)第401-195 令和1年7月30日 令和6年8月31日 令和1年7月30日
000028 3000173498 パナソニックエイジフリーケアセンター  加古川東 675-0111 加古川市平岡町二俣１０番５ 794414715 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社日米クック 代表取締役 米谷 素明 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中一丁目１７番２２号 664522135 東播(加健)第401-204 令和1年7月31日 令和7年8月31日 令和1年7月31日
000028 3000173513 東京　ＫＩＮＧ 675-0101 加古川市平岡町新在家２－２７３－５東アカマツビル１階３号 794252577 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社山石 代表取締役 山本 俊之 675-1212 兵庫県加古川市上荘町井ノ口１７５番地の１ 794283893 東播(加健)第401-208 令和1年8月1日 令和7年8月31日 令和1年8月1日
000028 3000173569 たこやき蛸家 675-1112 加古郡稲美町六分一１１７９－２２４ 794957716 飲食店営業(4)その他 一般 兵庫南農業協同組合 代表理事 中村 良祐 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町６２１番地 794248001 東播(加健)第401-223 令和1年8月5日 令和7年8月31日 令和1年8月5日
000028 3000173571 ｙｅｌｌｏｗ 676-0018 高砂市荒井町若宮町７－１７ 794442410 菓子製造業 一般 有限会社　たまごの郷 取締役 中里 彰夫 676-0005 兵庫県高砂市荒井町御旅二丁目１番１７号 794422470 東播(加健)第403-30 令和1年8月6日 令和7年8月31日 令和1年8月6日
000028 3000173572 串カツ　一徹 676-0001 高砂市中島２丁目３－１４第３みふくビル２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 正井 秀和 東播(加健)第401-222 令和1年8月7日 令和7年8月31日 令和1年8月7日
000028 3000173574 華龍 675-0021 加古川市尾上町安田５４４－１ 794975222 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 張 文竜 東播(加健)第401-224 令和1年8月6日 令和7年8月31日 令和1年8月6日
000028 3000173597 ごとう 676-0011 高砂市荒井町小松原１－１１－１７伊東ビル１Ｆ 794975688 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 五島 幹夫 東播(加健)第401-226 令和1年8月7日 令和7年8月31日 令和1年8月7日
000028 3000173626 洋食のまなべ　播磨店 675-0146 加古郡播磨町古田３丁目６９１－１ 794366160 食肉販売業 一般 株式会社まなべ屋 代表取締役 真鍋 宏一 675-0131 兵庫県加古川市別府町新野辺２５６４番地 794418301 東播(加健)第427-18 令和1年8月13日 令和7年8月31日 令和1年8月13日
000028 3000173646 あいりす 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 小東 伸直 東播(加健)第401-237 令和1年8月15日 令和6年8月31日 令和1年8月15日
000028 3000173670 新在家コベヤ 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５７－６ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社パラレルワールド 代表取締役 本多 友香 675-0011 兵庫県加古川市野口町北野５８９－６ 東播(加健)第401-236 令和1年8月19日 令和7年8月31日 令和1年8月19日
000028 3000173696 ｃｌａｎ 676-0082 高砂市曽根町２５０５－１ 794904888 飲食店営業(4)その他 一般 臼井 功次 東播(加健)第401-239 令和1年8月16日 令和7年8月31日 令和1年8月16日
000028 3000173736 あかねの湯　加古川店 675-0023 加古川市尾上町池田６３５－４８ 794231126 喫茶店営業 一般 芝岡商事株式会社 代表取締役 芝岡 健吾 665-0845 兵庫県宝塚市栄町三丁目５番２号 797845420 東播(加健)第402-36 令和1年8月22日 令和7年8月31日 令和1年8月22日
000028 3000173748 魚国総本社・加古川２７４２５－レストラン 675-0302 加古川市志方町野尻８０８－１ 794531651 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社魚国総本社 代表取締役 田所 伸浩 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町一丁目６番１９号 664785723 東播(加健)第401-241 令和1年8月22日 令和7年8月31日 令和1年8月22日
000028 3000173752 魚国総本社・加古川２７４２５－アウト売店 675-0302 加古川市志方町野尻８０８－１ 794531651 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社魚国総本社 代表取締役 田所 伸浩 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町一丁目６番１９号 664785723 東播(加健)第401-242 令和1年8月22日 令和7年8月31日 令和1年8月22日
000028 3000173755 魚国総本社・加古川２７４２５－イン売店 675-0302 加古川市志方町野尻８０８－１ 794531651 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社魚国総本社 代表取締役 田所 伸浩 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町一丁目６番１９号 664785723 東播(加健)第401-243 令和1年8月22日 令和7年8月31日 令和1年8月22日
000028 3000173787 伝承献菓　六萬石 675-0117 加古川市平岡町一色西２丁目２０４ 794413900 菓子製造業 一般 赤池 恭子 東播(加健)第403-32 令和1年8月27日 令和7年8月31日 令和1年8月27日
000028 3000173799 本岡さんち 675-1112 加古郡稲美町六分一１１８３－２６ 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 本岡 紀美枝 東播(加健)第401-248 令和1年8月29日 令和7年8月31日 令和1年8月29日
000028 3000173804 和田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 和田 景子 東播(加健)第401-250 令和1年8月27日 令和6年8月31日 令和1年8月27日
000028 3000173813 美食　美菜　ＲＯＣＯ’Ｓ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 合同会社ｇｉｖｅ　ｃｏｍｆｏｒｔ 代表社員 勝山 紘子 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２５６５ 794981135 東播(加健)第401-251 令和1年8月29日 令和6年8月31日 令和1年8月29日
000028 3000173816 川本重工（株）高砂第一工場　現場通路 676-0082 高砂市曽根町８９９ 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第402-42 令和1年8月29日 令和6年8月31日 令和1年8月29日
000028 3000173834 西山荘 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 井上 賴治 東播(加健)第401-249 令和1年8月29日 令和6年8月31日 令和1年8月29日
000028 3000173835 榮治の魚屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 魚介類販売業 自動車 松本 榮治 東播(加健)第429-11 令和1年8月29日 令和6年8月31日 令和1年8月29日
000028 3000173871 カナン 675-0147 加古郡播磨町南大中２丁目９－２５中西ビル１階 794975460 飲食店営業(4)その他 一般 池田 佳那 東播(加健)第401-258 令和1年9月2日 令和7年11月30日 令和1年9月2日
000028 3000173873 ＥＳＰＥＲＡＮＺＡ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６４－９ＴＥＮ　ＰＯ　ＴＥＮ　４Ｆ 794255572 飲食店営業(4)その他 一般 藤本 真義 東播(加健)第401-257 令和1年9月5日 令和7年11月30日 令和1年9月5日
000028 3000173913 ｔａｋｅｏｕｔ　ｓａｎｄｗｉｃｈ  Ｃｅｒｃｌｅ 675-0121 加古川市別府町新野辺北町６丁目３８ 794370633 飲食店営業(4)その他 一般 和田 いつみ 東播(加健)第401-260 令和1年9月6日 令和7年11月30日 令和1年9月6日
000028 3000173975 ｔｒｅｎｔｅ　ｓｅｐｔ 675-0131 加古川市別府町新野辺１４２９－４６ 菓子製造業 一般 藤原 茉莉江 東播(加健)第403-33 令和1年9月17日 令和7年11月30日 令和1年9月17日
000028 3000173991 スナック　いろえんぴつ 675-0101 加古川市平岡町新在家２－２７５－１サンライフビル１Ｆ 794417557 飲食店営業(4)その他 一般 清水 綾 東播(加健)第401-263 令和1年9月12日 令和7年11月30日 令和1年9月12日
000028 3000174016 播磨水産　稲美百丁場店 675-1112 加古郡稲美町六分一１３６８－１ 794905757 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 播磨フードサービス株式会社 代表取締役 長澤 達雄 675-1125 兵庫県加古郡稲美町和田２７２番地の３ 794925553 東播(加健)第401-262 令和1年9月17日 令和7年11月30日 令和1年9月17日
000028 3000174027 ｆｅｌｉｚ　ｒｏｓａ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 吉岡 祥恵 東播(加健)第401-265 令和1年9月19日 令和6年11月30日 令和1年9月19日
000028 3000174039 株式会社カネカ光雲寮 676-0026 高砂市高砂町沖浜町２－６３ 794453289 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 淀川食品株式会社 代表取締役 田村 隆 532-0036 大阪府大阪市淀川区三津屋中一丁目１番２号 663016831 東播(加健)第401-266 令和1年9月19日 令和8年11月30日 令和1年9月19日
000028 3000174055 ＧぃじＢぁば 675-0066 加古川市加古川町寺家町３６２－１ビアンテじけまち２Ｆ－６－Ｂ 飲食店営業(4)その他 一般 多田 信男 東播(加健)第401-268 令和1年9月19日 令和7年11月30日 令和1年9月19日
000028 3000174056 ひといき 675-0065 加古川市加古川町篠原町７０番地レーベン加古川１０２ 794409114 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ニュー共楽 代表取締役 杉原 利幸 675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原町７０番地 794409114 東播(加健)第401-267 令和1年9月19日 令和7年11月30日 令和1年9月19日
000028 3000174057 ひといき 675-0065 加古川市加古川町篠原町７０番地レーベン加古川１０２ 794409114 菓子製造業 一般 有限会社ニュー共楽 代表取締役 杉原 利幸 675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原町７０番地 794409114 東播(加健)第403-34 令和1年9月19日 令和7年11月30日 令和1年9月19日
000028 3000174058 ひといき 675-0065 加古川市加古川町篠原町７０番地レーベン加古川１０２ 794409114 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 有限会社ニュー共楽 代表取締役 杉原 利幸 675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原町７０番地 794409114 東播(加健)第420-5 令和1年9月19日 令和6年11月30日 令和1年9月19日
000028 3000174089 ローソン高砂小松原店 676-0011 高砂市荒井町小松原４丁目１０００番地 794440088 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社吉祥 代表取締役 中原 丈司 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２２０６番地 794330159 東播(加健)第401-271 令和1年9月24日 令和7年11月30日 令和1年9月24日
000028 3000174101 居酒屋ダイニング　５５ 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２６０番１５ 飲食店営業(4)その他 一般 西川 孝太 東播(加健)第401-269 令和1年9月25日 令和7年11月30日 令和1年9月25日
000028 3000174104 Ｊ．Ｊ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 北條 純一 東播(加健)第403-35 令和1年9月25日 令和6年11月30日 令和1年9月25日
000028 3000174105 Ｂｅｌｌｅ 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２６３番地１ＨＫビル１Ｆ 794257720 飲食店営業(4)その他 一般 森澤 彬 東播(加健)第401-270 令和1年9月25日 令和7年11月30日 令和1年9月25日
000028 3000174109 café　ＦＩＮＥ 675-0334 加古川市志方町成井１１４－１ 794906262 飲食店営業(4)その他 一般 上田 裕美子 東播(加健)第401-272 令和1年9月30日 令和7年11月30日 令和1年9月30日
000028 3000174111 めん六や夢屋加古川店 675-0023 加古川市尾上町池田１９１７ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社日本ヒュウマップ 代表取締役 川野 創平 116-0013 東京都荒川区西日暮里五丁目１５番７号 338028141 東播(加健)第401-274 令和1年9月25日 令和7年11月30日 令和1年9月25日
000028 3000174134 マリン・ブルー 675-0122 加古川市別府町別府１００１－２３ 飲食店営業(4)その他 一般 藤澤 伊津子 東播(加健)第401-273 令和1年9月26日 令和7年11月30日 令和1年9月26日
000028 3000174135 Ｔｏｒｔｅ 675-0066 加古川市加古川町寺家町５６－１９本町ビル３Ｆ 794278767 飲食店営業(4)その他 一般 南 温子 東播(加健)第401-275 令和1年9月26日 令和7年11月30日 令和1年9月26日
000028 3000174136 セブン－イレブン加古川尾上養田店 675-0025 加古川市尾上町養田６８７－１ 794202030 飲食店営業(4)その他 一般 楞野 馨 東播(加健)第401-276 令和1年9月26日 令和7年11月30日 令和1年9月26日
000028 3000174190 集り処　うまる 675-0016 加古川市野口町長砂３０１ 飲食店営業(4)その他 一般 村津 侑磨 東播(加健)第401-278 令和1年10月1日 令和7年11月30日 令和1年10月1日
000028 3000174199 カラオケａｎｄスナック　かよ 675-0122 加古川市別府町別府９７４－４別府ビル１Ｆ 794378886 飲食店営業(4)その他 一般 吉田 佳代 東播(加健)第401-279 令和1年10月1日 令和7年11月30日 令和1年10月1日
000028 3000174204 とものパン 676-0001 高砂市中島１丁目１－１２ 794430861 菓子製造業 一般 小西 智裕 東播(加健)第403-038 令和1年10月3日 令和7年11月30日 令和1年10月3日
000028 3000174213 波止場 676-0063 高砂市高砂町次郎助町１６０７－３ 飲食店営業(4)その他 一般 益井 真弓 東播(加健)第401-280 令和1年10月3日 令和7年11月30日 令和1年10月3日
000028 3000174219 ＫＯＢＥ　ＧＡＫＵＩＮ　ＵＮＩ． 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 小林 由佳 東播(加健)第401-281 令和1年10月3日 令和6年11月30日 令和1年10月3日
000028 3000174229 和（なごみ） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 藤井 義達 東播(加健)第401-283 令和1年10月2日 令和6年11月30日 令和1年10月2日
000028 3000174235 エース 675-0104 加古川市平岡町土山１２２３－１ 789430563 飲食店営業(4)その他 一般 中村 真由美 東播(加健)第401-282 令和1年10月2日 令和7年11月30日 令和1年10月2日
000028 3000174251 Ｂｅ　ｓｔｙｌｅ 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２６３番地の１ＨＫビル３Ｆ－３Ａ 794517770 飲食店営業(4)その他 一般 中田 裕也 東播(加健)第401-284 令和1年10月4日 令和7年11月30日 令和1年10月4日
000028 3000174288 Ｍｉｌｉｔａｒｙ　Ｓｐｏｒｔｓ　Ｂａｒ　２５ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６５－１０レインボープラザ東加古川５０３－５０５ 飲食店営業(4)その他 一般 岩川 達洋 東播(加健)第401-285 令和1年10月9日 令和7年11月30日 令和1年10月9日
000028 3000174300 ＫＡＲＡＤＡ×ＳＡＲＡＤＡ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 熊本 直城 東播(加健)第401-290 令和1年10月9日 令和6年11月30日 令和1年10月9日
000028 3000174329 食堂ｃａｆｅ　紬 675-0117 加古川市平岡町一色西二丁目２１２番地 794353618 飲食店営業(4)その他 一般 小南 順子 東播(加健)第401-292 令和1年10月16日 令和7年11月30日 令和1年10月16日
000028 3000174368 高砂ショートステイそよ風 676-0805 高砂市米田町米田１１３５－１ 794342010 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ユニマットリタイアメント・コミュニティ 代表取締役 中川 清彦 107-0061 東京都港区北青山二丁目７番１３号プラセオ青山ビル 354138228 東播(加健)第401-296 令和1年10月17日 令和8年11月30日 令和1年10月17日
000028 3000174370 和牛　うらい 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 有限会社うらい 代表取締役 堀 耕平 675-1235 兵庫県加古川市平荘町小畑１１３０番地 794280215 東播(加健)第401-301 令和1年10月17日 令和6年11月30日 令和1年10月17日
000028 3000174371 ｇｉｖｅ　ｍｅ　ｓｍｉｌｅ 676-0004 高砂市荒井町千鳥１丁目２－５ 飲食店営業(4)その他 一般 丸山 美紀 東播(加健)第401-302 令和1年10月17日 令和7年11月30日 令和1年10月17日
000028 3000174439 ただの珈琲 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 多田 智治 東播(加健)第402-55 令和1年10月24日 令和6年11月30日 令和1年10月24日
000028 3000174443 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋加古川平岡店 675-0115 加古川市平岡町一色８１－４ 794356654 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社星陵フーズ 代表取締役 宮地 正明 761-0104 香川県高松市高松町３０１０番地２ 878437040 東播(加健)第401-315 令和1年10月28日 令和8年11月30日 令和1年10月28日
000028 3000174451 マックスバリュ宝殿店 676-0807 高砂市米田町島３８番地 794334113 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第401-321 令和1年10月24日 令和7年11月30日 令和1年10月24日
000028 3000174452 マックスバリュ宝殿店 676-0807 高砂市米田町島３８番地 794334113 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第403-40 令和1年10月24日 令和7年11月30日 令和1年10月24日
000028 3000174453 マックスバリュ宝殿店 676-0807 高砂市米田町島３８番地 794334113 喫茶店営業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第402-56 令和1年10月24日 令和7年11月30日 令和1年10月24日
000028 3000174456 セブン－イレブン播磨野添1丁目店 675-0160 加古郡播磨町西野添１丁目２番９号 789421255 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社佐伯酒店 代表取締役 佐伯 秀博 675-0160 兵庫県加古郡播磨町西野添一丁目２番９号 789421255 東播(加健)第401-325 令和1年10月25日 令和8年11月30日 令和1年10月25日
000028 3000174461 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋  高砂北インター店 676-0825 高砂市阿弥陀町北池１３－２ 794467788 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社星陵フーズ 代表取締役 宮地 正明 761-0104 香川県高松市高松町３０１０番地２ 878437040 東播(加健)第401-322 令和1年10月28日 令和7年11月30日 令和1年10月28日
000028 3000174462 松風 676-0828 高砂市阿弥陀町地徳２５８－１ 794481140 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中山 政人 東播(加健)第401-319 令和1年10月29日 令和6年11月30日 令和1年10月29日
000028 3000174484 ＨＩＬＡＲＩＯＵＳ 675-0101 加古川市平岡町新在家２－２７２－６ミツワビル４Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 山本 拓人 東播(加健)第401-332 令和1年10月28日 令和7年11月30日 令和1年10月28日
000028 3000174489 浜のや　丼丸　東加古川平岡店 675-0117 加古川市平岡町一色西２丁目２０４ぷらーざきくや１０４ 794367780 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 Ｎ．Ｓフーズ合同会社 代表社員 郷 浩司 675-0117 兵庫県加古川市平岡町一色西二丁目２０４番地ぷら－ざきくや１０４ 794367780 東播(加健)第401-329 令和1年10月28日 令和7年11月30日 令和1年10月28日
000028 3000174490 浜のや　丼丸　東加古川平岡店 675-0117 加古川市平岡町一色西２丁目２０４ぷらーざきくや１０４ 794367780 魚介類販売業 一般 Ｎ．Ｓフーズ合同会社 代表社員 郷 浩司 675-0117 兵庫県加古川市平岡町一色西二丁目２０４番地ぷら－ざきくや１０４ 794367780 東播(加健)第429-18 令和1年10月28日 令和7年11月30日 令和1年10月28日
000028 3000174491 ローソン加古川新在家西 675-0101 加古川市平岡町新在家６５０－１ 794236881 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社アイ・シーブイエス 代表取締役 今井 宏樹 675-0068 兵庫県加古川市加古川町中津８４０番地の３ 794236881 東播(加健)第401-333 令和1年10月28日 令和7年11月30日 令和1年10月28日
000028 3000174500 ダイニングキッチン　ＮＡＲＵＴＯ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 清水 正信 東播(加健)第401-320 令和1年10月28日 令和6年11月30日 令和1年10月28日
000028 3000174503 播磨町漁業協同組合 675-0163 加古郡播磨町古宮地先 789421912 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 播磨町漁業協同組合 代表理事 藤原 正照 675-0163 兵庫県加古郡播磨町古宮７６８番地 789421912 東播(加健)第419-7 令和1年10月30日 令和6年11月30日 令和1年10月30日
000028 3000174523 画廊＆喫茶　彩 675-0044 加古川市西神吉町大国６４２－５ 794316737 飲食店営業(4)その他 一般 進藤 智子 東播(加健)第401-337 令和1年10月29日 令和7年11月30日 令和1年10月29日
000028 3000174533 ローソン　高砂米田店 676-0805 高砂市米田町米田１１５２－２ 794331308 飲食店営業(4)その他 一般 水田 一成 東播(加健)第401-347 令和1年10月29日 令和8年11月30日 令和1年10月29日
000028 3000174544 彩菜亭 675-0135 加古川市別府町東町１４９－５ 794365231 飲食店営業(4)その他 一般 長田 みね子 東播(加健)第401-348 令和1年10月30日 令和7年11月30日 令和1年10月30日
000028 3000174554 ２ＢＹ４ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７０－１４サミットシティー２号館３Ｆ－Ａ 飲食店営業(4)その他 一般 髙﨑 優 東播(加健)第401-345 令和1年10月31日 令和7年11月30日 令和1年10月31日
000028 3000174612 住友金属鉱山食堂 675-0145 加古郡播磨町宮西３４６－４ 794378651 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社入船 代表取締役 入江 建介 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町１０３３番地 794435500 東播(加健)第401-367 令和1年11月5日 令和7年11月30日 令和1年11月5日
000028 3000174635 ベッカライ　シュン 676-0808 高砂市神爪２丁目６４－３ 794317716 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ホーゲル 代表取締役 橋本 芳秋 676-0808 兵庫県高砂市神爪二丁目２番１０号 794317633 東播(加健)第401-371 令和1年11月11日 令和7年11月30日 令和1年11月11日
000028 3000174636 ベッカライ　シュン 676-0808 高砂市神爪２丁目６４－３ 794317716 菓子製造業 一般 有限会社ホーゲル 代表取締役 橋本 芳秋 676-0808 兵庫県高砂市神爪二丁目２番１０号 794317633 東播(加健)第403-50 令和1年11月11日 令和7年11月30日 令和1年11月11日
000028 3000174657 イケメンＢａｒ　たっぺい 675-0066 加古川市加古川町寺家町１５７－１１ツカサビル２Ｆ 794418886 飲食店営業(4)その他 一般 山崎 智彩恵 東播(加健)第401-373 令和1年11月7日 令和7年11月30日 令和1年11月7日
000028 3000174679 よってこ村喫茶 676-0016 高砂市荒井町扇町１３－２７ 794428843 菓子製造業 一般 坂口 美絵 東播(加健)第403-51 令和1年11月11日 令和7年11月30日 令和1年11月11日
000028 3000174685 スーパーホテル加古川駅前 675-0066 加古川市加古川町寺家町６２１番地 794599000 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社スーパーホテル 代表取締役 山本 健策 550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀三丁目６番３５号 665439000 東播(加健)第401-376 令和1年11月11日 令和7年11月30日 令和1年11月11日
000028 3000174687 セブン-イレブン加古川平岡町店 675-0111 加古川市平岡町二俣７６９番地の８ 794366711 飲食店営業(4)その他 一般 庄司 誠 東播(加健)第401-375 令和1年11月11日 令和8年11月30日 令和1年11月11日
000028 3000174723 ｔｏｉｒｏｓａｎｄ 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１イオン加古川店１Ｆ 794254121 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社みらいエステート 代表取締役 前田 龍太 675-0057 兵庫県加古川市東神吉町神吉１２０３番地２ 794394742 東播(加健)第401-379 令和1年11月12日 令和7年11月30日 令和1年11月12日
000028 3000174724 ｔｏｉｒｏｓａｎｄ 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１イオン加古川店１Ｆ 794254121 菓子製造業 一般 株式会社みらいエステート 代表取締役 前田 龍太 675-0057 兵庫県加古川市東神吉町神吉１２０３番地２ 794394742 東播(加健)第403-52 令和1年11月12日 令和7年11月30日 令和1年11月12日
000028 3000174735 にじまる 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 木村 邦宏 東播(加健)第401-386 令和1年11月13日 令和6年11月30日 令和1年11月13日
000028 3000174750 ビッグエコー加古川駅前店 675-0065 加古川市加古川町篠原町２５－７ 794516151 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社第一興商 代表取締役 保志 忠郊 141-8701 東京都品川区北品川５丁目５番２６号 332802151 東播(加健)第401-392 令和1年11月15日 令和7年11月30日 令和1年11月15日
000028 3000174756 高砂市学校給食センター 676-0077 高砂市松陽２－２３－１ 794515715 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社東洋食品 代表取締役 荻久保 英男 110-0015 東京都台東区東上野一丁目１４番４号 338361291 東播(加健)第401-387 令和1年11月15日 令和8年11月30日 令和1年11月15日
000028 3000174763 星陵フーズ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社星陵フーズ 宮地 正明 761-0104 香川県高松市高松町３０１０番地２ 878437040 東播(加健)第401-397 令和1年11月15日 令和6年11月30日 令和1年11月15日
000028 3000174770 屋台居酒屋大阪満マル加古川店 675-0065 加古川市加古川町篠原町２５－１ 794212611 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社リバーシップ 代表取締役 利川 幸大 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋三丁目４－１４天満ガーデン３Ｆ 663563902 東播(加健)第401-398 令和1年11月21日 令和7年11月30日 令和1年11月21日



000028 3000174794 ゑゑ　あんばい 675-0065 加古川市加古川町篠原町９－４ひで松ビル２Ｆ 794981101 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ひで松 代表取締役 松尾 秀樹 675-0014 兵庫県加古川市野口町古大内１２５番地の４ 794201287 東播(加健)第401-408 令和1年11月19日 令和7年11月30日 令和1年11月19日
000028 3000174797 串くし本舗　加古川店 675-0065 加古川市加古川町篠原町３００番地リトハ加古川Ａ棟１０１－２ 794534188 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社八神 代表取締役 森下 一郎 652-0841 兵庫県神戸市兵庫区南仲町二丁目２７番地 786860383 東播(加健)第401-409 令和1年11月19日 令和7年11月30日 令和1年11月19日
000028 3000174799 家庭料理　和み 676-0815 高砂市阿弥陀１丁目７－７ 飲食店営業(4)その他 一般 由良 理恵 東播(加健)第401-413 令和1年11月19日 令和7年11月30日 令和1年11月19日
000028 3000174807 まちの保健室ケアカフェｔｏｂｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社フルーヴ・ドレ 代表取締役 金川 圭美 676-0805 兵庫県高砂市米田町米田９２５番地２番高砂アーバンコンフォート１５２０ 東播(加健)第401-416 令和1年11月21日 令和6年11月30日 令和1年11月21日
000028 3000174811 シリウス 676-0038 高砂市高砂町栄町３７１－４ 飲食店営業(4)その他 一般 小口 哲弥 東播(加健)第401-418 令和1年11月21日 令和7年11月30日 令和1年11月21日
000028 3000174886 鹿島興産(株)はりま自動車教習所  二種棟１Ｆ 676-0814 高砂市春日野町２－６０ 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第402-63 令和1年11月28日 令和6年11月30日 令和1年11月28日
000028 3000174889 ハリマ化成株式会社社員食堂 675-0019 加古川市野口町水足６７１－４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社魚国総本社 代表取締役 田所 伸浩 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町一丁目６番１９号 664785700 東播(加健)第401-425 令和1年11月26日 令和8年11月30日 令和1年11月26日
000028 3000174904 モーニングポケット 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 佐伯 正彰 東播(加健)第401-430 令和1年11月28日 令和6年11月30日 令和1年11月28日
000028 3000174905 ｓｉｚｚｌｅ　ｃａｆｅ 675-0150 加古郡播磨町南野添３丁目８－９ 782192046 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社ソワサポート 代表取締役 西 尚美 675-0147 兵庫県加古郡播磨町南大中三丁目５番２７号 794372247 東播(加健)第401-428 令和1年11月28日 令和7年11月30日 令和1年11月28日
000028 3000174906 四季の庵　華園　（はなその） 675-0014 加古川市野口町古大内１２４－１ 794560141 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社栄和 代表社員 乾 裕美子 675-0014 兵庫県加古川市野口町古大内１２４番地の１ 794560141 東播(加健)第401-427 令和1年11月27日 令和7年11月30日 令和1年11月27日
000028 3000174907 ＲＡＫＵＴＳＵ　ＫＩＴＣＨＥＮ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 感動会社楽通株式会社 代表取締役 田村 慎太郎 672-8041 兵庫県姫路市三条町二丁目１３ 792606837 東播(加健)第401-432 令和1年11月28日 令和6年11月30日 令和1年11月28日
000028 3000174909 合同会社Ｆｕｎｎｙｌａｂ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 合同会社Ｆｕｎｎｙ　ｌａｂ 代表社員 島田 祐揮 770-0913 徳島県徳島市南新町一丁目２８番地１ 東播(加健)第401-431 令和1年11月27日 令和6年11月30日 令和1年11月27日
000028 3000174925 熱烈厨房　ひで松 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７１－１二番館ビル２階 794240424 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ひで松 代表取締役 松尾 秀樹 675-0014 兵庫県加古川市野口町古大内１２５－４ 794201287 東播(加健)第401-435 令和1年11月27日 令和7年11月30日 令和1年11月27日
000028 3000174926 変元自在 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７１－１二番館ビル１階 794253184 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ひで松 代表取締役 松尾 秀樹 675-0014 兵庫県加古川市野口町古大内１２５－４ 794201287 東播(加健)第401-436 令和1年11月27日 令和7年11月30日 令和1年11月27日
000028 3000174963 晩酌屋　ＨＯＣＣＯ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７６－１６美幸ビル北１階 飲食店営業(4)その他 一般 肥塚 桃子 東播(加健)第401-440 令和1年11月28日 令和7年11月30日 令和1年11月28日
000028 3000174973 男の鉄板焼じゅん 675-0321 加古川市志方町志方町字馬場田１４５７－１ 794521177 飲食店営業(4)その他 一般 石塚 寿一 東播(加健)第401-442 令和1年11月28日 令和7年11月30日 令和1年11月28日
000028 3000174974 つくしの子 675-0036 加古川市加古川町西河原１６７－１ 794238445 菓子製造業 一般 山崎 正富 東播(加健)第403-57 令和1年11月29日 令和7年11月30日 令和1年11月29日
000028 3000174980 ぺこり 675-0015 加古川市野口町坂井８４－１　１Ｆ 794905025 飲食店営業(4)その他 一般 橋本 雅貴 東播(加健)第401-441 令和1年11月29日 令和7年11月30日 令和1年11月29日
000028 3000175044 フレンチバル　シュマン 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７０－１富士ビル１Ｆ 794278636 飲食店営業(4)その他 一般 道添 裕人 東播(加健)第401-448 令和1年12月4日 令和8年2月28日 令和1年12月4日
000028 3000175045 ＭａｈａｌＫｉｔａ 675-0101 加古川市平岡町新在家１－２５７－１ＲＣビル３Ｆ 794210539 飲食店営業(4)その他 一般 木下 了介 東播(加健)第401-449 令和1年12月4日 令和8年2月28日 令和1年12月4日
000028 3000175046 ごはんや　平荘の里 675-1232 加古川市平荘町里４１４－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 滝元 博文 東播(加健)第401-447 令和1年12月4日 令和8年2月28日 令和1年12月4日
000028 3000175053 Ｄ．Ｄ．Ｄ． 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５７－１ＲＣビル１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 宮本 貴文 東播(加健)第401-445 令和1年12月4日 令和8年2月28日 令和1年12月4日
000028 3000175072 バサラ 675-0066 加古川市加古川町寺家町１６３番地－５スギビル３Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 小島 義弘 東播(加健)第401-451 令和1年12月6日 令和8年2月28日 令和1年12月6日
000028 3000175088 珈琲オーダー焙煎　豆のきもち 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中川 邦彦 東播(加健)第401-453 令和1年12月6日 令和7年2月28日 令和1年12月6日
000028 3000175091 お好焼　ほっこりぃ 675-0034 加古川市加古川町稲屋１０８２－１８ 飲食店営業(4)その他 一般 中村 明子 東播(加健)第401-450 令和1年12月9日 令和8年2月28日 令和1年12月9日
000028 3000175093 つつじ野　あらい亭 675-0105 加古川市平岡町つつじ野２－７ 794552567 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 新井 和彦 東播(加健)第401-454 令和1年12月9日 令和8年2月28日 令和1年12月9日
000028 3000175127 肉バル　コズチ 675-0065 加古川市加古川町篠原町６８－３玉ビル２Ｆ 794560298 飲食店営業(4)その他 一般 久保 秀樹 東播(加健)第401-455 令和1年12月11日 令和8年2月28日 令和1年12月11日
000028 3000175128 肉そば　麺達 675-0066 加古川市加古川町寺家町１４１ 794540298 飲食店営業(4)その他 一般 久保 秀樹 東播(加健)第401-456 令和1年12月11日 令和8年2月28日 令和1年12月11日
000028 3000175140 ＬＵＣＫＩＮＥＳＳ 675-0061 加古川市加古川町大野１１１１－２ 794259506 飲食店営業(4)その他 一般 岡村 静 東播(加健)第401-457 令和1年12月11日 令和8年2月28日 令和1年12月11日
000028 3000175141 ＬＵＣＫＩＮＥＳＳ 675-0061 加古川市加古川町大野１１１１－２ 794259506 菓子製造業 一般 岡村 静 東播(加健)第403-58 令和1年12月11日 令和8年2月28日 令和1年12月11日
000028 3000175143 旬菜酒家　おるおる 675-0008 加古川市新神野３丁目２７－８－６ 794418686 飲食店営業(4)その他 一般 松井 伸介 東播(加健)第401-458 令和1年12月11日 令和8年2月28日 令和1年12月11日
000028 3000175427 お宝市番館　加古川店 675-0027 加古川市尾上町今福７１－２ジョイパーク加古川内 794903660 菓子製造業 露店 株式会社　イーグル 代表取締役 笹部 隆三 675-0067 兵庫県加古川市加古川町河原２７７番地の１ 794419374 東播(加健)第403-59 令和1年12月24日 令和7年2月28日 令和1年12月24日
000028 3000175475 おおうら 675-0066 加古川市加古川町寺家町３６２－１ビアンテじけまちビル１Ｆ 794541129 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社大浦フーズ 代表取締役 大浦 正彦 675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町１３１２番地 790452130 東播(加健)第401-462 令和1年12月25日 令和8年2月28日 令和1年12月25日
000028 3000175489 旨いタンドリーチキンハウス 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 ＴＡＭＡＮＮＡ　ＧＵＬＥＥ ＪＡＮＮＡＴ 東播(加健)第401-463 令和1年12月25日 令和7年2月28日 令和1年12月25日
000028 3000175515 浜栄丸 676-0004 高砂市荒井町千鳥２丁目８－１８ 魚介類販売業 一般 濱谷 彰 東播(加健)第429-31 令和1年12月26日 令和8年2月28日 令和1年12月26日
000028 3000175516 Ｖｉｌｌａｇｅ． 675-0101 加古川市平岡町新在家２－２７５－１２ＳＴビル４－Ａ 飲食店営業(4)その他 一般 長谷川 祐二 東播(加健)第401-465 令和1年12月26日 令和8年2月28日 令和1年12月26日
000028 3000175521 ばんや 676-0011 高砂市荒井町小松原２丁目１０－２２ 794430554 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 澤野 すみ子 東播(加健)第401-466 令和1年12月26日 令和8年2月28日 令和1年12月26日
000028 3000175525 ロールズ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 田村 友貴男 東播(加健)第401-464 令和1年12月27日 令和7年2月28日 令和1年12月27日
000028 3000175538 ｓｎａｃｋ　ｎａｏ 675-0156 加古郡播磨町東本荘１－１－１３ハリマビル３Ｆ 794361577 飲食店営業(4)その他 一般 金村 真理 東播(加健)第401-467 令和1年12月27日 令和8年2月28日 令和1年12月27日
000028 3000175565 明日香　高砂店 676-0021 高砂市高砂町朝日町２丁目６－１０ 794428080 飲食店営業(4)その他 一般 大橋 立身 東播(加健)第401-469 令和2年1月8日 令和8年2月28日 令和2年1月8日
000028 3000175578 ＣｏＣｏ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７１－９フジビルディングⅡ５Ｆ－Ｂ 飲食店営業(4)その他 一般 妙見 美夕 東播(加健)第401-471 令和2年1月14日 令和8年2月28日 令和2年1月14日
000028 3000175584 Ａ　ＢＡＫＥＳＨＯＰ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 木村 亜沙子 東播(加健)第401-474 令和2年1月14日 令和7年2月28日 令和2年1月14日
000028 3000175585 Ａ　ＢＡＫＥＳＨＯＰ 676-0022 高砂市高砂町浜田町２－１５－２ 794425772 飲食店営業(4)その他 一般 木村 亜沙子 東播(加健)第401-473 令和2年1月14日 令和8年2月28日 令和2年1月14日
000028 3000175586 Ａ　ＢＡＫＥＳＨＯＰ 676-0022 高砂市高砂町浜田町２－１５－２ 794425772 菓子製造業 一般 木村 亜沙子 東播(加健)第403-60 令和2年1月14日 令和8年2月28日 令和2年1月14日
000028 3000175596 コーヒー伊保崎 676-0076 高砂市伊保崎１－２３－１０ 794406909 飲食店営業(4)その他 一般 庄司 秀一 東播(加健)第401-476 令和2年1月15日 令和8年2月28日 令和2年1月15日
000028 3000175644 雨久花 676-0807 高砂市米田町島３６７－６ 飲食店営業(4)その他 一般 森本 久美子 東播(加健)第401-489 令和2年1月22日 令和8年2月28日 令和2年1月22日
000028 3000175645 雨久花 676-0807 高砂市米田町島３６７－６ 菓子製造業 一般 森本 久美子 東播(加健)第403-61 令和2年1月22日 令和8年2月28日 令和2年1月22日
000028 3000175704 ベルギーの風 676-0805 高砂市米田町米田１０００－５ 菓子製造業 一般 山脇 英行 東播(加健)第403-62 令和2年1月28日 令和8年2月28日 令和2年1月28日
000028 3000175711 酒処　りん 675-0158 加古郡播磨町北野添２丁目２－１０土山共同センター１Ｆ Ａ１０１ 飲食店営業(4)その他 一般 山本 智美 東播(加健)第401-496 令和2年1月30日 令和8年2月28日 令和2年1月30日
000028 3000175737 Ａｎｎｅ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６４－５ＩＫＫＯＵ．ＢＬＤ２階Ａ号室 794569670 飲食店営業(4)その他 一般 安 珠榮 東播(加健)第401-507 令和2年1月30日 令和8年2月28日 令和2年1月30日
000028 3000175763 あじーる 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 赤松 成昭 東播(加健)第401-516 令和2年2月3日 令和7年2月28日 令和2年2月3日
000028 3000175791 ｂｌｏｃｋ 675-0066 加古川市加古川町寺家町３６２－１ビアンテじけまち１０６ 飲食店営業(4)その他 一般 松本 研人 東播(加健)第401-519 令和2年2月3日 令和8年2月28日 令和2年2月3日
000028 3000175837 ツインベルカフェ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 878807345 菓子製造業 自動車 株式会社ニューアテンプト 代表取締役 森 慎二 761-0313 香川県高松市下田井町４３７番地４ 878807345 東播(加健)第403-65 令和2年2月5日 令和7年2月28日 令和2年2月5日
000028 3000175840 カフェ・ルミエール 675-0018 加古川市野口町坂元４５－１ 喫茶店営業 一般 株式会社ジョイスタイル 代表取締役 安藤 直子 531-0072 大阪府大阪市北区豊崎三丁目４番１４号 661316077 東播(加健)第402-83 令和2年2月6日 令和8年2月28日 令和2年2月6日
000028 3000175853 本多高砂北浜店 671-0123 高砂市北浜町西浜１２０８－４１ 792876558 菓子製造業 一般 株式会社本多 本多 弘幸 671-0122 兵庫県高砂市北浜町北脇２５７番地の２ 792543194 東播(加健)第403-66 令和2年2月7日 令和9年2月28日 令和2年2月7日
000028 3000175872 加古川遊館 675-0321 加古川市志方町志方町１６１１－３ 794532221 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ケアフードサービス 代表取締役 藤﨑 美奈子 651-2276 兵庫県神戸市西区春日台一丁目１８番地の２ 789610631 東播(加健)第401-530 令和2年2月10日 令和9年2月28日 令和2年2月10日
000028 3000175878 鉄板　Ｋｉｔｃｈｅｎ　やす 676-0805 高砂市米田町米田２５１－３吉本ビル４号 794903578 飲食店営業(4)その他 一般 樺山 泰代 東播(加健)第401-535 令和2年2月12日 令和8年2月28日 令和2年2月12日
000028 3000175892 ＮＩＮＥ 675-0156 加古郡播磨町東本荘２－７－１２共進ビル２Ｆ１７１ 794370999 飲食店営業(4)その他 一般 木山 祐輔 東播(加健)第401-532 令和2年2月12日 令和8年2月28日 令和2年2月12日
000028 3000175922 彩夜 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７０－１ 794229335 飲食店営業(4)その他 一般 松下 学 東播(加健)第401-542 令和2年2月14日 令和8年2月28日 令和2年2月14日
000028 3000175935 合田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 合田 怜央 東播(加健)第401-548 令和2年2月19日 令和7年2月28日 令和2年2月19日
000028 3000175936 陣内商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 陣内 光輝 東播(加健)第401-547 令和2年2月19日 令和7年2月28日 令和2年2月19日
000028 3000175938 北村商事 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 北村 雅利 東播(加健)第401-553 令和2年2月17日 令和7年2月28日 令和2年2月17日
000028 3000175939 北村商事 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 北村 雅利 東播(加健)第403-67 令和2年2月17日 令和7年2月28日 令和2年2月17日
000028 3000175959 セブン－イレブン加古川志方町高畑店 675-0304 加古川市志方町高畑８０４－１ 794532607 飲食店営業(4)その他 一般 合資会社幸和 代表社員 杉本 健太郎 675-0046 兵庫県加古川市西神吉町辻２５９番地の４ 794324568 東播(加健)第401-555 令和2年2月18日 令和9年2月28日 令和2年2月18日
000028 3000175964 コロコロ． 675-1115 加古郡稲美町国岡３－２３－９ 794923336 飲食店営業(4)その他 一般 清水 真由美 東播(加健)第401-550 令和2年2月19日 令和8年2月28日 令和2年2月19日
000028 3000175979 いこい処　樹～いつき～ 675-1205 加古川市八幡町中西条１１５３－２０ 794516147 飲食店営業(4)その他 一般 戸田 秀美 東播(加健)第401-559 令和2年2月19日 令和8年2月28日 令和2年2月19日
000028 3000175988 しゃかりき　北在家店 675-0031 加古川市加古川町北在家２０５２ 794274352 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社プントワークス 代表取締役 宮永 敏英 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町４３１番地の１ 794222969 東播(加健)第401-560 令和2年2月20日 令和8年2月28日 令和2年2月20日
000028 3000175997 久保田商会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 筧 隆平 東播(加健)第401-561 令和2年2月19日 令和7年2月28日 令和2年2月19日
000028 3000176010 久太 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 田中 大平 東播(加健)第401-562 令和2年2月19日 令和7年2月28日 令和2年2月19日
000028 3000176024 株式会社二川工業製作所　本社　軒下左・右 675-0111 加古川市平岡町二俣５５６ 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第402-98 令和2年2月20日 令和7年2月28日 令和2年2月20日
000028 3000176052 ｃａｆｅ　Ｎｉａ 675-0321 加古川市志方町志方町１４６５－５ 794525227 飲食店営業(4)その他 一般 廣岡 美奈子 東播(加健)第401-568 令和2年2月21日 令和8年2月28日 令和2年2月21日
000028 3000176069 お好み焼き・鉄板バル　ＯＲＩＧＡＭＩ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６８－６グラントーレ１０３ 飲食店営業(4)その他 一般 ＡｌｂＳｏｌｅ合同会社 代表社員 立花 英樹 675-0055 兵庫県加古川市東神吉町西井ノ口４３番地の２ 794517323 東播(加健)第401-573 令和2年2月25日 令和8年2月28日 令和2年2月25日
000028 3000176108 カラオケルーム　イデアル 676-0805 高砂市米田町米田１３８－４ 飲食店営業(4)その他 一般 西田 文子 東播(加健)第401-581 令和2年2月26日 令和8年2月28日 令和2年2月26日
000028 3000176119 石塚商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 石塚 慎平 東播(加健)第401-583 令和2年2月25日 令和7年2月28日 令和2年2月25日
000028 3000176159 Ｅｘｌａｎ　ｐｌｕｓ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 春名 香恋 東播(加健)第401-588 令和2年2月28日 令和7年2月28日 令和2年2月28日
000028 3000176160 Ｅｘｌａｎ　ｐｌｕｓ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 春名 香恋 東播(加健)第403-73 令和2年2月28日 令和7年2月28日 令和2年2月28日
000028 3000176170 ＴＥＮ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７１－９フジビルⅡ３－Ｄ 飲食店営業(4)その他 一般 十倉 浩平 東播(加健)第401-590 令和2年2月28日 令和8年2月28日 令和2年2月28日
000028 3000176178 花梨 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１番地の８ 794273748 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社花梨 代表取締役 前川 満弘 675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原町２１番地の８ 東播(加健)第401-589 令和2年2月28日 令和8年2月28日 令和2年2月28日
000028 3000176198 桃林園 675-1201 加古川市八幡町宗佐７０４ 794381265 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡本 周治 東播(加健)第401-592 令和2年3月4日 令和8年5月31日 令和2年3月4日
000028 3000176232 エーム４４７６ 676-0015 高砂市荒井町紙町３３番１号 794423981 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 エームサービス株式会社 代表取締役 小谷 周 107-0052 東京都港区赤坂二丁目２３番１号 362347500 東播(加健)第401-593 令和2年3月6日 令和8年5月31日 令和2年3月6日
000028 3000176262 エンホウ 675-0066 加古川市加古川町寺家町３８４－１ 飲食店営業(4)その他 一般 木村 祐也 東播(加健)第401-594 令和2年3月9日 令和8年5月31日 令和2年3月9日
000028 3000176285 カラオケ　スナック　れんげ 676-0001 高砂市中島２丁目３－１０ 794429330 飲食店営業(4)その他 一般 小林 タミコ 東播(加健)第401-595 令和2年3月10日 令和8年5月31日 令和2年3月10日
000028 3000176287 たこやき久太 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 山本 順士 東播(加健)第401-596 令和2年3月11日 令和7年5月31日 令和2年3月11日
000028 3000176305 潮電工(株)　土山工場　事務所横 675-1113 加古郡稲美町岡２６３３ 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第402-109 令和2年3月12日 令和7年5月31日 令和2年3月12日
000028 3000176310 （株）藤製作所　稲美  事務所横１Ｆ（ＣＣＷ受託） 675-1105 加古郡稲美町加古１９００ 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第402-113 令和2年3月12日 令和7年5月31日 令和2年3月12日
000028 3000176312 焼け石に肉　東加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６８－６グラントーレ１０１、１０２ 794515394 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ひで松 代表取締役 松尾 秀樹 675-0014 兵庫県加古川市野口町古大内１２５番地の４ 794201287 東播(加健)第401-597 令和2年3月12日 令和8年5月31日 令和2年3月12日
000028 3000176322 フォーシーズン 675-0122 加古川市別府町別府９１８－３ハーモニータウンビル２Ｆ 794368111 飲食店営業(4)その他 一般 麦野 真由美 東播(加健)第401-599 令和2年3月12日 令和8年5月31日 令和2年3月12日
000028 3000176342 弦流 675-0066 加古川市加古川町寺家町１７３－１ニッケパークタウンＦＣ－５ 794975441 飲食店営業(4)その他 一般 高松 弦 東播(加健)第401-598 令和2年3月16日 令和8年5月31日 令和2年3月16日
000028 3000176346 ｍｅｎ’ｓ　ｐｕｂ　ｄｏ　ｔｈｅ　ＺＥＳＴ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７６－１１美幸ビル１ＦＡ号 飲食店営業(4)その他 一般 植木 教麿 東播(加健)第401-601 令和2年3月16日 令和8年5月31日 令和2年3月16日
000028 3000176382 ＴＡＲＴＩＮＥ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７６番地の５美幸ビル１階 飲食店営業(4)その他 一般 岩下 泰広 東播(加健)第401-603 令和2年3月18日 令和8年5月31日 令和2年3月18日
000028 3000176392 ｂｏｎｂｏｎ 676-0804 高砂市美保里１６－３３－６ 794438261 菓子製造業 一般 江口 千春 東播(加健)第403-75 令和2年3月19日 令和8年5月31日 令和2年3月19日
000028 3000176393 焼肉処こずち 675-0045 加古川市西神吉町岸２８４ 794334129 食肉販売業 一般 上村 あずさ 東播(加健)第427-64 令和2年3月19日 令和8年5月31日 令和2年3月19日
000028 3000176397 ＢＬＵＥ　ＯＣＥＡＮ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社マツヒロ 代表取締役 松川 純三 676-0082 兵庫県高砂市曽根町２９４１－２ 794480250 東播(加健)第401-604 令和2年3月19日 令和7年5月31日 令和2年3月19日
000028 3000176398 ＢＬＵＥ　ＯＣＥＡＮ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 株式会社マツヒロ 代表取締役 松川 純三 676-0082 兵庫県高砂市曽根町２９４１－２ 794480250 東播(加健)第403-76 令和2年3月19日 令和7年5月31日 令和2年3月19日
000028 3000176428 Ａｄｒｉａｎｏ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６４－５ＩＫＫＯＵ．ＢＬＤ２－Ｂ 794200606 飲食店営業(4)その他 一般 小原 類 東播(加健)第401-605 令和2年3月23日 令和8年5月31日 令和2年3月23日
000028 3000176447 カラオケ喫茶　恋来恋 676-0001 高砂市中島２丁目３－１０リバーサイドみふく１０５ 794518101 飲食店営業(4)その他 一般 髙野 智代 東播(加健)第401-606 令和2年3月25日 令和8年5月31日 令和2年3月25日
000028 3000176457 デイサービスセンターなごみ 675-0101 加古川市平岡町新在家２３３３－２ 794560760 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 332873611 東播(加健)第401-608 令和2年3月26日 令和8年5月31日 令和2年3月26日
000028 3000176472 うまいもん横丁　加古川別府店 675-0122 加古川市別府町別府８３８－１ 794410188 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社俺たちエースワン 代表取締役 丸野 正人 675-0122 兵庫県加古川市別府町別府８３８番地の１ 794410188 東播(加健)第401-612 令和2年3月27日 令和8年5月31日 令和2年3月27日
000028 3000176481 魔笛ｃｕｒｒｙ 676-0018 高砂市荒井町若宮町３－１９ 794429789 飲食店営業(4)その他 一般 浅野 英樹 東播(加健)第401-613 令和2年3月27日 令和8年5月31日 令和2年3月27日
000028 3000176483 まこ　キッチン 675-0034 加古川市加古川町稲屋１０５－１７ 794247226 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 藤田 重子 東播(加健)第401-615 令和2年3月27日 令和8年5月31日 令和2年3月27日
000028 3000176484 和ごころダイニング　あどにすの家 675-0021 加古川市尾上町安田６７３番 794563337 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ジャポネックス 取締役 迫井 圭二 672-8045 兵庫県姫路市飾磨区中野田一丁目２１番地 792357200 東播(加健)第401-616 令和2年3月27日 令和8年5月31日 令和2年3月27日
000028 3000176491 神戸ワッフル＆カフェ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 浅葉 直樹 東播(加健)第403-77 令和2年3月27日 令和7年5月31日 令和2年3月27日
000028 3000176568 Ｂｌｏｓｓｏｍ　Ｗｈａｔ  ｗｉｌｌ　ｉｔ　ｂｅ． 675-0122 加古川市別府町別府６７０－２ 794977440 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｏｎｅ－Ｐｌａｎ　Ｉｎｃ 代表取締役 鬼武 友樹 675-0122 兵庫県加古川市別府町別府７２７番地の３ 794515887 東播(加健)第401-618 令和2年3月31日 令和8年5月31日 令和2年3月31日
000028 3000176569 亀重　蒸籠 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６４－４メゾン東加古川１０１ 794975626 飲食店営業(4)その他 一般 加藤 宗司 東播(加健)第401-617 令和2年3月31日 令和8年5月31日 令和2年3月31日
000028 3000176576 麺場　田所商店　東加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６９－１２ 794515908 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社エルアンドジー 代表取締役 湖中 明憲 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家１１７番地 794262555 東播(加健)第401-619 令和2年3月31日 令和8年5月31日 令和2年3月31日
000028 3000176608 京城苑 675-0013 加古川市野口町二屋１０８－１ 794260907 食肉販売業 一般 ピロンシステム株式会社 代表取締役 玉岡 守仁 675-0013 兵庫県加古川市野口町二屋１０８番地の１ 794260907 東播(加健)第427-1 令和2年4月3日 令和8年5月31日 令和2年4月3日
000028 3000176624 町家Ｔｅｎｔｏｆｕ 676-0042 高砂市高砂町南浜町７２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 衣笠 収 東播(加健)第401-2 令和2年4月6日 令和8年5月31日 令和2年4月6日
000028 3000176626 木下運輸（株）新島営業所 675-0155 加古郡播磨町新島５３番地先 喫茶店営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第402-1 令和2年4月7日 令和7年5月31日 令和2年4月7日
000028 3000176670 季節料理　よねざわ 676-0081 高砂市伊保町中筋１２４７－３ 794460232 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ナカシマ 代表取締役 中嶋 康貴 670-0901 兵庫県姫路市西二階町５６番地２０１ 東播(加健)第401-7 令和2年4月10日 令和8年5月31日 令和2年4月10日
000028 3000176701 あ・ぐれいん 675-0021 加古川市尾上町安田２８４番地の１５ 794521000 菓子製造業 一般 有限会社ネオ・ニッセイ 代表取締役 石田 重徳 675-0021 兵庫県加古川市尾上町安田２８４番地の１５ 794521000 東播(加健)第403-2 令和2年4月15日 令和8年5月31日 令和2年4月15日
000028 3000176716 中華そば専門店　みたか 676-0808 高砂市神爪１丁目７－１宝殿駅北ヤングビル１０３号室 794313868 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三村 友之助 東播(加健)第401-11 令和2年4月17日 令和8年5月31日 令和2年4月17日
000028 3000176727 マックスバリュ古宮店 675-0163 加古郡播磨町古宮六丁目１１番３４号 789492170 喫茶店営業 自動販売機 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第402-2 令和2年4月16日 令和7年5月31日 令和2年4月16日



000028 3000176744 ローソンＳ加古川市役所店 675-0031 加古川市加古川町北在家２０００番地 794246889 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社アイ・シーブイエス 代表取締役 今井 宏樹 675-0068 兵庫県加古川市加古川町中津８４０番地の３ 794236881 東播(加健)第401-21 令和2年4月20日 令和8年5月31日 令和2年4月20日
000028 3000176746 ＮＫホテル加古川 675-0023 加古川市尾上町池田６４３－６ 794515066 飲食店営業(3)旅館 一般 長峰工業株式会社 代表取締役 橘 生也 675-0023 兵庫県加古川市尾上町池田６４３番地の４ 794254321 東播(加健)第401-19 令和2年4月20日 令和8年5月31日 令和2年4月20日
000028 3000176747 久後石油株式会社 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 794231234 飲食店営業(4)その他 自動車 久後石油株式会社 代表取締役 久後 勇人 675-0007 兵庫県加古川市神野町西之山８５番地の１ 794231234 東播(加健)第401-22 令和2年4月20日 令和7年5月31日 令和2年4月20日
000028 3000176748 久後石油株式会社 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 794231234 菓子製造業 自動車 久後石油株式会社 代表取締役 久後 勇人 675-0007 兵庫県加古川市神野町西之山８５番地の１ 794231234 東播(加健)第403-3 令和2年4月20日 令和7年5月31日 令和2年4月20日
000028 3000176758 加古川倶楽部 675-0064 加古川市加古川町溝之口８００番地 794230333 飲食店営業(4)その他 一般 釜谷 和明 東播(加健)第401-24 令和2年4月21日 令和8年5月31日 令和2年4月21日
000028 3000176766 空箱 675-0065 加古川市加古川町篠原町５９－１ 794558407 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ｐｏｃｋｅｔ 代表取締役 大谷 健治 674-0094 兵庫県明石市二見町西二見１５７－１２４ 789416149 東播(加健)第401-23 令和2年4月20日 令和8年5月31日 令和2年4月20日
000028 3000176783 ｇｅｃｋｏ 675-0104 加古川市平岡町土山１０７３－１ 785859774 飲食店営業(4)その他 一般 倉田 園子 東播(加健)第401-31 令和2年4月22日 令和8年5月31日 令和2年4月22日
000028 3000176790 敬神堂 676-0828 高砂市阿弥陀町地徳２７５－８ 飲食店営業(4)その他 一般 松本 陽司 東播(加健)第401-37 令和2年4月22日 令和8年5月31日 令和2年4月22日
000028 3000176791 敬神堂 676-0828 高砂市阿弥陀町地徳２７５－８ 菓子製造業 一般 松本 陽司 東播(加健)第403-5 令和2年4月22日 令和8年5月31日 令和2年4月22日
000028 3000176860 おもてなし館 675-0033 加古川市加古川町南備後４２－６ 794517333 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 内田 喜明 東播(加健)第401-47 令和2年4月28日 令和8年5月31日 令和2年4月28日
000028 3000176861 おもてなし館 675-0033 加古川市加古川町南備後４２－６ 794517333 そうざい製造業 一般 内田 喜明 東播(加健)第409-2 令和2年4月28日 令和8年5月31日 令和2年4月28日
000028 3000176889 ワンカルビ加古川西店 675-0054 加古川市米田町平津字高川原１ 794332915 食肉販売業 一般 株式会社ワン･ダイニング 代表取締役 髙橋 淳 550-0013 大阪府大阪市西区新町一丁目２７番９号 665781290 東播(加健)第427-7 令和2年4月30日 令和8年5月31日 令和2年4月30日
000028 3000176900 ワンカルビ東加古川店 675-0103 加古川市平岡町高畑２１－１ 794214129 食肉販売業 一般 株式会社ワン・ダイニング 代表取締役 髙橋 淳 550-0013 大阪府大阪市西区新町一丁目２７番９号 665781290 東播(加健)第427-8 令和2年4月30日 令和8年5月31日 令和2年4月30日
000028 3000176913 きんのぶた加古川店 675-0012 加古川市野口町野口２０１－１ 794260129 食肉販売業 一般 株式会社ワン･ダイニング 代表取締役 髙橋 淳 550-0013 大阪府大阪市西区新町一丁目２７番９号 665781290 東播(加健)第427-11 令和2年5月1日 令和8年5月31日 令和2年5月1日
000028 3000176926 シティホール加古川 675-0067 加古川市加古川町河原１７０番１ 794274194 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ベルコ 代表取締役 齋藤 秀麻呂 563-0034 大阪府池田市空港一丁目１２番１０号 668502290 東播(加健)第401-58 令和2年5月8日 令和8年5月31日 令和2年5月8日
000028 3000176931 ドミノ・ピザ播磨町店 675-0150 加古郡播磨町南野添１－１７－１０ 794353001 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＦＯＰＥ 代表取締役 藤田 健之 674-0067 兵庫県明石市大久保町大久保町４４９－４ 789371556 東播(加健)第401-62 令和2年5月8日 令和8年5月31日 令和2年5月8日
000028 3000176932 ドミノ・ピザ播磨町店 675-0150 加古郡播磨町南野添１－１７－１０ 794353001 菓子製造業 一般 株式会社ＦＯＰＥ 代表取締役 藤田 健之 674-0067 兵庫県明石市大久保町大久保町４４９－４ 789371556 東播(加健)第403-10 令和2年5月8日 令和8年5月31日 令和2年5月8日
000028 3000176958 古賀家 675-1113 加古郡稲美町岡３６ 菓子製造業 一般 古賀 敏憲 東播(加健)第403-12 令和2年5月12日 令和8年5月31日 令和2年5月12日
000028 3000176959 古賀家 675-1113 加古郡稲美町岡３６ 喫茶店営業 一般 古賀 敏憲 東播(加健)第402-4 令和2年5月12日 令和8年5月31日 令和2年5月12日
000028 3000176960 とりＤＥビア－ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７１－１１－Ａ 飲食店営業(4)その他 一般 河野 亜矢子 東播(加健)第401-64 令和2年5月12日 令和8年5月31日 令和2年5月12日
000028 3000176963 菜・酒・肴　はせ川 675-0100 加古郡播磨町南野添３丁目９－７ 794417599 飲食店営業(4)その他 一般 長谷川 慎二郎 東播(加健)第401-68 令和2年5月12日 令和8年5月31日 令和2年5月12日
000028 3000176984 焼肉レストラン　よつば亭　播磨本店 675-0146 加古郡播磨町古田３－３－２６ 794363428 食肉販売業 一般 内田 悟史 東播(加健)第427-16 令和2年5月15日 令和8年5月31日 令和2年5月15日
000028 3000176990 金虎　東加古川屋台店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 794253537 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社ペルゴ 代表取締役 小林 康浩 670-0976 兵庫県姫路市中地１８８番地の１ 792934064 東播(加健)第401-91 令和2年5月18日 令和7年5月31日 令和2年5月18日
000028 3000177008 カフェどうわき 675-0051 加古川市東神吉町升田９３２－２ 794315298 飲食店営業(4)その他 一般 佐野 さとみ 東播(加健)第401-105 令和2年5月19日 令和8年5月31日 令和2年5月19日
000028 3000177009 キララ 675-0102 加古川市平岡町西谷７８－２パルコ加古川１Ｆ 794252120 飲食店営業(4)その他 一般 山田 美恵子 東播(加健)第401-102 令和2年5月18日 令和8年5月31日 令和2年5月18日
000028 3000177037 （株）こっとんてーる 675-0038 加古川市加古川町木村２２７ 794224636 菓子製造業 一般 株式会社こっとんてーる 代表取締役 一色 真美 675-0038 兵庫県加古川市加古川町木村２２７番地 794224636 東播(加健)第403-18 令和2年5月19日 令和8年5月31日 令和2年5月19日
000028 3000177048 花う 000-0000 県下一円（神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。） 飲食店営業(4)その他 露店 藤井 俊美 東播(加健)第401-110 令和2年5月19日 令和7年5月31日 令和2年5月19日
000028 3000177052 たこ焼きＢａｒ　Ｌｉｎｋ 675-0150 加古郡播磨町南野添３丁目６－１５白川ビルＡ号 飲食店営業(4)その他 一般 表西 貴矢 東播(加健)第401-112 令和2年5月19日 令和8年5月31日 令和2年5月19日
000028 3000177054 別亭　石窯ステーキ　志方亭 675-0121 加古川市別府町新野辺北町６－４４ 794412989 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 神戸肉推進機構株式会社 代表取締役 新田 大 675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町４９４番地の２ 東播(加健)第401-113 令和2年5月21日 令和8年5月31日 令和2年5月21日
000028 3000177060 ＨＯＬＴ． 675-0065 加古川市加古川町篠原町３００リトハ加古川Ａ－１０８ 菓子製造業 一般 石原 あゆこ 東播(加健)第403-19 令和2年5月21日 令和8年5月31日 令和2年5月21日
000028 3000177067 ケーキ家族マキノ 675-0005 加古川市神野町石守１０４３－１ 794383070 菓子製造業 一般 槙野 修 東播(加健)第403-21 令和2年5月21日 令和8年5月31日 令和2年5月21日
000028 3000177098 有限会社ホーゲル 676-0808 高砂市神爪１丁目５－２４寺本ビル１階１０２号 菓子製造業 一般 有限会社ホーゲル 代表取締役 橋本 芳秋 676-0808 兵庫県高砂市神爪２丁目２－１０ 794317633 東播(加健)第403-22 令和2年5月22日 令和8年5月31日 令和2年5月22日
000028 3000177099 輝商事 ＨＩＫＡＲＩ　ＳＹＯＪＩ　ｇｒｐ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 行武 清 東播(加健)第401-126 令和2年5月25日 令和7年5月31日 令和2年5月25日
000028 3000177107 鉄板ダイニング　かめ家 675-0131 加古川市別府町新野辺１４２９－１２ 794412625 飲食店営業(4)その他 一般 鍋谷 武史 東播(加健)第401-127 令和2年5月22日 令和8年5月31日 令和2年5月22日
000028 3000177108 炭火焼肉と生だれ　黒ぎゅう 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６６レインボーコア１Ｆ 794248629 飲食店営業(4)その他 一般 中尾 孝 東播(加健)第401-128 令和2年5月22日 令和8年5月31日 令和2年5月22日
000028 3000177138 食パン本舗　総本店 675-0017 加古川市野口町良野１５２４アーク平野Ａ－３ 794541515 菓子製造業 一般 池戸 一彦 東播(加健)第403-23 令和2年5月26日 令和8年5月31日 令和2年5月26日
000028 3000177143 とんかつ播　播磨店 675-0156 加古郡播磨町東本荘２－７－１４ 794357478 飲食店営業(4)その他 一般 荻野 典子 東播(加健)第401-131 令和2年5月26日 令和8年5月31日 令和2年5月26日
000028 3000177144 シンシア 675-0064 加古川市加古川町溝之口７１８プレジャービル５０１ 794250656 飲食店営業(4)その他 一般 木村 千寿 東播(加健)第401-132 令和2年5月26日 令和8年5月31日 令和2年5月26日
000028 3000177145 ＢＡＲ　ＣＩＮＱ　Ｌａｂ 676-0014 高砂市荒井町日之出町７－９ 794398791 飲食店営業(4)その他 一般 池内 健 東播(加健)第401-133 令和2年5月26日 令和8年5月31日 令和2年5月26日
000028 3000177146 仕出し  横山 675-0312 加古川市志方町広尾２７６－２ 794521515 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 鴨谷 大 東播(加健)第401-134 令和2年5月26日 令和8年5月31日 令和2年5月26日
000028 3000177156 いい友 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀９２３ 794476866 飲食店営業(4)その他 一般 小早川 龍 東播(加健)第401-135 令和2年5月28日 令和8年5月31日 令和2年5月28日
000028 3000177173 焼肉　一億兆 675-0101 加古川市平岡町新在家３丁目２８４－２ 794542239 飲食店営業(4)その他 一般 髙田 巌 東播(加健)第401-137 令和2年5月29日 令和8年5月31日 令和2年5月29日
000028 3000177187 和食・一品料理　桜蒼 676-0061 高砂市高砂町農人町１７９４－１ 794430333 飲食店営業(4)その他 一般 山下 悦子 東播(加健)第401-139 令和2年6月1日 令和8年8月31日 令和2年6月1日
000028 3000177200 ニシカワ食品内カップ式自販機 675-0016 加古川市野口町長砂７９９ 喫茶店営業 自動販売機 和宏ベンダー株式会社 代表取締役 原田 哲 675-0103 兵庫県加古川市平岡町高畑５３８番地の１ 794262167 東播(加健)第402-22 令和2年6月2日 令和7年8月31日 令和2年6月2日
000028 3000177202 むぎわら 675-1115 加古郡稲美町国岡１丁目９２番地 794980573 飲食店営業(4)その他 一般 村田 三佐緒 東播(加健)第401-141 令和2年6月2日 令和8年8月31日 令和2年6月2日
000028 3000177231 串揚げ処　十十 675-0066 加古川市加古川町寺家町３６２－１ビアンテじけまちビル１Ｆ 794259410 飲食店営業(4)その他 一般 橋本 亮 東播(加健)第401-143 令和2年6月5日 令和8年8月31日 令和2年6月5日
000028 3000177264 カラオケスナック禮 676-0082 高砂市曽根町２５５４－５ 794480892 飲食店営業(4)その他 一般 福山 禮子 東播(加健)第401-144 令和2年6月5日 令和8年8月31日 令和2年6月5日
000028 3000177306 Ｌｉｅｎ 675-0026 加古川市尾上町旭２丁目６６－２ヴィーナスプラザ１０７ 飲食店営業(4)その他 一般 平井 眞理阿 東播(加健)第401-145 令和2年6月9日 令和8年8月31日 令和2年6月9日
000028 3000177322 カラオケハウス　ロマン 675-0009 加古川市神野町西条１３１０－４ 飲食店営業(4)その他 一般 福島 榮子 東播(加健)第401-147 令和2年6月10日 令和8年8月31日 令和2年6月10日
000028 3000177323 スマイル 676-0022 高砂市高砂町浜田町２丁目５－３ 飲食店営業(4)その他 一般 春山 順美 東播(加健)第401-148 令和2年6月11日 令和8年8月31日 令和2年6月11日
000028 3000177324 ポジャギ 676-0022 高砂市高砂町浜田町２丁目５－３ 飲食店営業(4)その他 一般 春山 雪子 東播(加健)第401-149 令和2年6月11日 令和8年8月31日 令和2年6月11日
000028 3000177346 加古川市立日岡山学校給食センター 675-0061 加古川市加古川町大野１５３０番地の１５ 794419200 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社東洋食品 代表取締役 荻久保 英男 110-0015 東京都台東区東上野一丁目１４番４号 338361291 東播(加健)第401-150 令和2年6月15日 令和9年8月31日 令和2年6月15日
000028 3000177377 カラオケスナック　れんと 675-0013 加古川市野口町二屋９８－６ 794970455 飲食店営業(4)その他 一般 元山 和加乃 東播(加健)第401-152 令和2年6月17日 令和8年8月31日 令和2年6月17日
000028 3000177382 ステーキ　藤久 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８　７Ｆ 794224129 食肉販売業 一般 株式会社フラップアップ・ケイ 代表取締役 向野 拓馬 675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原２１番８号 794224129 東播(加健)第427-22 令和2年6月17日 令和8年8月31日 令和2年6月17日
000028 3000177386 祖谷庄　千寿庵 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 株式会社千寿庵 代表取締役 五十嵐 伸行 569-0046 大阪府高槻市登町２７番１号 726713333 東播(加健)第403-25 令和2年6月18日 令和7年8月31日 令和2年6月18日
000028 3000177397 かふぇ　ぶらんち 675-0009 加古川市神野町西条１３００－１ 794404344 菓子製造業 一般 竹内 まゆみ 東播(加健)第403-26 令和2年6月19日 令和8年8月31日 令和2年6月19日
000028 3000177398 かふぇ　ぶらんち 675-0009 加古川市神野町西条１３００－１ 794404344 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 竹内 まゆみ 東播(加健)第420-2 令和2年6月19日 令和7年8月31日 令和2年6月19日
000028 3000177404 カラオケ喫茶アンドスナック　Ｃａ　Ｖａ 675-0066 加古川市加古川町寺家町６５４和富久ビル　３Ｂ 794905153 飲食店営業(4)その他 一般 森元 滝子 東播(加健)第401-154 令和2年6月19日 令和8年8月31日 令和2年6月19日
000028 3000177410 Ｇａｒｄｅｎ　Ｃａｆｅ　ブリッジ 675-0035 加古川市加古川町友沢６２－２ 飲食店営業(4)その他 一般 生田 まゆみ 東播(加健)第401-155 令和2年6月19日 令和8年8月31日 令和2年6月19日
000028 3000177412 加古川食堂 675-0101 加古川市平岡町新在家１２２４－７（加古川総合文化センター内レストラン） 794262232 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ハリック 代表取締役 大下 進 675-0062 兵庫県加古川市加古川町美乃利１４４番地の１８ 794391996 東播(加健)第401-156 令和2年6月23日 令和8年8月31日 令和2年6月23日
000028 3000177415 マルアイ六分一店 675-1112 加古郡稲美町六分一１１７８番地９５２ 794925550 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第401-157 令和2年6月23日 令和9年8月31日 令和2年6月23日
000028 3000177416 マルアイ六分一店 675-1112 加古郡稲美町六分一１１７８番地９５２ 794925550 食肉販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第427-23 令和2年6月23日 令和9年8月31日 令和2年6月23日
000028 3000177418 マルアイ六分一店 675-1112 加古郡稲美町六分一１１７８番地９５２ 794925550 魚介類販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 東播(加健)第429-11 令和2年6月23日 令和9年8月31日 令和2年6月23日
000028 3000177433 Ｍｏｎｓｔｅｒａ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 山田 祥広 東播(加健)第403-27 令和2年6月24日 令和7年8月31日 令和2年6月24日
000028 3000177460 カラオケ天国 675-0145 加古郡播磨町宮西２－７－１７ 飲食店営業(4)その他 一般 川口 智司 東播(加健)第401-158 令和2年6月26日 令和8年8月31日 令和2年6月26日
000028 3000177485 和ごころダイニング　楠の家　かこがわ 675-0039 加古川市加古川町粟津５０３番地の４ 794534040 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ジャポネックス 取締役 迫井 圭二 672-8045 兵庫県姫路市飾磨区中野田一丁目２１番地 792357200 東播(加健)第401-159 令和2年6月29日 令和8年8月31日 令和2年6月29日
000028 3000177496 キッチン　大 675-0025 加古川市尾上町養田字番目１８０－２９ 飲食店営業(4)その他 一般 金 伶奈 東播(加健)第401-160 令和2年6月29日 令和8年8月31日 令和2年6月29日
000028 3000177548 ｃｏｃｏｔｉｅｒｓ 675-0017 加古川市野口町良野１７８１－１０３ 794418870 喫茶店営業 露店 来田 絵美 東播(加健)第402-26 令和2年7月3日 令和7年8月31日 令和2年7月3日
000028 3000177552 わいわい酒家　かたりべ 675-0031 加古川市加古川町北在家５８１－３南４号 794275962 飲食店営業(4)その他 一般 三瀬 積 東播(加健)第401-163 令和2年7月3日 令和8年8月31日 令和2年7月3日
000028 3000177556 ステーキ　藤久 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８屋上階 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社フラップアップ・ケイ 代表取締役 向野 拓馬 675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原２１番８号 東播(加健)第401-164 令和2年7月6日 令和7年8月31日 令和2年7月6日
000028 3000177562 カルビ丼とスン豆腐専門店　韓丼　東加古川店 675-0012 加古川市野口町野口１７９－１ 794977776 飲食店営業(4)その他 一般 インフィニティダイナー株式会社 代表取締役 眞田 優治 670-0903 兵庫県姫路市立町４番地立町クリスタルビル２Ｆ 792873737 東播(加健)第401-166 令和2年7月6日 令和8年8月31日 令和2年7月6日
000028 3000177569 よすが 675-0039 加古川市加古川町粟津９３－６ 飲食店営業(4)その他 一般 後藤 早苗 東播(加健)第401-167 令和2年7月7日 令和8年8月31日 令和2年7月7日
000028 3000177573 とうふ屋　豆心亭　本店 676-0815 高砂市阿弥陀１－９－９メトレス曽根１Ｆ 794417474 飲食店営業(4)その他 一般 合同会社Ｍ．Ｓ．Ｋカンパニー 代表社員 永田 勝巳 671-0222 兵庫県姫路市別所町小林４１６番地２アン・シャンテ１０１号 東播(加健)第401-168 令和2年7月7日 令和8年8月31日 令和2年7月7日
000028 3000177574 とうふ屋　豆心亭　本店 676-0815 高砂市阿弥陀１－９－９メトレス曽根１Ｆ 794417474 豆腐製造業 一般 合同会社Ｍ．Ｓ．Ｋカンパニー 代表社員 永田 勝巳 671-0222 兵庫県姫路市別所町小林４１６番地２アン・シャンテ１０１号 東播(加健)第415-1 令和2年7月7日 令和8年8月31日 令和2年7月7日
000028 3000177595 お好み焼き　かん 675-0122 加古川市別府町別府８７７－５ 794365754 飲食店営業(4)その他 一般 伊藤 裕子 東播(加健)第401-170 令和2年7月9日 令和8年8月31日 令和2年7月9日
000028 3000177613 もち吉　加古川店 675-0018 加古川市野口町坂元５７４－３ 794565377 菓子製造業 一般 株式会社もち吉 代表取締役 森田 長吉 822-8585 福岡県直方市大字下境２４００番地 949224156 東播(加健)第403-30 令和2年7月13日 令和8年8月31日 令和2年7月13日
000028 3000177615 浦川商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 浦川 勝次 東播(加健)第401-171 令和2年7月13日 令和7年8月31日 令和2年7月13日
000028 3000177616 浦川商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 浦川 勝次 東播(加健)第403-28 令和2年7月13日 令和7年8月31日 令和2年7月13日
000028 3000177617 お好み焼き　与志 675-0111 加古川市平岡町二俣１００５ 飲食店営業(4)その他 一般 三谷 直美 東播(加健)第401-172 令和2年7月13日 令和8年8月31日 令和2年7月13日
000028 3000177628 日本マクドナルド株式会社　加古川店 675-0012 加古川市野口町野口１２２ 794257080 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 369115650 東播(加健)第401-173 令和2年7月13日 令和9年8月31日 令和2年7月13日
000028 3000177629 日本マクドナルド株式会社　加古川店 675-0012 加古川市野口町野口１２２ 794257080 菓子製造業 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 369115650 東播(加健)第403-29 令和2年7月13日 令和9年8月31日 令和2年7月13日
000028 3000177631 日本マクドナルド株式会社　加古川店 675-0012 加古川市野口町野口１２２ 794257080 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 369115650 東播(加健)第420-3 令和2年7月13日 令和8年8月31日 令和2年7月13日
000028 3000177650 マンマエーミー 675-0128 加古川市別府町中島町２３－１ 飲食店営業(4)その他 一般 切原 惠美子 東播(加健)第401-175 令和2年7月13日 令和8年8月31日 令和2年7月13日
000028 3000177675 かごの屋　加古川駅前店 675-0064 加古川市加古川町寺家町６２２ 794515212 食肉販売業 一般 株式会社ＫＲフードサービス 代表取締役 望月 進 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋三丁目６番２６号 668092143 東播(加健)第427-25 令和2年7月16日 令和8年8月31日 令和2年7月16日
000028 3000177676 かごの屋　加古川駅前店 675-0064 加古川市加古川町寺家町６２２ 794515212 魚介類販売業 一般 株式会社ＫＲフードサービス 代表取締役 望月 進 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋三丁目６番２６号 668092143 東播(加健)第429-12 令和2年7月16日 令和8年8月31日 令和2年7月16日
000028 3000177697 宮野惣菜店 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８ そうざい製造業 一般 宮野 大樹 東播(加健)第409-6 令和2年7月17日 令和8年8月31日 令和2年7月17日
000028 3000177705 ウィズ・ワイン 675-0066 加古川市加古川町寺家町６１３ 794977985 飲食店営業(4)その他 一般 堀 和浩 東播(加健)第401-182 令和2年7月20日 令和8年8月31日 令和2年7月20日
000028 3000177708 ローソン加古川市役所前店 675-0017 加古川市野口町良野１５０１ 794250318 飲食店営業(4)その他 一般 山本 憲一郎 東播(加健)第401-183 令和2年7月20日 令和9年8月31日 令和2年7月20日
000028 3000177719 媛媛美食品 676-0806 高砂市米田町塩市２０１番地の１ショッパーズプラザ塩市１０６ 飲食店営業(4)その他 一般 左 晨霞 東播(加健)第401-187 令和2年7月21日 令和8年8月31日 令和2年7月21日
000028 3000177728 七輪ちゃん 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７７－１４第２サンライフビル前店舗 飲食店営業(4)その他 一般 米田 勝子 東播(加健)第401-184 令和2年7月21日 令和8年8月31日 令和2年7月21日
000028 3000177735 たもや 675-1127 加古郡稲美町中一色９１３－４ 794902504 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 伊藤 和歌子 東播(加健)第401-192 令和2年7月22日 令和8年8月31日 令和2年7月22日
000028 3000177736 ｔａｋｅ　ｏｆｆ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７０－１４サミットシティビル２号館１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 鉢田 真理 東播(加健)第401-193 令和2年7月22日 令和8年8月31日 令和2年7月22日
000028 3000177737 ＣＬＵＢ　Ｓ－ＣＬＡＳＳ 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２６３－１ＨＫビル　４Ｆ　４Ａ 794902422 飲食店営業(4)その他 一般 橋本 大弥 東播(加健)第401-194 令和2年7月27日 令和8年8月31日 令和2年7月27日
000028 3000177743 ｓｎａｃｋ　ＤＸ 676-0804 高砂市美保里２５－２０サンシャイン９１　２０２号 794428077 飲食店営業(4)その他 一般 伊原 美世子 東播(加健)第401-195 令和2年7月22日 令和8年8月31日 令和2年7月22日
000028 3000177770 和カフェ　ダイニング　膳 675-1115 加古郡稲美町国岡１－７ 794515710 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社イマジン 代表取締役 古山 暁彦 658-0063 兵庫県神戸市東灘区住吉山手四丁目１１番３６号 東播(加健)第401-196 令和2年7月28日 令和8年8月31日 令和2年7月28日
000028 3000177781 肉しゃぶ麺達志方店 675-0321 加古川市志方町志方町１４６５－５ペガサスハイツ１０１ 794521529 飲食店営業(4)その他 一般 久保 秀樹 東播(加健)第401-206 令和2年7月29日 令和8年8月31日 令和2年7月29日
000028 3000177789 Ｋ　ｓｔｙｌｅ 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２６３番地の１ＨＫビル３Ｆ－３Ａ 794517770 飲食店営業(4)その他 一般 小山 沙耶加 東播(加健)第401-212 令和2年7月29日 令和8年8月31日 令和2年7月29日
000028 3000177790 Ｊ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７６－１２スカイラークビル２Ｆ２０３号 794418667 飲食店営業(4)その他 一般 髙橋 香奈 東播(加健)第401-213 令和2年7月30日 令和8年8月31日 令和2年7月30日
000028 3000177805 神戸製鋼　高砂製作所　機械製造室食堂前 676-0008 高砂市荒井町新浜２－３－７ 喫茶店営業 自動販売機 ヤスダ産業株式会社 代表取締役 安田 喜昭 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲８４１－３４ 792453090 東播(加健)第402-33 令和2年7月31日 令和7年8月31日 令和2年7月31日
000028 3000177809 Ｄｏｌｌ 675-0026 加古川市尾上町旭１丁目４８－１２富士ビル２０２ 飲食店営業(4)その他 一般 源 天成 東播(加健)第401-222 令和2年7月30日 令和8年8月31日 令和2年7月30日
000028 3000177810 ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＭＡＲＫＥＴ 675-0012 加古川市野口町野口１３４－１０ 飲食店営業(4)その他 一般 NAKAMINE BEDOYA JOSANY HANAKO 東播(加健)第401-223 令和2年7月31日 令和8年8月31日 令和2年7月31日
000028 3000177848 株式会社ＴｒｅａｓｕｒｅＦａｃｔｏｒｙ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社ＴｒｅａｓｕｒｅＦａｃｔｏｒｙ 代表取締役 北山 清文 673-0029 兵庫県明石市大道町１丁目１６番１７号 789645678 東播(加健)第401-232 令和2年8月4日 令和7年8月31日 令和2年8月4日
000028 3000177861 カラオケ喫茶　日本海 675-1201 加古川市八幡町宗佐１００６－２ 794384071 飲食店営業(4)その他 一般 竹内 惠子 東播(加健)第401-236 令和2年8月4日 令和8年8月31日 令和2年8月4日
000028 3000177872 (株)神戸工業試験場 675-0155 加古郡播磨町新島４７－１３ 794355009 喫茶店営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 36304501 東播(加健)第402-40 令和2年8月5日 令和7年8月31日 令和2年8月5日
000028 3000177876 ローソン加古川志方町店 675-0321 加古川市志方町志方町１４６５番地６ 794532661 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 三浦 康秀 東播(加健)第401-230 令和2年8月6日 令和9年8月31日 令和2年8月6日
000028 3000177880 マロニエ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７６－１４美幸ビル１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 常見 美千代 東播(加健)第401-239 令和2年8月7日 令和8年8月31日 令和2年8月7日
000028 3000177882 鶏家 675-0101 加古川市平岡町新在家７１６－１４東加古川ヤングビル１０６号 794276668 飲食店営業(4)その他 一般 中井 憲明 東播(加健)第401-238 令和2年8月7日 令和8年8月31日 令和2年8月7日
000028 3000177902 加古川ミートセンター 675-0321 加古川市志方町志方町５３３番地 794522983 食肉処理業 一般 公益財団法人加古川食肉公社 代表理事 中尾 德弘 675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町５３３番地 794530990 東播(加健)第426-4 令和2年8月12日 令和8年8月31日 令和2年8月12日
000028 3000177925 志牛 675-0039 加古川市加古川町粟津２５－１ 794902994 飲食店営業(4)その他 一般 橋本 大弥 東播(加健)第401-261 令和2年8月13日 令和8年8月31日 令和2年8月13日
000028 3000177927 千成家　加古川西店 675-0053 加古川市米田町船頭２００－１ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社千成家 代表取締役 釼持 公一郎 672-8035 兵庫県姫路市飾磨区中島庄助新田３３５０番地 792431708 東播(加健)第401-269 令和2年8月14日 令和8年8月31日 令和2年8月14日
000028 3000177930 Ｈｅｒｂ　ｃａｆｅ　月桃 675-0058 加古川市東神吉町天下原３３３－３ 飲食店営業(4)その他 一般 大西 喜代美 東播(加健)第401-270 令和2年8月14日 令和8年8月31日 令和2年8月14日
000028 3000177931 Ｈｅｒｂ　ｃａｆｅ　月桃 675-0058 加古川市東神吉町天下原３３３－３ 菓子製造業 一般 大西 喜代美 東播(加健)第403-38 令和2年8月14日 令和8年8月31日 令和2年8月14日



000028 3000177946 横浜家系ラーメン　光大家 675-0126 加古川市別府町本町１丁目６６－１ 794975990 飲食店営業(4)その他 一般 合同会社大吉 代表社員 大石 浩司 675-0126 兵庫県加古川市別府町本町一丁目６６番地の１ 東播(加健)第401-274 令和2年8月17日 令和8年8月31日 令和2年8月17日
000028 3000177953 お楽食楽 675-0065 加古川市加古川町篠原町１６０－８ 飲食店営業(4)その他 一般 穐原 初男 東播(加健)第401-275 令和2年8月17日 令和8年8月31日 令和2年8月17日
000028 3000177962 障がい者ケアセンターかんの 675-0003 加古川市神野町神野１５６－２９ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 神戸マルタマフーズ株式会社 代表取締役 畑 昭身 675-1367 兵庫県小野市敷地町１４１２番地の１ 794631110 東播(加健)第401-267 令和2年8月18日 令和9年8月31日 令和2年8月18日
000028 3000177968 セブン－イレブン加古川宗佐 675-1201 加古川市八幡町宗佐６７８－１ 794380013 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社セブン－イレブン・ジャパン 代表取締役 永松 文彦 102-0084 東京都千代田区二番町８番地８ 362383711 東播(加健)第401-279 令和2年8月20日 令和9年8月31日 令和2年8月20日
000028 3000177973 特別養護老人ホームれい和こすもす園 675-0003 加古川市神野町神野１４５－２ 794389477 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 神戸マルタマフーズ株式会社 代表取締役 畑 昭身 675-1367 兵庫県小野市敷地町１４１２番地の１ 794631110 東播(加健)第401-266 令和2年8月18日 令和9年8月31日 令和2年8月18日
000028 3000178002 ＬＡ　ＴＯＵＲ 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５２－１０ミツヤビル４Ｆ 794255569 飲食店営業(4)その他 一般 田中 晶 東播(加健)第401-284 令和2年8月20日 令和8年8月31日 令和2年8月20日
000028 3000178007 インドネパールレストラン　Ｐａｒｔｉｋ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７９－１スカイプラザ２Ｆ 794217112 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 KANDEL SAPKOTA PRATIBHA 東播(加健)第401-286 令和2年8月21日 令和8年8月31日 令和2年8月21日
000028 3000178044 寿樹 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５２番１０ミツヤビル２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 渋谷 真季 東播(加健)第401-298 令和2年8月26日 令和8年8月31日 令和2年8月26日
000028 3000178050 わら美っ娘 675-0151 加古郡播磨町野添２６０－１ 菓子製造業 一般 ライズ株式会社 代表取締役 木築 孝伸 675-0039 兵庫県加古川市加古川町粟津１０６８番地 794419936 東播(加健)第403-43 令和2年8月26日 令和8年8月31日 令和2年8月26日
000028 3000178057 カプリス 675-0031 加古川市加古川町北在家２７２３センタービル１－８ 794232323 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木村 智子 東播(加健)第401-299 令和2年8月26日 令和8年8月31日 令和2年8月26日
000028 3000178069 アメニティＦプラザ 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀１２０３ 794471271 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社トーヨー 代表取締役 花畑 健二郎 671-0221 兵庫県姫路市別所町別所五丁目１００番地アヴニール１０１ 794471271 東播(加健)第420-5 令和2年8月27日 令和7年8月31日 令和2年8月27日
000028 3000178095 香住漁港　和平　加古川本店 675-0113 加古川市平岡町中野７８９番地１ 794367555 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社たじまじ 代表取締役 佐野 泰久 675-0103 兵庫県加古川市平岡町高畑４９０－１ 794252200 東播(加健)第401-301 令和2年8月31日 令和8年8月31日 令和2年8月31日
000028 3000178127 Ｒｅｌｉｓｈ 675-0334 加古川市志方町成井５８５ 菓子製造業 一般 長谷川 美音 東播(加健)第403-44 令和2年8月31日 令和8年8月31日 令和2年8月31日
000028 3000178143 ＴＨＥこなもん道場　たこ魂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 内山 健吾 東播(加健)第401-302 令和2年9月1日 令和7年11月30日 令和2年9月1日
000028 3000178159 ＫＯＳＭＯＳ 675-0121 加古川市別府町新野辺北町７－１１ 794372277 喫茶店営業 一般 株式会社ＤＩＣＥ 代表取締役 香田 永明 675-0156 兵庫県加古郡播磨町東本荘二丁目９番５号 794375566 東播(加健)第402-60 令和2年9月3日 令和8年11月30日 令和2年9月3日
000028 3000178161 明日香　神吉店 675-0057 加古川市東神吉町神吉１２２４－４ 794327782 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石田 桂子 東播(加健)第401-303 令和2年9月3日 令和8年11月30日 令和2年9月3日
000028 3000178162 ＥＮＤＬＥＳＳ 675-0101 加古川市平岡町新在家４５７－１大貴ビル１－Ｂ 飲食店営業(4)その他 一般 山本 まゆみ 東播(加健)第401-304 令和2年9月3日 令和8年11月30日 令和2年9月3日
000028 3000178202 かこ玉焼 675-0005 加古川市神野町石守７２０番地の４ 飲食店営業(4)その他 一般 川本 重樹 東播(加健)第401-305 令和2年9月9日 令和8年11月30日 令和2年9月9日
000028 3000178214 あそび場 675-0115 加古川市平岡町一色７３０－１０グリーンハイツ１Ｆ東 飲食店営業(4)その他 一般 坂本 賢治 東播(加健)第401-306 令和2年9月10日 令和8年11月30日 令和2年9月10日
000028 3000178220 クラブ　ピース 675-0065 加古川市加古川町篠原町３－１－１ 794276517 飲食店営業(4)その他 一般 木森 久子 東播(加健)第401-308 令和2年9月9日 令和8年11月30日 令和2年9月9日
000028 3000178226 畠寿司 675-1105 加古郡稲美町加古２０４６の５ 794923420 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 畠 善秀 東播(加健)第401-309 令和2年9月10日 令和8年11月30日 令和2年9月10日
000028 3000178230 スナック　プサン 675-0065 加古川市加古川町篠原町６８－３玉ビル３Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 趙 玉順 東播(加健)第401-310 令和2年9月14日 令和8年11月30日 令和2年9月14日
000028 3000178235 Ｔｅａ Ｒｏｏｍ　蕾 675-0008 加古川市新神野５丁目７－２花房マンション１０１号 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社トライアングル・ヒロ 代表取締役 安部 弘美 675-0002 兵庫県加古川市山手三丁目３８番２２号 794381413 東播(加健)第401-311 令和2年9月14日 令和8年11月30日 令和2年9月14日
000028 3000178254 グレイトフルズ 675-0031 加古川市加古川町北在家２５２９ 794399710 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社弓工 代表取締役 弓岡 泰晃 671-0243 兵庫県姫路市四郷町本郷１２８番地４ 792533343 東播(加健)第401-312 令和2年9月15日 令和8年11月30日 令和2年9月15日
000028 3000178261 日和 675-0054 加古川市米田町平津４５４－２宝殿黒田店舗１Ｆ西室 794331083 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社日和 代表取締役 前田 和彦 675-0054 兵庫県加古川市米田町平津４５４番地の２ 794331083 東播(加健)第401-313 令和2年9月17日 令和8年11月30日 令和2年9月17日
000028 3000178262 日和　曽根店 676-0082 高砂市曽根町２５０５－４ 794518225 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社日和 代表取締役 前田 和彦 675-0054 兵庫県加古川市米田町平津４５４番地の２ 794331083 東播(加健)第401-314 令和2年9月17日 令和8年11月30日 令和2年9月17日
000028 3000178277 元祖ラーメン　元長屋　高砂店 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀１２２２－２ 794483322 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社多聞天 代表取締役 上住 恵三 671-1213 兵庫県姫路市勝原区宮田１６２番地１ 792747055 東播(加健)第401-315 令和2年9月17日 令和8年11月30日 令和2年9月17日
000028 3000178293 ＢＡＹ　ＫＥＢＡＢ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 Ｂａｙｙｕｚ合同会社 代表社員 バイユズ マウラン 651-2117 兵庫県神戸市西区北別府三丁目６番地７ 東播(加健)第401-317 令和2年9月18日 令和7年11月30日 令和2年9月18日
000028 3000178294 ＰＡＮＤＡ 675-0150 加古郡播磨町南野添３－８－１２石橋ビル２Ｆ　２０３ 飲食店営業(4)その他 一般 森川 義仁 東播(加健)第401-316 令和2年9月18日 令和8年11月30日 令和2年9月18日
000028 3000178307 スナック　金　ＧＯＬＤ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７６－１５美幸ビル北２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 橋口 ゆうこ 東播(加健)第401-318 令和2年9月23日 令和8年11月30日 令和2年9月23日
000028 3000178333 Ｂｒｉｇｈｔ　Ｓｕｎ 675-1215 加古川市上荘町都台２－１２－３ 飲食店営業(4)その他 一般 平松 由美子 東播(加健)第401-319 令和2年9月25日 令和8年11月30日 令和2年9月25日
000028 3000178374 ｈａｒｉｔｏ 675-0144 加古郡播磨町北本荘４丁目１番２０号石ケ池公園パークセンター内 794351879 飲食店営業(4)その他 一般 佐伯 亮太 東播(加健)第401-320 令和2年9月29日 令和8年11月30日 令和2年9月29日
000028 3000178414 納豆工房なっとこちゃん 676-0082 高砂市曽根町字橋ノ向１７８０－１ 794485400 納豆製造業 一般 社会福祉法人あかりの家 理事長 西尾 淳 671-0122 兵庫県高砂市北浜町北脇字池ノ内５０４番１ 792543292 東播(加健)第416-1 令和2年9月30日 令和9年11月30日 令和2年9月30日
000028 3000178426 ＫＯＫＯＲＯＩＲＯ（こころいろ） 675-0013 加古川市野口町二屋１１４－７ 794250413 飲食店営業(4)その他 一般 足立 和也 東播(加健)第401-324 令和2年10月2日 令和8年11月30日 令和2年10月2日
000028 3000178433 大漁鮨 675-0143 加古郡播磨町宮北１丁目１５－１０ 794352944 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 濱根 誠 東播(加健)第401-325 令和2年10月5日 令和8年11月30日 令和2年10月5日
000028 3000178448 ベルコシティホール東加古川 675-0101 加古川市平岡町新在家７１６－１ 794219929 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社まこと 代表取締役 小島 進一 654-0121 兵庫県神戸市須磨区妙法寺字上野路１０６１番地の２５ 785783572 東播(加健)第401-328 令和2年10月5日 令和8年11月30日 令和2年10月5日
000028 3000178453 ひろっ 675-0062 加古川市加古川町美乃利４７３－１ 794406390 飲食店営業(4)その他 一般 植田 博憲 東播(加健)第401-327 令和2年10月6日 令和8年11月30日 令和2年10月6日
000028 3000178485 ＢｏｎＳｏｕｒｉｒｅ　ボンスリール 676-0038 高砂市高砂町栄町３９１－６０ 菓子製造業 一般 水谷 千尋 東播(加健)第403-46 令和2年10月9日 令和8年11月30日 令和2年10月9日
000028 3000178494 イタメシＢＡＬ　クワトロ・バジーナ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７９－１スカイプラザ２Ｆ－Ａ 飲食店営業(4)その他 一般 花房 克英 東播(加健)第401-329 令和2年10月12日 令和8年11月30日 令和2年10月12日
000028 3000178506 ＣＯＳＡＺＩ　ｃｏｆｆｅｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 槙尾 剛志 東播(加健)第402-62 令和2年10月12日 令和7年11月30日 令和2年10月12日
000028 3000178526 Ｂ＆Ｂ　ＪＡＰＡＮ販売 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 加藤 裕子 東播(加健)第401-334 令和2年10月15日 令和7年11月30日 令和2年10月15日
000028 3000178543 鶏想美食　喰う太ら 675-0115 加古川市平岡町一色７９３－６ハッピーコート東加古川１－Ａ 794515080 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ぐうたら 代表取締役 西澤 奨太 675-0115 兵庫県加古川市平岡町一色７９３番地の６ 東播(加健)第401-332 令和2年10月19日 令和8年11月30日 令和2年10月19日
000028 3000178555 炭火焼鳥　ゆ鳥　山電曽根駅店 676-0082 高砂市曽根町入江浜２５０５－２ 794409002 飲食店営業(4)その他 一般 外間 幹教 東播(加健)第401-343 令和2年10月19日 令和8年11月30日 令和2年10月19日
000028 3000178558 ステフォレ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社フジヤ號 代表取締役 山本 亜也夫 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２０５５番地 794242485 東播(加健)第401-350 令和2年10月19日 令和7年11月30日 令和2年10月19日
000028 3000178559 ステフォレ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 株式会社フジヤ號 代表取締役 山本 亜也夫 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２０５５番地 794242485 東播(加健)第403-47 令和2年10月19日 令和7年11月30日 令和2年10月19日
000028 3000178575 ｇｒｕｔｏ　ニッケパークタウン加古川店 675-0066 加古川市加古川町寺家町１７３－１ニッケパークタウン２階 794977200 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ｇｒｕｔｏ 代表取締役 川口 雄暉 111-0035 東京都台東区西浅草二丁目８番２号 647071555 東播(加健)第401-354 令和2年10月19日 令和8年11月30日 令和2年10月19日
000028 3000178592 南ちゃんの立ち呑み屋 675-0054 加古川市米田町平津４５６－３ホーデンバーンフォーフ北 飲食店営業(4)その他 一般 南 由茉 東播(加健)第401-363 令和2年10月22日 令和8年11月30日 令和2年10月22日
000028 3000178603 クッキーハウスわかば 675-0025 加古川市尾上町養田３５１番地の４ 794242002 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人わかば福祉会 理事 久保田 静子 675-0025 兵庫県加古川市尾上町養田３５１番地の４ 794242002 東播(加健)第403-51 令和2年10月22日 令和8年11月30日 令和2年10月22日
000028 3000178604 しゃぶ葉加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家５９６－２ 794563303 食肉販売業 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保一丁目２５番８号 422518111 東播(加健)第427-45 令和2年10月26日 令和9年11月30日 令和2年10月26日
000028 3000178606 福斗食堂 676-0001 高砂市中島２丁目３－１１ 794436438 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中川 温彦 東播(加健)第401-372 令和2年10月22日 令和8年11月30日 令和2年10月22日
000028 3000178622 ビタースイート 675-0017 加古川市野口町良野４０９－１ 794270011 飲食店営業(4)その他 一般 正木 茂伸 東播(加健)第401-380 令和2年10月23日 令和8年11月30日 令和2年10月23日
000028 3000178631 ＣＬＵＢ　Ｓ－ＣＬＡＳＳ 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２６３－１ＨＫビル４階Ｂ号室 飲食店営業(4)その他 一般 Ｓ－Ｂｒａｎｄ株式会社 代表取締役 橋本 大弥 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家一丁目２６３番地の１ＨＫビル４Ｆ 794902422 東播(加健)第401-383 令和2年10月26日 令和8年11月30日 令和2年10月26日
000028 3000178650 サニーズカフェ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 堀池 裕治 東播(加健)第401-387 令和2年10月28日 令和7年11月30日 令和2年10月28日
000028 3000178665 Ｈｉｇｈ　ａｓｐｉｒａｔｉｏｎ  （ハイ　アスパレイシャン） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 岡崎 高志 東播(加健)第401-391 令和2年10月28日 令和7年11月30日 令和2年10月28日
000028 3000178667 株式会社ハーブテラス  創作フレンチレストラン　ユニック 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社ハーブテラス 代表取締役 森本 恵市 651-2303 兵庫県神戸市西区神出町五百蔵１１５番地 794921173 東播(加健)第401-392 令和2年10月28日 令和7年11月30日 令和2年10月28日
000028 3000178672 Ｃｈｅｒ　Ａｎｇｅｓ 675-0017 加古川市野口町良野４１４－４ 794419574 飲食店営業(4)その他 一般 有村 和美 東播(加健)第401-389 令和2年10月28日 令和8年11月30日 令和2年10月28日
000028 3000178674 （株）きしろ　事務所前　自販機コーナー（ＣＣＷ受託） 675-0155 加古郡播磨町新島１２－２ 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第402-76 令和2年10月28日 令和7年11月30日 令和2年10月28日
000028 3000178681 旭屋精肉店 676-0017 高砂市荒井町東本町２５－１５ 794420413 飲食店営業(4)その他 露店 上田 公博 東播(加健)第401-400 令和2年10月28日 令和7年11月30日 令和2年10月28日
000028 3000178683 株式会社ハローズ東加古川店 675-0103 加古川市平岡町高畑４５１番地１７ 794208655 魚介類販売業 一般 株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤 利行 721-0973 広島県福山市南蔵王町六丁目２６番７号 864831011 東播(加健)第429-23 令和2年10月29日 令和9年11月30日 令和2年10月29日
000028 3000178684 株式会社ハローズ東加古川店　惣菜作業室 675-0103 加古川市平岡町高畑４５１番地１７ 794208655 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤 利行 721-0973 広島県福山市南蔵王町六丁目２６番７号 864831011 東播(加健)第401-384 令和2年10月29日 令和9年11月30日 令和2年10月29日
000028 3000178685 株式会社ハローズ東加古川店　寿司作業室 675-0103 加古川市平岡町高畑４５１番地１７ 794208655 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤 利行 721-0973 広島県福山市南蔵王町六丁目２６番７号 864831011 東播(加健)第401-385 令和2年10月29日 令和9年11月30日 令和2年10月29日
000028 3000178686 株式会社ハローズ東加古川店 675-0103 加古川市平岡町高畑４５１番地１７ 794208655 食肉販売業 一般 株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤 利行 721-0973 広島県福山市南蔵王町六丁目２６番７号 864831011 東播(加健)第427-48 令和2年10月29日 令和9年11月30日 令和2年10月29日
000028 3000178693 加古川ジビエ工房 675-0066 加古川市加古川町寺家町３３７－２ 食肉処理業 一般 福井 孝佳 東播(加健)第426-5 令和2年10月28日 令和8年11月30日 令和2年10月28日
000028 3000178696 株式会社ハローズ東加古川店　ＳＷ作業室 675-0103 加古川市平岡町高畑４５１番地１７ 794208655 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤 利行 721-0973 広島県福山市南蔵王町六丁目２６番７号 864831011 東播(加健)第401-386 令和2年10月29日 令和9年11月30日 令和2年10月29日
000028 3000178697 株式会社ハローズ東加古川店 675-0103 加古川市平岡町高畑４５１番地１７ 794208655 喫茶店営業 一般 株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤 利行 721-0973 広島県福山市南蔵王町六丁目２６番７号 864831011 東播(加健)第402-72 令和2年10月29日 令和9年11月30日 令和2年10月29日
000028 3000178698 株式会社ハローズ東加古川店 675-0103 加古川市平岡町高畑４５１番地１７ 794208655 菓子製造業 一般 株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤 利行 721-0973 広島県福山市南蔵王町六丁目２６番７号 864831011 東播(加健)第403-53 令和2年10月29日 令和9年11月30日 令和2年10月29日
000028 3000178711 串まる 675-0151 加古郡播磨町野添１６６２－４瓜生ビル１０１ 789392689 飲食店営業(4)その他 一般 石上 哲雄 東播(加健)第401-407 令和2年10月30日 令和8年11月30日 令和2年10月30日
000028 3000178724 ＤＡＴＵ　ダトゥ 676-0815 高砂市阿弥陀１丁目８－１３ＯＧＡＷＡビル１Ｆ 794470147 飲食店営業(4)その他 一般 小川 龍平 東播(加健)第401-408 令和2年11月2日 令和8年11月30日 令和2年11月2日
000028 3000178725 大吉 676-0828 高砂市阿弥陀町地徳２３９－３ 794471104 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 黒田 吉則 東播(加健)第401-409 令和2年11月2日 令和8年11月30日 令和2年11月2日
000028 3000178726 大吉 676-0828 高砂市阿弥陀町地徳２３９－３ 794471104 菓子製造業 一般 黒田 吉則 東播(加健)第403-57 令和2年11月2日 令和8年11月30日 令和2年11月2日
000028 3000178736 本州製罐　兵庫工場　食堂 675-0019 加古川市野口町水足２６４番地１ 794237701 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社入船 代表取締役 入江 建介 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町１０３３番地 794575567 東播(加健)第401-415 令和2年11月2日 令和8年11月30日 令和2年11月2日
000028 3000178746 ＢＡＲ　１０５ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７５－１第１サンライフ１Ｆ 794419254 飲食店営業(4)その他 一般 湊 凪 東播(加健)第401-420 令和2年11月4日 令和8年11月30日 令和2年11月4日
000028 3000178765 ホロホロのチャイ屋さん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 家根谷 伸一 東播(加健)第401-424 令和2年11月6日 令和7年11月30日 令和2年11月6日
000028 3000178766 ホロホロのチャイ屋さん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 家根谷 伸一 東播(加健)第403-60 令和2年11月6日 令和7年11月30日 令和2年11月6日
000028 3000178793 Ａｎｇｅ 675-0101 加古川市平岡町新在家２－２７０－１４サミットシティーⅡ　６Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 梅田 あかね 東播(加健)第401-430 令和2年11月10日 令和8年11月30日 令和2年11月10日
000028 3000178805 ＺＹＮＸ 676-0805 高砂市米田町米田１３８－４ 飲食店営業(4)その他 一般 瀧川 昌子 東播(加健)第401-444 令和2年11月10日 令和8年11月30日 令和2年11月10日
000028 3000178817 ｐｌｕｓ＋Ｋ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７１－９フジビルディングⅡ　５Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 三浦 敬士 東播(加健)第401-448 令和2年11月10日 令和8年11月30日 令和2年11月10日
000028 3000178819 Ｓｈａｒｅ　ｔｈｅ　ｓｏｕｐ 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１イオン１Ｆフードコート内 794971005 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＷＡパートナーズ 代表取締役 水口 奈々 675-1105 兵庫県加古郡稲美町加古２７５３番地 794971005 東播(加健)第401-433 令和2年11月11日 令和8年11月30日 令和2年11月11日
000028 3000178822 焼肉の家いちえん　東加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２８０－１０フロンティア２１　１階 794575005 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＴＨＩＮＫ 代表取締役 北江 洋充 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町３５２番地の４ 794233345 東播(加健)第401-447 令和2年11月10日 令和8年11月30日 令和2年11月10日
000028 3000178823 焼肉の家いちえん　東加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２８０－１０フロンティア２１　１階 794575005 食肉販売業 一般 株式会社ＴＨＩＮＫ 代表取締役 北江 洋充 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町３５２番地の４ 794233345 東播(加健)第427-56 令和2年11月10日 令和8年11月30日 令和2年11月10日
000028 3000178833 ＴＨＥ　肉 675-0012 加古川市野口町野口１２９－１２２ 飲食店営業(4)その他 一般 平井 恒次 東播(加健)第401-452 令和2年11月11日 令和8年11月30日 令和2年11月11日
000028 3000178841 岸口商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 岸口 翔太 東播(加健)第401-454 令和2年11月12日 令和7年11月30日 令和2年11月12日
000028 3000178842 岸口商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 岸口 翔太 東播(加健)第403-66 令和2年11月12日 令和7年11月30日 令和2年11月12日
000028 3000178843 インドのしんちゃんカレー 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１イオン加古川１Ｆ 794254121 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＧＵＲＵＪＩ 代表取締役 アナンド　バルビンダ コウル 665-0845 兵庫県宝塚市栄町二丁目１番１号ソリオ宝塚 東播(加健)第401-453 令和2年11月12日 令和8年11月30日 令和2年11月12日
000028 3000178849 勝屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山﨑 勝 東播(加健)第401-466 令和2年11月12日 令和7年11月30日 令和2年11月12日
000028 3000178852 オンリー１コーヒー 676-0822 高砂市阿弥陀町魚橋７５５－１ 794902682 喫茶店営業 一般 神原 勉 東播(加健)第402-85 令和2年11月13日 令和8年11月30日 令和2年11月13日
000028 3000178857 夕き峰 675-0332 加古川市志方町横大路１４５－１　２階 794521101 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 松岡 勝昭 東播(加健)第401-467 令和2年11月13日 令和8年11月30日 令和2年11月13日
000028 3000178858 志方西地区交流広場協議会 喫茶 みどり 675-0335 加古川市志方町原６８５番地１ 794520985 喫茶店営業 一般 長谷川 正廣 東播(加健)第402-88 令和2年11月13日 令和8年11月30日 令和2年11月13日
000028 3000178903 Ｌａｆｆｙ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７０－１富士ビル３Ｆ－Ａ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｌａｆｆｙ 代表取締役 畑 翔真 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家二丁目２７０ー１ 東播(加健)第401-480 令和2年11月19日 令和8年11月30日 令和2年11月19日
000028 3000178913 加古川恵幸川グルメプロジェクト 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 特定非営利活動法人加古川恵幸川グルメプロジェクト 理事 市村 裕幸 675-0004 兵庫県加古川市神野町福留一丁目４０番地 794251261 東播(加健)第401-485 令和2年11月19日 令和7年11月30日 令和2年11月19日
000028 3000178925 Ｌｉｌｙ 675-0122 加古川市別府町別府９１８－３ハーモニータウン　３階　３０３ 飲食店営業(4)その他 一般 黒田 侑資 東播(加健)第401-489 令和2年11月19日 令和8年11月30日 令和2年11月19日
000028 3000178926 カラオケ喫茶　カントゥス 675-0022 加古川市尾上町口里７６５－１くらビル２Ｆ 794270239 飲食店営業(4)その他 一般 松浦 良子 東播(加健)第401-487 令和2年11月19日 令和8年11月30日 令和2年11月19日
000028 3000178941 カラオケ喫茶　たいむ 676-0004 高砂市荒井町千鳥２丁目６－１３ 794435898 飲食店営業(4)その他 一般 馬本 好子 東播(加健)第401-491 令和2年11月20日 令和8年11月30日 令和2年11月20日
000028 3000178948 ホテルアゼリア加古川 675-0064 加古川市加古川町溝之口７０２番地 794296565 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社第一ホテルマネジメント 代表取締役 杉川 聡 730-0051 広島県広島市中区大手町五丁目３番１２号 822482266 東播(加健)第401-495 令和2年11月24日 令和8年11月30日 令和2年11月24日
000028 3000178982 リヴィエール 675-0064 加古川市加古川町溝之口８００加古川プラザホテル１Ｆ 794218915 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社カノコ 代表取締役 675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原町１４番地の６ 794242678 東播(加健)第401-496 令和2年11月26日 令和8年11月30日 令和2年11月26日
000028 3000179009 （株）神戸製鋼所　加古川製鉄所  神鋼物流（ＣＣＷ受託） 675-0137 加古川市金沢町１ 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第402-96 令和2年11月27日 令和7年11月30日 令和2年11月27日
000028 3000179013 加古川プラザホテル営業所 675-0064 加古川市加古川町溝之口８００加古川プラザホテル 794216012 飲食店営業(3)旅館 一般 シンエーフーヅ株式会社 代表取締役 宮内 賢二 650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通二丁目３番２号三共神戸ツインビル２階 783417117 東播(加健)第401-499 令和2年11月27日 令和8年11月30日 令和2年11月27日
000028 3000179027 ローソン加古川平岡町店 675-0101 加古川市平岡町新在家２－２６９－９ 794224539 飲食店営業(4)その他 一般 マチノ株式会社 代表取締役 宮岡 沙緒里 673-0402 兵庫県三木市加佐２１７番地の１サニーガーデンＢ２０１号 東播(加健)第401-501 令和2年11月30日 令和9年11月30日 令和2年11月30日
000028 3000179081 ベルティエ 675-0054 加古川市米田町平津６８９－１プラザ平津１Ｆ 794320015 飲食店営業(4)その他 一般 沖代 まゆ美 東播(加健)第401-504 令和2年12月2日 令和9年2月28日 令和2年12月2日
000028 3000179090 ローソン高砂中島３丁目店 676-0001 高砂市中島３丁目４０６番地 794431780 飲食店営業(4)その他 一般 松本酒類株式会社 代表取締役 松本 修 676-0807 兵庫県高砂市米田町島９番地の３ 794310958 東播(加健)第401-505 令和2年12月3日 令和9年2月28日 令和2年12月3日
000028 3000179095 鯛焼工房やきやきや尾上店 675-0026 加古川市尾上町旭１－１ 794975566 菓子製造業 一般 大西 毅彦 東播(加健)第403-70 令和2年12月3日 令和9年2月28日 令和2年12月3日
000028 3000179115 宮先酒店 676-0022 高砂市高砂町浜田町２丁目４ 794421214 飲食店営業(4)その他 一般 宮先 文男 東播(加健)第401-506 令和2年12月7日 令和8年2月28日 令和2年12月7日
000028 3000179143 よし川なべ　東加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６７－１１シティライフ東加古川１０６ 794403206 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社よし川なべ 代表取締役 吉川 享佑 675-0160 兵庫県加古郡播磨町西野添二丁目８番１５号 782037837 東播(加健)第401-507 令和2年12月10日 令和9年2月28日 令和2年12月10日
000028 3000179168 播磨町立播磨小学校共同調理場 675-0143 加古郡播磨町宮北１丁目３番１０号 794366226 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 コーベフーズ株式会社 代表取締役 久保 孝義 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町一丁目１番３号 783824700 東播(加健)第401-508 令和2年12月14日 令和10年2月29日 令和2年12月14日
000028 3000179176 Ｉｒｉｓ 676-0082 高砂市曽根町２５５４－４５ 飲食店営業(4)その他 一般 瀧 昇子 東播(加健)第401-509 令和2年12月16日 令和9年2月28日 令和2年12月16日
000028 3000179190 牛肉商　但馬屋高砂店 676-0019 高砂市緑丘２丁目１－４０イオン高砂店内１階 794438448 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社牛肉商但馬屋 代表取締役 梅谷 光志 670-0826 兵庫県姫路市楠町９９番地５ 792810638 東播(加健)第401-510 令和2年12月16日 令和10年2月29日 令和2年12月16日
000028 3000179191 牛肉商　但馬屋高砂店 676-0019 高砂市緑丘２丁目１－４０イオン高砂店内１階 794438448 食肉販売業 一般 株式会社牛肉商但馬屋 代表取締役 梅谷 光志 670-0826 兵庫県姫路市楠町９９番地５ 792810638 東播(加健)第427-65 令和2年12月16日 令和10年2月29日 令和2年12月16日
000028 3000179198 Ｔｈｅ′　ｊａｒｄｉｎ 676-0007 高砂市荒井町中町１－２１ 菓子製造業 一般 株式会社髙橋造園 代表取締役 髙橋 光成 676-0021 兵庫県高砂市高砂町朝日町一丁目９番７号 794425468 東播(加健)第403-71 令和2年12月17日 令和9年2月28日 令和2年12月17日
000028 3000179201 Ａｌｌｙ 675-0065 加古川市加古川町篠原町３－７シャトレドゥオール加古川３ＦＢ 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 夕加里 東播(加健)第401-511 令和2年12月17日 令和9年2月28日 令和2年12月17日
000028 3000179228 １３４　Ｋｉｔｃｈｅｎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社光明商店 代表取締役 光明 寿 670-0925 兵庫県姫路市亀井町７８番地 792220112 東播(加健)第401-512 令和2年12月22日 令和8年2月28日 令和2年12月22日
000028 3000179243 神戸ペイント（株）稲美  １Ｆ事務所前（ＣＣＷ受託） 675-1112 加古郡稲美町六分一１３２１－１ 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第402-102 令和2年12月25日 令和8年2月28日 令和2年12月25日
000028 3000179245 はるちゃんカフェ 675-0054 加古川市米田町平津４９２－１５ 794310171 飲食店営業(4)その他 一般 明定 一女 東播(加健)第401-513 令和2年12月23日 令和9年2月28日 令和2年12月23日



000028 3000179252 ワークハウス「くれよん」 675-0131 加古川市別府町新野辺５７４－３３ 794379040 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 社会福祉法人加古川くれよん福祉会 理事長 遠藤 順造 675-0131 兵庫県加古川市別府町新野辺５７４－３３ 794379040 東播(加健)第401-514 令和2年12月23日 令和10年2月29日 令和2年12月23日
000028 3000179271 焼肉レストラン　よつば亭　加古川店 675-0054 加古川市米田町平津７０５－１２ 794977667 飲食店営業(4)その他 一般 内田 悟史 東播(加健)第401-515 令和2年12月25日 令和9年2月28日 令和2年12月25日
000028 3000179272 焼肉レストラン　よつば亭　加古川店 675-0054 加古川市米田町平津７０５－１２ 794977667 食肉販売業 一般 内田 悟史 東播(加健)第427-66 令和2年12月25日 令和9年2月28日 令和2年12月25日
000028 3000179285 (株)曽根鋳造所　高砂　事務所横（ＣＣＷ受託） 676-0074 高砂市梅井５－２－６ 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第402-109 令和2年12月28日 令和8年2月28日 令和2年12月28日
000028 3000179295 ちゃーみー 675-0147 加古郡播磨町南大中２丁目９－２５中西ビル１Ｆ　Ｂ 飲食店営業(4)その他 一般 河西 千津子 東播(加健)第401-517 令和2年12月28日 令和9年2月28日 令和2年12月28日
000028 3000179316 ｔｅｒｈｏ 676-0803 高砂市百合丘１－３８ 794902977 飲食店営業(4)その他 一般 石田 和美 東播(加健)第401-518 令和3年1月4日 令和9年2月28日 令和3年1月4日
000028 3000179322 お家ダイニング　まるきゅう 675-0101 加古川市平岡町新在家４５７－１大貴ビル１階Ｄ号室 794570109 飲食店営業(4)その他 一般 稲岡 孝志 東播(加健)第401-519 令和3年1月6日 令和9年2月28日 令和3年1月6日
000028 3000179324 ワールドプラスジム加古川店 675-0123 加古川市別府町朝日町５７ 794515789 喫茶店営業 自動販売機 株式会社ＪＮＳ 代表取締役 堀口 仁司 651-2275 兵庫県神戸市西区樫野台一丁目１８番地の１１ 789924406 東播(加健)第402-111 令和3年1月5日 令和8年2月28日 令和3年1月5日
000028 3000179336 和ごころダイニング　スミレの家 675-0008 加古川市新神野８丁目６番１４号 794383330 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ジャポネックス 取締役 迫井 圭二 672-8045 兵庫県姫路市飾磨区中野田一丁目２１番地 792357200 東播(加健)第401-520 令和3年1月18日 令和9年2月28日 令和3年1月18日
000028 3000179357 お好み焼　はよし 675-0123 加古川市別府町朝日町７駅前ビル２Ｆ 794377880 飲食店営業(4)その他 一般 羽吉 秀昭 東播(加健)第401-521 令和3年1月12日 令和9年2月28日 令和3年1月12日
000028 3000179358 うまいでぇ！加古川かつめしの会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 藤原 一朗 東播(加健)第401-524 令和3年1月12日 令和8年2月28日 令和3年1月12日
000028 3000179393 マザームーンカフェ加古川店 675-0111 加古川市平岡町二俣７５４番地７ 794975846 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社オンアース 代表取締役 朝野 甚太 651-0092 兵庫県神戸市中央区生田町三丁目３番１９号 783933208 東播(加健)第401-531 令和3年1月14日 令和9年2月28日 令和3年1月14日
000028 3000179394 マザームーンカフェ加古川店 675-0111 加古川市平岡町二俣７５４番地７ 794975846 菓子製造業 一般 株式会社オンアース 代表取締役 朝野 甚太 651-0092 兵庫県神戸市中央区生田町三丁目３番１９号 783933208 東播(加健)第403-74 令和3年1月14日 令和9年2月28日 令和3年1月14日
000028 3000179403 ファミリーマート荒井町千鳥店 676-0004 高砂市荒井町千鳥３－３－１１ 794440102 飲食店営業(4)その他 一般 西山 正浩 東播(加健)第401-532 令和3年1月15日 令和9年2月28日 令和3年1月15日
000028 3000179411 トトロ 676-0824 高砂市阿弥陀町南池１００－３ 794461255 飲食店営業(4)その他 一般 浅野 敏子 東播(加健)第401-533 令和3年1月15日 令和9年2月28日 令和3年1月15日
000028 3000179417 グリーングラス 675-0023 加古川市尾上町池田６４４－２１ 794226748 飲食店営業(4)その他 一般 辰巳 由比子 東播(加健)第401-535 令和3年1月15日 令和9年2月28日 令和3年1月15日
000028 3000179444 茶室ｂｅｎｉ 675-0122 加古川市別府町別府８９０ー１ 飲食店営業(4)その他 一般 曽 紅 東播(加健)第401-570 令和3年1月20日 令和9年2月28日 令和3年1月20日
000028 3000179450 珈集　加古川ヤマトヤシキ店 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８加古川ヤマトヤシキ３Ｆ 794902510 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社珈集 代表取締役 平野 薫大 673-0433 兵庫県三木市福井字八幡谷２１６５番地の１ 794826117 東播(加健)第401-571 令和3年1月20日 令和9年2月28日 令和3年1月20日
000028 3000179469 株式会社イシモト 675-0117 加古川市平岡町一色西２丁目９７－１ 794417458 食肉販売業 一般 株式会社イシモト 代表取締役 木場 英治 675-0115 兵庫県加古川市平岡町一色７１番地の２ 794417458 東播(加健)第427-77 令和3年1月22日 令和9年2月28日 令和3年1月22日
000028 3000179470 株式会社イシモト 675-0117 加古川市平岡町一色西２丁目９７－１ 794417458 食肉処理業 一般 株式会社イシモト 代表取締役 木場 英治 675-0115 兵庫県加古川市平岡町一色７１番地の２ 794417458 東播(加健)第426-7 令和3年1月22日 令和9年2月28日 令和3年1月22日
000028 3000179493 加古川ワインバル 675-0066 加古川市加古川町寺家町１６３－６ 794515960 そうざい製造業 一般 溝口 浩太郎 東播(加健)第409-11 令和3年1月26日 令和9年2月28日 令和3年1月26日
000028 3000179511 母とむすめ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 山本 千代香 東播(加健)第401-587 令和3年1月26日 令和8年2月28日 令和3年1月26日
000028 3000179522 イオン高砂店　巻き寿司部屋 676-0019 高砂市緑丘２丁目１番４０号 794442700 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 432126500 東播(加健)第401-589 令和3年1月26日 令和10年2月29日 令和3年1月26日
000028 3000179523 くろさわ　お好み焼店 671-0123 高砂市北浜町西浜１２０８－１１ 792541956 飲食店営業(4)その他 一般 黒澤 尚樹 東播(加健)第401-590 令和3年1月26日 令和9年2月28日 令和3年1月26日
000028 3000179524 Ｃａｌｌａ 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５２番地１０ミツヤビル４階南号 794241211 飲食店営業(4)その他 一般 籔下 佳子 東播(加健)第401-588 令和3年1月26日 令和9年2月28日 令和3年1月26日
000028 3000179527 心地庵　朝熊 675-0031 加古川市加古川町北在家３５２番地の７ 794515199 飲食店営業(4)その他 一般 合同会社朝熊 代表社員 髙島 明子 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家３５２番地の７ 794515199 東播(加健)第401-593 令和3年1月27日 令和9年2月28日 令和3年1月27日
000028 3000179528 おやっとさぁ 675-0151 加古郡播磨町野添１６７２－３ミクニビル１階 飲食店営業(4)その他 一般 住本 真弓 東播(加健)第401-592 令和3年1月28日 令和9年2月28日 令和3年1月28日
000028 3000179529 和ごころダイニング　はまゆうの家　播磨町 675-0150 加古郡播磨町南野添三丁目８番２０号 794351222 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ジャポネックス 取締役 迫井 圭二 672-8045 兵庫県姫路市飾磨区中野田一丁目２１番地 792357200 東播(加健)第401-594 令和3年1月28日 令和9年2月28日 令和3年1月28日
000028 3000179557 料理屋　かど咲 675-0066 加古川市加古川町寺家町６６－８柳川ビル１Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 角崎 隼人 東播(加健)第401-595 令和3年1月28日 令和9年2月28日 令和3年1月28日
000028 3000179561 小楽　東加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家１０８－４ＡＣＡＳＨ２１ビル１階Ａ号 飲食店営業(4)その他 一般 小野 卓也 東播(加健)第401-596 令和3年1月29日 令和9年2月28日 令和3年1月29日
000028 3000179564 (有)なりフーズ１ 675-0303 加古川市志方町細工所１１９ 794524958 食肉処理業 一般 有限会社なりフーズ１ 代表取締役 福本 吉成 675-0022 兵庫県加古川市尾上町口里７７０番地５０ 東播(加健)第426-8 令和3年1月29日 令和9年2月28日 令和3年1月29日
000028 3000179565 ｃａｆｅ　Ｗ 675-0022 加古川市尾上町口里１０４－７ 794419768 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社総建 代表取締役 阿部 誠 675-0022 兵庫県加古川市尾上町口里１０４－７ 東播(加健)第401-603 令和3年1月29日 令和9年2月28日 令和3年1月29日
000028 3000179594 ＤＡＭＡＲＵ 676-0826 高砂市阿弥陀町北山２３５ 飲食店営業(4)その他 一般 駒井 雅代 東播(加健)第401-611 令和3年2月3日 令和9年2月28日 令和3年2月3日
000028 3000179599 カラオケ　せわ女房 675-0123 加古川市別府町朝日町２２ 794352159 飲食店営業(4)その他 一般 中新 洋子 東播(加健)第401-612 令和3年2月3日 令和9年2月28日 令和3年2月3日
000028 3000179631 酒場ダイフク　２号店 675-0064 加古川市加古川町溝之口５０７サンライズビルＢ１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 松本 俊成 東播(加健)第401-617 令和3年2月4日 令和9年2月28日 令和3年2月4日
000028 3000179633 よし久 675-0027 加古川市尾上町今福２１６－６ 794242046 飲食店営業(4)その他 一般 後藤 久子 東播(加健)第401-618 令和3年2月5日 令和9年2月28日 令和3年2月5日
000028 3000179642 ワンミート 675-0045 加古川市西神吉町岸５００－２２ 794417431 食肉販売業 一般 株式会社ワンリンク 代表取締役 白井 雅章 676-0807 兵庫県高砂市米田町島７４番地の１Ｔ・Ｓビル３－Ａ 794321078 東播(加健)第427-80 令和3年2月5日 令和9年2月28日 令和3年2月5日
000028 3000179643 ワンミート 675-0045 加古川市西神吉町岸５００－２２ 794417431 食肉処理業 一般 株式会社ワンリンク 代表取締役 白井 雅章 676-0807 兵庫県高砂市米田町島７４番地の１Ｔ・Ｓビル３－Ａ 794321078 東播(加健)第426-9 令和3年2月5日 令和9年2月28日 令和3年2月5日
000028 3000179644 ワンミート 675-0045 加古川市西神吉町岸５００－２２ 794417431 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社ワンリンク 代表取締役 白井 雅章 676-0807 兵庫県高砂市米田町島７４番地の１Ｔ・Ｓビル３－Ａ 794321078 東播(加健)第419-7 令和3年2月5日 令和9年2月28日 令和3年2月5日
000028 3000179646 ＰｕｒｅＤｒｅａｍ（ピュアドリーム） 675-0004 加古川市神野町福留３８３－１ 794544343 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ダイサダミート 代表取締役 大浦 定良 675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町５３６番地の１ 794520558 東播(加健)第401-619 令和3年2月8日 令和8年2月28日 令和3年2月8日
000028 3000179649 お好み焼　たかちゃん 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５２－９ 794260973 飲食店営業(4)その他 一般 村畑 裕子 東播(加健)第401-620 令和3年2月8日 令和9年2月28日 令和3年2月8日
000028 3000179652 びすとろ　ねね 675-0039 加古川市加古川町粟津１１１２－３－１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 石原 美子 東播(加健)第401-621 令和3年2月8日 令和9年2月28日 令和3年2月8日
000028 3000179659 Ｇｉｒｌ’ｓ　Ｂａｒ　Ｃｈａｒｍｅ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７１－９富士ビルⅡ３Ｆ－Ａ 794262177 飲食店営業(4)その他 一般 河合 奈緒美 東播(加健)第401-622 令和3年2月8日 令和9年2月28日 令和3年2月8日
000028 3000179675 ｔｏｕｋｏｋｕｕ　ｃａｆｅ 675-0031 加古川市加古川町北在家２４４１－１ 飲食店営業(4)その他 一般 中村 佳奈 東播(加健)第401-623 令和3年2月10日 令和9年2月28日 令和3年2月10日
000028 3000179689 珈琲・スペース和 676-0078 高砂市伊保３丁目４－３２ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＣＡＰＡｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ 代表取締役 水谷 毅 676-0078 兵庫県高砂市伊保三丁目４番３２号 東播(加健)第401-634 令和3年2月10日 令和9年2月28日 令和3年2月10日
000028 3000179698 Ｋｏｒｅａｎ　Ｄｉｎｉｎｇ　ちび家 675-0101 加古川市平岡町新在家２－２６６－１森田ビル１０１ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＳＯＯＩ 代表取締役 越智 寛佳 675-0011 兵庫県加古川市野口町北野１２０７番地の２０３ 東播(加健)第401-628 令和3年2月12日 令和9年2月28日 令和3年2月12日
000028 3000179721 デイリーヤマザキＪＲ曽根駅北店 676-0815 高砂市阿弥陀１丁目５－２３ 794460606 飲食店営業(4)その他 一般 山崎製パン株式会社 代表取締役 飯島 延浩 101-0032 東京都千代田区岩本町三丁目１０番１号 338643111 東播(加健)第401-637 令和3年2月16日 令和9年2月28日 令和3年2月16日
000028 3000179731 カラオケ喫茶　あかり 675-0122 加古川市別府町別府９１８－３ハーモニータウン１０１号 794367766 飲食店営業(4)その他 一般 吉村 由美子 東播(加健)第401-638 令和3年2月17日 令和9年2月28日 令和3年2月17日
000028 3000179740 日清医療食品　甲南加古川病院事業所 675-0009 加古川市神野町西条１５４５－１ 794381740 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 332873611 東播(加健)第401-642 令和3年2月17日 令和9年2月28日 令和3年2月17日
000028 3000179741 眉月 676-0807 高砂市米田町島４１３－１－１ 794317380 飲食店営業(4)その他 一般 伊東 美津子 東播(加健)第401-644 令和3年2月17日 令和9年2月28日 令和3年2月17日
000028 3000179742 和薬膳料理と珈琲の店 プーラビエｐｕｒａｖｉｅ 675-0031 加古川市加古川町北在家２７２３センタービル１Ｆ１０６号 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 玉垣 優子 東播(加健)第401-643 令和3年2月17日 令和9年2月28日 令和3年2月17日
000028 3000179767 ＢＡＲ　２３１９ 675-0156 加古郡播磨町東本荘２丁目７－１２共進ビル２Ｆ１４号 794905858 飲食店営業(4)その他 一般 小林 めぐみ 東播(加健)第401-651 令和3年2月18日 令和9年2月28日 令和3年2月18日
000028 3000179777 久後石油株式会社　２号車 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 久後石油株式会社 代表取締役 久後 勇人 675-0007 兵庫県加古川市神野町西之山８５番地の１ 794231234 東播(加健)第401-650 令和3年2月19日 令和8年2月28日 令和3年2月19日
000028 3000179778 久後石油株式会社　２号車 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 久後石油株式会社 代表取締役 久後 勇人 675-0007 兵庫県加古川市神野町西之山８５番地の１ 794231234 東播(加健)第403-92 令和3年2月19日 令和8年2月28日 令和3年2月19日
000028 3000179779 ｐａｒｔｙ　ｓｐａｃｅ　ＲＯＩ 675-0101 加古川市平岡町新在家２－２８０－１３メゾン東加古川Ｂ１ 794272666 飲食店営業(4)その他 一般 宗次 貴之 東播(加健)第401-652 令和3年2月19日 令和9年2月28日 令和3年2月19日
000028 3000179791 丸山印刷（株）駐車場 676-0808 高砂市神爪１丁目１１番３３号 794321511 喫茶店営業 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町２丁目５４番地 792365800 東播(加健)第402-133 令和3年2月22日 令和8年2月28日 令和3年2月22日
000028 3000179815 ひまわりの郷 675-0034 加古川市加古川町稲屋９９５番地の２ 794515246 菓子製造業 一般 アロー株式会社 代表取締役 岸本 和哉 675-0034 兵庫県加古川市加古川町稲屋９９５番地の２ 794515246 東播(加健)第403-93 令和3年2月24日 令和9年2月28日 令和3年2月24日
000028 3000179831 ｃｏｃｏｙｕｉ 675-0038 加古川市加古川町木村６９５－３ 794517728 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 大介 東播(加健)第401-656 令和3年2月24日 令和9年2月28日 令和3年2月24日
000028 3000179832 セブンイレブン稲美野寺店 675-1104 加古郡稲美町野寺１０４５ 794957166 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社大伸 代表取締役 月田 伸一 675-0062 兵庫県加古川市加古川町美乃利３５０番地の２０ 794251401 東播(加健)第401-655 令和3年2月24日 令和10年2月29日 令和3年2月24日
000028 3000179839 こうめい 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社スリーパーティーズ 代表取締役 松田 宗久 507-0041 岐阜県多治見市太平町二丁目６８番地の２ 東播(加健)第401-659 令和3年2月24日 令和8年2月28日 令和3年2月24日
000028 3000179841 雅庵 676-0074 高砂市梅井４－２６－４ 飲食店営業(4)その他 一般 合同会社２５２５ｓｔｕｄｉｏ 代表社員 井村 仁美 672-8023 兵庫県姫路市白浜町乙３８６－１ 東播(加健)第401-658 令和3年2月25日 令和9年2月28日 令和3年2月25日
000028 3000179848 しゃかりき　加古川駅前店 675-0065 加古川市加古川町篠原町１－１０華宝ビルＡ－１ 794904224 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社プントワークス 代表取締役 宮永 敏英 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町４３１番地の１ 794222969 東播(加健)第401-661 令和3年2月25日 令和9年2月28日 令和3年2月25日
000028 3000179862 シェア　ザ　スープ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 794971005 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社ＷＡパートナーズ 代表取締役 水口 奈々 675-1105 兵庫県加古郡稲美町加古２７５３番地 794971005 東播(加健)第401-660 令和3年2月25日 令和8年2月28日 令和3年2月25日
000028 3000179863 稲美セントラル 675-1105 加古郡稲美町加古２７５３ 794971005 そうざい製造業 一般 株式会社ＷＡパートナーズ 代表取締役 水口 奈々 675-1105 兵庫県加古郡稲美町加古２７５３番地 794971005 東播(加健)第409-12 令和3年2月25日 令和9年2月28日 令和3年2月25日
000028 3000179864 稲美セントラル 675-1105 加古郡稲美町加古２７５３ 794971005 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社ＷＡパートナーズ 代表取締役 水口 奈々 675-1105 兵庫県加古郡稲美町加古２７５３番地 794971005 東播(加健)第419-8 令和3年2月25日 令和9年2月28日 令和3年2月25日
000028 3000179895 宴や　ねごと 676-0051 高砂市高砂町横町１０４５ 794430222 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社ベストシステム 代表取締役 下川 道也 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町１０４５番地 794430222 東播(加健)第419-9 令和3年3月1日 令和9年5月31日 令和3年3月1日
000028 3000179917 彦 675-0335 加古川市志方町原２１４－１ 794523550 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社彦太力 代表取締役 大浦 智子 675-0335 兵庫県加古川市志方町原２１４番地の１ 794523550 東播(加健)第401-662 令和3年3月2日 令和9年5月31日 令和3年3月2日
000028 3000179918 おにぎり田んぼ 675-0054 加古川市米田町平津３４９－２ 飲食店営業(4)その他 一般 菅原 由紀子 東播(加健)第401-663 令和3年3月2日 令和9年5月31日 令和3年3月2日
000028 3000179959 ヤマダストアー阿弥陀店 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀６９番１ 794472611 飲食店営業(4)その他 一般 ヤマダストアー株式会社 代表取締役 山田 和弘 671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤４９５番地１ 792773890 東播(加健)第401-667 令和3年3月5日 令和10年5月31日 令和3年3月5日
000028 3000179960 ヤマダストアー阿弥陀店 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀６９番１ 794472611 菓子製造業 一般 ヤマダストアー株式会社 代表取締役 山田 和弘 671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤４９５番地１ 792773890 東播(加健)第403-94 令和3年3月5日 令和10年5月31日 令和3年3月5日
000028 3000179961 ヤマダストアー阿弥陀店 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀６９番１ 794472611 喫茶店営業 自動販売機 ヤマダストアー株式会社 代表取締役 山田 和弘 671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤４９５番地１ 792773890 東播(加健)第402-135 令和3年3月5日 令和8年5月31日 令和3年3月5日
000028 3000179962 より路 675-0313 加古川市志方町投松２２８－３ 飲食店営業(4)その他 一般 是枝 正恵 東播(加健)第401-668 令和3年3月5日 令和9年5月31日 令和3年3月5日
000028 3000179963 ｃａｆｅ　ＣＨＡＰＰＹ 675-0041 加古川市西神吉町宮前８２１番地の４３ 794327480 飲食店営業(4)その他 一般 Ｃｈａｒｍｉｎｇ　Ｈａｐｐｙ商事株式会社 代表取締役 阿部 まゆみ 675-0041 兵庫県加古川市西神吉町宮前８２１番地の４３ 794327480 東播(加健)第401-669 令和3年3月5日 令和9年5月31日 令和3年3月5日
000028 3000179965 グリーン・パック 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社グリーン・パツク 代表取締役 野村 正弘 652-0893 兵庫県神戸市兵庫区南逆瀬川町１番１３号 786514567 東播(加健)第401-665 令和3年3月5日 令和8年5月31日 令和3年3月5日
000028 3000179966 なおちゃんら～めん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 松川 直樹 東播(加健)第401-670 令和3年3月5日 令和8年5月31日 令和3年3月5日
000028 3000179972 グリーン・パック 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社グリーン・パツク 代表取締役 野村 正弘 652-0893 兵庫県神戸市兵庫区南逆瀬川町１番１３号 786514567 東播(加健)第401-666 令和3年3月5日 令和8年5月31日 令和3年3月5日
000028 3000179981 りよん 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７０－１４サミットシティビル２Ｆ 794222010 飲食店営業(4)その他 一般 大庭 千枝 東播(加健)第401-672 令和3年3月5日 令和9年5月31日 令和3年3月5日
000028 3000180014 Ａｍｉｇｏ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 野々村 優子 東播(加健)第401-675 令和3年3月9日 令和8年5月31日 令和3年3月9日
000028 3000180018 王様食堂 675-0013 加古川市野口町二屋３６３－７クリスタルビル１Ｆ 794902901 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社Ｇｒｏｗｔｈ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 代表取締役 道下 周平 650-0033 兵庫県神戸市中央区江戸町９８－１－２－９号 785996883 東播(加健)第401-673 令和3年3月9日 令和9年5月31日 令和3年3月9日
000028 3000180025 パルプラザ　肉のヒライ 675-0321 加古川市志方町志方町１５３８－１パルプラザ 794525129 食肉販売業 一般 株式会社ヒライ 代表取締役 平井 雄一郎 675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町１２００番地の２ 794524129 東播(加健)第427-85 令和3年3月9日 令和9年5月31日 令和3年3月9日
000028 3000180028 従業員食堂 675-0063 加古川市加古川町平野１２５－１ 794575001 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社神戸物産 代表取締役 沼田 博和 675-0063 兵庫県加古川市加古川町平野１２５番１ 794966610 東播(加健)第401-676 令和3年3月12日 令和9年5月31日 令和3年3月12日
000028 3000180030 ＫＯＴＯＲＩ 675-0143 加古郡播磨町宮北１丁目５番２号 794365577 飲食店営業(4)その他 一般 田中 小百合 東播(加健)第401-677 令和3年3月10日 令和9年5月31日 令和3年3月10日
000028 3000180037 デイサービスセンターおひさま 675-0008 加古川市新神野３丁目１８－２０ 794383000 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社入船 代表取締役 入江 健介 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町１０３３番地 794575566 東播(加健)第401-678 令和3年3月10日 令和9年5月31日 令和3年3月10日
000028 3000180039 あるこキッチン 675-0014 加古川市野口町古大内９００番地 794250531 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 オークラサービス株式会社 代表取締役 大庫 隆夫 675-0014 兵庫県加古川市野口町古大内９００番地 794250531 東播(加健)第401-679 令和3年3月10日 令和10年5月31日 令和3年3月10日
000028 3000180047 若竹寮 675-0014 加古川市野口町古大内１９１－１ 794201682 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社入船 代表取締役 入江 建介 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町１０３３番地 794435500 東播(加健)第401-680 令和3年3月12日 令和9年5月31日 令和3年3月12日
000028 3000180068 ＣａｔＷａｌｋ 675-0035 加古川市加古川町友沢３８２－３ 794981390 菓子製造業 一般 中川 由紀子 東播(加健)第403-95 令和3年3月12日 令和9年5月31日 令和3年3月12日
000028 3000180081 カフェ　すまいる 675-0019 加古川市野口町水足３３３－３３３陵南公民館内 794567110 飲食店営業(4)その他 一般 特定非営利活動法人ＣＯＯＫＩＥＳすまいる 理事 須藤 美知子 675-0111 兵庫県加古川市平岡町二俣字旭７６２番地２ 794515021 東播(加健)第401-683 令和3年3月18日 令和9年5月31日 令和3年3月18日
000028 3000180083 デイケア食堂　ゆったり庵 675-1115 加古郡稲美町国岡２－４－３ 794920935 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人のじぎく高砂 理事 井上 恒夫 676-0072 兵庫県高砂市伊保港町二丁目７番１３号 794463612 東播(加健)第401-684 令和3年3月18日 令和9年5月31日 令和3年3月18日
000028 3000180090 兵庫県立加古川南高等学校　内食堂 675-0035 加古川市加古川町友沢６５－１ 794212373 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ホーユー 代表取締役 山浦 芳樹 730-0843 広島県広島市中区舟入本町１７番１号 825770035 東播(加健)第401-685 令和3年3月18日 令和10年5月31日 令和3年3月18日
000028 3000180093 小林農園 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 小林 由孝 東播(加健)第401-686 令和3年3月18日 令和8年5月31日 令和3年3月18日
000028 3000180095 高砂給食センター 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目２７５８－８ 794421282 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番２０号 664588801 東播(加健)第401-687 令和3年3月18日 令和10年5月31日 令和3年3月18日
000028 3000180096 高砂社員クラブ 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目７番３１号 飲食店営業(4)その他 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番２０号 664588801 東播(加健)第401-688 令和3年3月18日 令和9年5月31日 令和3年3月18日
000028 3000180102 Ｎ－ｋｉｔｃｈｅｎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 安田 雄樹 東播(加健)第401-689 令和3年3月18日 令和8年5月31日 令和3年3月18日
000028 3000180103 Ｎ－ｋｉｔｃｈｅｎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 安田 雄樹 東播(加健)第403-96 令和3年3月18日 令和8年5月31日 令和3年3月18日
000028 3000180114 ＲＯＯＭ　２ 675-0066 加古川市加古川町寺家町２５－２ 飲食店営業(4)その他 一般 岩本 卓也 東播(加健)第401-692 令和3年3月18日 令和9年5月31日 令和3年3月18日
000028 3000180115 パシュパティ　カレー　レストラン 675-0104 加古川市平岡町土山８５０－１イオンタウン東加古川内 789440185 飲食店営業(4)その他 一般 サプコタ パシュパティ 東播(加健)第401-690 令和3年3月18日 令和9年5月31日 令和3年3月18日
000028 3000180121 特別養護老人ホーム　めぐみ苑 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀４３－１ 794490111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 332873611 東播(加健)第401-693 令和3年3月19日 令和9年5月31日 令和3年3月19日
000028 3000180122 おおきに 675-0026 加古川市尾上町旭１丁目３３－９ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アシスト 代表取締役 橋本 慎吾 675-0034 兵庫県加古川市加古川町稲屋３６番地の２グランプレステージ加古川Ⅱ９０９号 794977738 東播(加健)第401-691 令和3年3月19日 令和9年5月31日 令和3年3月19日
000028 3000180123 ニッケ・ケアサービスあすも弐番館内  （株）日米クック 675-0037 加古川市加古川町本町２３９－１ 794562555 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社日米クック 代表取締役 米谷 素明 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中一丁目１７番２２号 664522135 東播(加健)第401-696 令和3年3月19日 令和9年5月31日 令和3年3月19日
000028 3000180124 ニッケ・ケアサービスつどい内（株）日米クック 675-0037 加古川市加古川町本町２３９－１ 794210005 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社日米クック 代表取締役 米谷 素明 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中一丁目１７番２２号 664522135 東播(加健)第401-695 令和3年3月19日 令和9年5月31日 令和3年3月19日
000028 3000180130 ニッケ・ケアサービスあすも内（株）日米クック 675-0037 加古川市加古川町本町２３９－１ 794562555 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社日米クック 代表取締役 米谷 素明 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中一丁目１７番２２号 664522135 東播(加健)第401-694 令和3年3月19日 令和9年5月31日 令和3年3月19日
000028 3000180145 みどり園 675-0104 加古川市平岡町土山４２３－９ 783854759 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＬＥＯＣ 代表取締役 森井 秀和 100-0004 東京都千代田区大手町一丁目１番３号 352208550 東播(加健)第401-697 令和3年3月23日 令和9年5月31日 令和3年3月23日
000028 3000180149 陽だまりの家 675-0104 加古川市平岡町土山４２３－１７ 789433495 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＬＥＯＣ 代表取締役 森井 秀和 100-0004 東京都千代田区大手町一丁目１番３号 352208550 東播(加健)第401-698 令和3年3月23日 令和10年5月31日 令和3年3月23日
000028 3000180166 母とむすめ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 山本 千代香 東播(加健)第403-97 令和3年3月23日 令和8年5月31日 令和3年3月23日
000028 3000180187 Ｔｅａ　ａｎｄ　Ｕｍｅｓｈｕ  ｍａｔｅｒｉａｌ　ｃａｆｅ 675-0150 加古郡播磨町南野添２－６－９ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＧＥＮコーポレーション 代表取締役 近藤 昌宏 675-0150 兵庫県加古郡播磨町南野添二丁目６番９号 東播(加健)第401-700 令和3年3月23日 令和9年5月31日 令和3年3月23日
000028 3000180190 割烹井口東加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５７－１ＲＣビル１Ｆ南 794209399 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 二井内 尚洋 東播(加健)第401-699 令和3年3月24日 令和9年5月31日 令和3年3月24日
000028 3000180242 太田ルーフ　リフォーム営業部・ドバドゥバ 675-0005 加古川市神野町石守７２０番地の４ 飲食店営業(4)その他 一般 川本 重樹 東播(加健)第401-701 令和3年3月29日 令和9年5月31日 令和3年3月29日
000028 3000180252 ２９・笑（ｎｉｋｕ・ｎｉｋｏ） 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７６－１５美幸ビル１Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社トラスティア 代表取締役 井村 由佳里 675-0011 兵庫県加古川市野口町北野１２２９番地の４２ 794231560 東播(加健)第401-702 令和3年3月29日 令和9年5月31日 令和3年3月29日
000028 3000180253 ２９・笑（ｎｉｋｕ・ｎｉｋｏ） 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７６－１５美幸ビル１Ｆ 食肉販売業 一般 株式会社トラスティア 代表取締役 井村 由佳里 675-0011 兵庫県加古川市野口町北野１２２９番地の４２ 794231560 東播(加健)第427-86 令和3年3月29日 令和9年5月31日 令和3年3月29日
000028 3000180271 別亭　石窯ステーキ　志方亭 675-0121 加古川市別府町新野辺北町６－４４ 794412989 食肉販売業 一般 神戸肉推進機構株式会社 代表取締役 新田 大 675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町４９４番地の２ 東播(加健)第427-87 令和3年3月31日 令和9年5月31日 令和3年3月31日
000028 3000180280 麻雀クラブ　ミリオン 676-0078 高砂市伊保２丁目５－２５ 飲食店営業(4)その他 一般 河本 恵子 東播(加健)第401-703 令和3年3月29日 令和9年5月31日 令和3年3月29日
000028 3000180281 母とむすめ 675-0335 加古川市志方町原８６５ 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 山本 千代香 東播(加健)第401-704 令和3年3月29日 令和9年5月31日 令和3年3月29日



000028 3000180308 おにぎりのきもち 675-0122 加古川市別府町別府９０５－７１Ｆ南側店舗 飲食店営業(4)その他 一般 中西 敏博 東播(加健)第401-705 令和3年3月30日 令和9年5月31日 令和3年3月30日
000028 3000180323 ハワイアンフードトラック　ＬｏｃｏＫｉｉ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 北林 翼 東播(加健)第401-706 令和3年3月31日 令和8年5月31日 令和3年3月31日
000028 3000180329 喫茶　さちこ 675-0066 加古川市加古川町寺家町３８４－１０ 794261855 飲食店営業(4)その他 一般 小原 幸子 東播(加健)第401-707 令和3年3月31日 令和9年5月31日 令和3年3月31日
000028 3000180336 株式会社Ｐｉｔａ　Ｌｉｎｋ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社Ｐｉｔａ　Ｌｉｎｋ 代表取締役 森口 和樹 679-0303 兵庫県西脇市黒田庄町前坂１９７２番地 795202705 東播(加健)第401-1 令和3年4月1日 令和8年5月31日 令和3年4月1日
000028 3000180337 株式会社Ｐｉｔａ　Ｌｉｎｋ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 株式会社Ｐｉｔａ　Ｌｉｎｋ 代表取締役 森口 和樹 679-0303 兵庫県西脇市黒田庄町前坂１９７２番地 795202705 東播(加健)第403-1 令和3年4月1日 令和8年5月31日 令和3年4月1日
000028 3000180354 ＧＬＯＲＩＡ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７０－１フジビル４Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 大西 勇貴 東播(加健)第401-3 令和3年4月7日 令和9年5月31日 令和3年4月7日
000028 3000180367 メルヘンの洋菓子 675-0011 加古川市野口町北野１２１７－６ 794245661 菓子製造業 一般 木戸 宣夫 東播(加健)第403-2 令和3年4月6日 令和9年5月31日 令和3年4月6日
000028 3000180399 さわなか 675-0017 加古川市野口町良野９６１－４ 794253338 食肉販売業 一般 澤中 貴人 東播(加健)第427-1 令和3年4月8日 令和9年5月31日 令和3年4月8日
000028 3000180404 ｈｏｏ－ＨＡ　(フーハ) 675-0065 加古川市加古川町篠原町７２－４－２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社フラップアップ・ケイ 代表取締役 向野 拓馬 675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原２１番８号 794214129 東播(加健)第401-5 令和3年4月9日 令和9年5月31日 令和3年4月9日
000028 3000180419 おやじの日替り弁当 675-0157 加古郡播磨町上野添１－８－１４ 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 林 岳之 東播(加健)第401-6 令和3年4月9日 令和9年5月31日 令和3年4月9日
000028 3000180422 ｃａｆｅビオラ 675-0057 加古川市東神吉町神吉１２５０－２ 794229855 飲食店営業(4)その他 一般 特定非営利活動法人ビオラ 理事 岸田 毅志 675-0057 兵庫県加古川市東神吉町神吉８２３－２４３ 794229855 東播(加健)第401-8 令和3年4月12日 令和9年5月31日 令和3年4月12日
000028 3000180423 ｃａｆｅビオラ 675-0057 加古川市東神吉町神吉１２５０－２ 794229855 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人ビオラ 理事 岸田 毅志 675-0057 兵庫県加古川市東神吉町神吉８２３－２４３ 794229855 東播(加健)第403-3 令和3年4月12日 令和9年5月31日 令和3年4月12日
000028 3000180424 京商会合同会社　鮨処　つぼ田 675-0066 加古川市加古川町寺家町４２７－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 京商会合同会社 代表社員 坪田 美也子 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町４２７番地の１ 東播(加健)第401-7 令和3年4月12日 令和9年5月31日 令和3年4月12日
000028 3000180438 稲美食肉加工センター 675-1105 加古郡稲美町加古２７５３ 794971005 食肉販売業 一般 株式会社ＷＡパートナーズ 代表取締役 水口 奈々 675-1105 兵庫県加古郡稲美町加古２７５３番地 794971005 東播(加健)第427-2 令和3年4月13日 令和9年5月31日 令和3年4月13日
000028 3000180443 和処　斗 676-0804 高砂市美保里２５－２５ 794394716 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松浦 ひとみ 東播(加健)第401-10 令和3年4月13日 令和9年5月31日 令和3年4月13日
000028 3000180444 ＨＹＧＧＥ℃ 675-0044 加古川市西神吉町大国８３６－４ 794320866 飲食店営業(4)その他 一般 冨田 由加里 東播(加健)第401-11 令和3年4月13日 令和9年5月31日 令和3年4月13日
000028 3000180448 ワークハウス「くれよん」 675-0131 加古川市別府町新野辺５７４－３３ 794379040 菓子製造業 一般 社会福祉法人加古川くれよん福祉会 理事長 遠藤 順造 675-0131 兵庫県加古川市別府町新野辺５７４－３３ 794379040 東播(加健)第403-004 令和3年4月20日 令和10年5月31日 令和3年4月20日
000028 3000180452 スナック　ＬＯＶＥＲ 675-0066 加古川市加古川町寺家町３６２－１ビアンテビル２階 飲食店営業(4)その他 一般 長谷田 リサ 東播(加健)第401-9 令和3年4月13日 令和9年5月31日 令和3年4月13日
000028 3000180461 ロピア　加古川センター 675-0103 加古川市平岡町高畑５２０－１６ 794516444 そうざい製造業 一般 株式会社ロピア 代表取締役 髙木 勇輔 212-0016 神奈川県川崎市幸区南幸町二丁目９番地 445896464 東播(加健)第409-1 令和3年4月16日 令和9年5月31日 令和3年4月16日
000028 3000180462 ロピア　加古川センター 675-0103 加古川市平岡町高畑５２０－１６ 794516444 食肉販売業 一般 株式会社ロピア 代表取締役 髙木 勇輔 212-0016 神奈川県川崎市幸区南幸町二丁目９番地 445896464 東播(加健)第427-4 令和3年4月16日 令和9年5月31日 令和3年4月16日
000028 3000180463 ロピア　加古川センター 675-0103 加古川市平岡町高畑５２０－１６ 794516444 菓子製造業 一般 株式会社ロピア 代表取締役 髙木 勇輔 212-0016 神奈川県川崎市幸区南幸町二丁目９番地 445896464 東播(加健)第403-6 令和3年4月16日 令和9年5月31日 令和3年4月16日
000028 3000180465 ぱふぱふ堂 675-0066 加古川市加古川町寺家町１６５ 794563550 菓子製造業 一般 藤原 祐介 東播(加健)第403-8 令和3年4月16日 令和9年5月31日 令和3年4月16日
000028 3000180484 日本一たい焼　兵庫加古川志方コスモス畑店 675-0304 加古川市志方町高畑１９８－１ 794515127 菓子製造業 一般 株式会社山本ウイング５１ 代表取締役 山本 隆司 679-4212 兵庫県姫路市林田町松山７０９番地 792613916 東播(加健)第403-7 令和3年4月16日 令和9年5月31日 令和3年4月16日
000028 3000180519 えのもと食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 榎本 通幸 東播(加健)第401-15 令和3年4月21日 令和8年5月31日 令和3年4月21日
000028 3000180520 Ｔｗｏ－Ｓｔａｒ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 669-2402 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 二星 力 東播(加健)第401-16 令和3年4月21日 令和8年5月31日 令和3年4月21日
000028 3000180528 イタメシＢＡＬ　クワトロバジーナ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 花房 克英 東播(加健)第401-17 令和3年4月20日 令和8年5月31日 令和3年4月20日
000028 3000180545 ＨＡＳＨＩＧＯ 675-0123 加古川市別府町朝日町７駅前ビル１Ｆ 794378077 飲食店営業(4)その他 一般 奥田 祐士郎 東播(加健)第401-20 令和3年4月21日 令和9年5月31日 令和3年4月21日
000028 3000180546 加古川ヤマトヤシキ  (惣菜売場) 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８　ＢＦ 794251221 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社加古川ヤマトヤシキ 代表取締役 飯野 信和 675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原町２１番地の８ 794251221 東播(加健)第401-21 令和3年4月22日 令和9年5月31日 令和3年4月22日
000028 3000180565 社会福祉法人播磨町社会福祉協議会  播磨町デイサービスセンター 675-0145 加古郡播磨町南大中１丁目８番５０号 794376155 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社入船 代表取締役 入江 建介 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町１０３３番地 794435500 東播(加健)第401-28 令和3年4月25日 令和9年5月31日 令和3年4月25日
000028 3000180570 ０１Ｇａｒｄｅｎ　ＫＡＫＯＧＡＷＡ 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１番８号ヤマトヤシキ屋上 794212779 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社フラップアップ・ケイ 代表取締役 向野 拓馬 675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原２１番８号 794224129 東播(加健)第401-29 令和3年4月25日 令和8年5月31日 令和3年4月25日
000028 3000180577 広島たま屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 929182526 菓子製造業 露店 株式会社合格 代表取締役 玉井 宏生 818-0117 福岡県太宰府市宰府一丁目１４番３４号 929182526 東播(加健)第403-10 令和3年4月26日 令和8年5月31日 令和3年4月26日
000028 3000180584 一輪 676-0082 高砂市曽根町２２８４－７ 794981197 飲食店営業(4)その他 一般 藤田 裕貴 東播(加健)第401-40 令和3年4月23日 令和9年5月31日 令和3年4月23日
000028 3000180598 もつ鍋ダイニング北斗 675-0102 加古川市平岡町西谷４０－１５ 794266015 飲食店営業(4)その他 一般 山下 征紀 東播(加健)第401-22 令和3年4月28日 令和9年5月31日 令和3年4月28日
000028 3000180600 キッチン五斗米 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 清水 文博 東播(加健)第401-45 令和3年4月27日 令和8年5月31日 令和3年4月27日
000028 3000180607 肉タレ屋　加古川店 675-0066 加古川市加古川町寺家町１７３－１ニッケパークタウン本館２Ｆ 794977880 飲食店営業(4)その他 一般 山元 弘志 東播(加健)第401-47 令和3年4月27日 令和9年5月31日 令和3年4月27日
000028 3000180625 お好み焼き　こころ 675-0008 加古川市新神野３丁目２７－８－３ 飲食店営業(4)その他 一般 谷口 延代 東播(加健)第401-52 令和3年4月26日 令和9年5月31日 令和3年4月26日
000028 3000180628 ＢＵＮＮＹ　ＢＡＲ　Ｃｈａｒｉｎｋｏ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６４番地５ＩＫＫＯＵ．ＢＬＤ１階Ａ号室 794570777 飲食店営業(4)その他 一般 ＩＮＳＯＵ　Ｗｅｓｔ株式会社 代表取締役 中岡 大亮 550-0013 大阪府大阪市西区新町三丁目６番１０号 665360202 東播(加健)第401-55 令和3年4月26日 令和9年5月31日 令和3年4月26日
000028 3000180636 Ｒｕｐｏ 675-0062 加古川市加古川町美乃利１５３番４ 飲食店営業(4)その他 一般 山本 恭士子 東播(加健)第401-56 令和3年4月28日 令和9年5月31日 令和3年4月28日
000028 3000180637 ｂｌｏｃｋ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 松本 研人 東播(加健)第401-58 令和3年4月28日 令和8年5月31日 令和3年4月28日
000028 3000180654 大和会館　米田やわらぎホール 675-0054 加古川市米田町平津６７８－１ 794315969 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社大和生研 代表取締役 山下 裕史 670-0936 兵庫県姫路市古二階町６３番地 792890117 東播(加健)第401-62 令和3年4月28日 令和10年5月31日 令和3年4月28日
000028 3000180657 ＭＯＳＴ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 岡本 政貴 東播(加健)第401-65 令和3年4月28日 令和8年5月31日 令和3年4月28日
000028 3000180659 和ごころダイニング　ひのでの家 676-0805 高砂市米田町米田９７１番地１９ 794346300 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ジャポネックス 取締役 迫井 圭二 672-8045 兵庫県姫路市飾磨区中野田一丁目２１番地 792357200 東播(加健)第401-63 令和3年4月28日 令和9年5月31日 令和3年4月28日
000028 3000180662 ＮＩＧＩＹＡＫＡＳＩ　平田屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 橘田 将吾 東播(加健)第401-68 令和3年5月6日 令和8年5月31日 令和3年5月6日
000028 3000180667 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　Ａｎｅｌｌｏ 675-0101 加古川市平岡町新在家３丁目２８１番アドニス２１　１階１号室 794515393 菓子製造業 一般 大西 有理 東播(加健)第403-15 令和3年4月28日 令和9年5月31日 令和3年4月28日
000028 3000180683 日乃屋カレー　播磨 675-0147 加古郡播磨町南大中３丁目２－７ 794905800 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＮＯＲＩＹＡＳＵ 代表取締役 軌保 秀作 670-0056 兵庫県姫路市東今宿一丁目５番１１－１００６号 792958303 東播(加健)第401-66 令和3年4月28日 令和9年5月31日 令和3年4月28日
000028 3000180685 １３２　ｃａｆｅ 675-0023 加古川市尾上町池田２５４ 794247115 飲食店営業(4)その他 一般 小久保 雅代 東播(加健)第401-71 令和3年4月28日 令和9年5月31日 令和3年4月28日
000028 3000180692 花茶花茶 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 佐藤 宏明 東播(加健)第401-74 令和3年5月6日 令和8年5月31日 令和3年5月6日
000028 3000180704 Ｂｕｒｇｅｒ　ｓｈｏｐ　ＳＷＡＬＬＯＷ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 田原 貴昭 東播(加健)第401-78 令和3年5月10日 令和8年5月31日 令和3年5月10日
000028 3000180716 ラーメン山岡家　加古川平岡店 675-0113 加古川市平岡町中野７９３－１ 794518260 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社丸千代山岡家 代表取締役 山岡 正 007-0827 北海道札幌市東区東雁来七条一丁目４番３２号 117817170 東播(加健)第401-54 令和3年5月10日 令和9年5月31日 令和3年5月10日
000028 3000180717 木村屋 676-0014 高砂市荒井町日之出町４－１１ 飲食店営業(4)その他 一般 木村 謙介 東播(加健)第401-81 令和3年5月7日 令和9年5月31日 令和3年5月7日
000028 3000180718 木村屋 676-0014 高砂市荒井町日之出町４－１１ 魚介類販売業 一般 木村 謙介 東播(加健)第429-6 令和3年5月7日 令和9年5月31日 令和3年5月7日
000028 3000180723 神孝丸 676-0082 高砂市曽根町２２９９－５０ 魚介類販売業 一般 神吉 孝 東播(加健)第429-7 令和3年5月7日 令和9年5月31日 令和3年5月7日
000028 3000180724 本の香り 676-0808 高砂市神爪一丁目２番１１号 飲食店営業(4)その他 一般 植松 香織 東播(加健)第401-82 令和3年5月7日 令和9年5月31日 令和3年5月7日
000028 3000180731 Ｒｅ＆（リアンド） 675-0066 加古川市加古川町寺家町３６２－１　２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 嶋崎 数幸 東播(加健)第401-85 令和3年5月6日 令和9年5月31日 令和3年5月6日
000028 3000180747 Ｃｏｃｏ　ｒｅ　ｌｉｅｎ’ｓ 675-0066 加古川市加古川町寺家町１５７－１１　２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 坂井 勇仁 東播(加健)第401-83 令和3年5月7日 令和9年5月31日 令和3年5月7日
000028 3000180751 バックヤードキッチン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 神澤 宗隆 東播(加健)第401-80 令和3年5月7日 令和8年5月31日 令和3年5月7日
000028 3000180755 遊びＢＡＲ 675-0013 加古川市野口町二屋３６３－７クリスタルビル３Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 大川 雅史 東播(加健)第401-90 令和3年5月10日 令和9年5月31日 令和3年5月10日
000028 3000180764 Ｓｋｙ.Ｈｏｒｓｅ　Ｓ＆Ｒ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６５－１０レインボープラザ東加古川２０１、２０２ 飲食店営業(4)その他 一般 伊藤 大輝 東播(加健)第401-89 令和3年5月10日 令和9年5月31日 令和3年5月10日
000028 3000180785 純和牛ステーキ　おおくぼ　播磨本店 675-0148 加古郡播磨町北古田２－３－２１ 794352917 そうざい製造業 一般 有限会社おおくぼ 取締役 川上 哲司 675-0148 兵庫県加古郡播磨町北古田二丁目３番２１号 794352917 東播(加健)第409-5 令和3年5月12日 令和9年5月31日 令和3年5月12日
000028 3000180798 カラオケ＆スナック三葉 675-0156 加古郡播磨町東本荘３丁目２－６味街ビル１Ｆ 794977273 飲食店営業(4)その他 一般 橋本 文人 東播(加健)第401-97 令和3年5月12日 令和9年5月31日 令和3年5月12日
000028 3000180807 焼肉処　こずち 675-0045 加古川市西神吉町岸２８４ 794334129 飲食店営業(4)その他 一般 上村 あずさ 東播(加健)第401-104 令和3年5月12日 令和9年5月31日 令和3年5月12日
000028 3000180818 グリルキッチンきんねこ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 西垣 俊彦 東播(加健)第401-94 令和3年5月12日 令和8年5月31日 令和3年5月12日
000028 3000180819 カラオケＢａｒ　ｃｌａｎ 676-0082 高砂市曽根町２５０５－１ 飲食店営業(4)その他 一般 湯浅 直樹 東播(加健)第401-111 令和3年5月14日 令和9年5月31日 令和3年5月14日
000028 3000180823 イタリアーノ　エスプレッソ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 佐藤 総一 東播(加健)第401-113 令和3年5月14日 令和8年5月31日 令和3年5月14日
000028 3000180832 ｊａｍｊａｍ　ｃａｆｅ 675-0144 加古郡播磨町北本荘４丁目７－１１ 飲食店営業(4)その他 一般 横山 綾香 東播(加健)第401-117 令和3年5月14日 令和9年5月31日 令和3年5月14日
000028 3000180836 新在家ラーメンもんど 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７３－８ 794208123 飲食店営業(4)その他 一般 大村 浩二 東播(加健)第401-114 令和3年5月17日 令和9年5月31日 令和3年5月17日
000028 3000180861 ＪＦＥプラントエンジ株式会社内食堂 675-0155 加古郡播磨町新島１ 794371565 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社入船 代表取締役 入江 建介 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町１０３３ 794435500 東播(加健)第401-125 令和3年5月20日 令和9年5月31日 令和3年5月20日
000028 3000180866 喫茶　園 675-0151 加古郡播磨町野添１６７０－１ 飲食店営業(4)その他 一般 山口 美佐 東播(加健)第401-127 令和3年5月19日 令和9年5月31日 令和3年5月19日
000028 3000180870 ㈱ティ・ティ・コーポレーション 675-1112 加古郡稲美町六分一１１７６ 794923208 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 村上給食株式会社 代表取締役 小椋 浩之介 577-0004 大阪府東大阪市稲田新町三丁目４番１１号 667461050 東播(加健)第401-122 令和3年5月19日 令和9年5月31日 令和3年5月19日
000028 3000180871 東洋ゴム化工品株式会社　明石工場 675-1112 加古郡稲美町六分一１１８３ 794951421 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 村上給食株式会社 代表取締役 小椋 浩之介 577-0004 大阪府東大阪市稲田新町三丁目４番１１号 667461050 東播(加健)第401-123 令和3年5月19日 令和9年5月31日 令和3年5月19日
000028 3000180888 イオン加古川店　寿司作業場 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１ 794254121 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0000 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 432126500 東播(加健)第401-124 令和3年5月19日 令和9年5月31日 令和3年5月19日
000028 3000180896 癒しどころ　李庵 675-0121 加古川市別府町新野辺北町５丁目１０５－３ 794558866 飲食店営業(4)その他 一般 李 鳳花 東播(加健)第401-138 令和3年5月20日 令和9年5月31日 令和3年5月20日
000028 3000180903 ＣＡＳＡ　ＤＥ　ＳＡＲＡＳＡ　ＨＩＭＥＪＩ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 榧野 孝夫 東播(加健)第401-133 令和3年5月20日 令和8年5月31日 令和3年5月20日
000028 3000180906 ＫｏＺ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 小澤 久美子 東播(加健)第401-140 令和3年5月20日 令和8年5月31日 令和3年5月20日
000028 3000180907 ａｔ　ｈｏｍｅ　ｐｌａｃｅ 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２６３－１ＨＫビル２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 森岡 優 東播(加健)第401-139 令和3年5月20日 令和9年5月31日 令和3年5月20日
000028 3000180910 ＣＯＭＰ４４８３（加古川中央市民病院　職員食堂） 675-0037 加古川市加古川町本町４３９番地加古川中央市民病院３Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 エームサービス株式会社 代表取締役 小谷　周 107-0052 東京都港区赤坂二丁目２３番１号 362347500 東播(加健)第401-141 令和3年5月21日 令和10年5月31日 令和3年5月21日
000028 3000180916 髙安商店 676-0004 高砂市荒井町千鳥２丁目１４－１７ 794420526 飲食店営業(4)その他 一般 髙安 智俊 東播(加健)第401-143 令和3年5月21日 令和9年5月31日 令和3年5月21日
000028 3000180917 髙安商店 676-0004 高砂市荒井町千鳥２丁目１４－１７ 794420526 魚介類販売業 一般 髙安 智俊 東播(加健)第429-11 令和3年5月21日 令和9年5月31日 令和3年5月21日
000028 3000180942 Ｖｉｔｏｎ 676-0016 高砂市荒井町扇町１３－１５ 飲食店営業(4)その他 一般 大道 麻優 東播(加健)第401-144 令和3年5月21日 令和9年5月31日 令和3年5月21日
000028 3000180953 ＢＡＲ　ＡＮＴＯＮＩＯ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 伊奈 利彦 東播(加健)第401-150 令和3年5月24日 令和8年5月31日 令和3年5月24日
000028 3000180966 日清医療食品　鶴林園デイ・センター事業所 675-0303 加古川市志方町細工所１０８６番地 794530577 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 332873611 東播(加健)第401-151 令和3年5月24日 令和10年5月31日 令和3年5月24日
000028 3000180969 Ｂｒｏｔｈｅｒ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 本多 正樹 東播(加健)第401-152 令和3年5月25日 令和8年5月31日 令和3年5月25日
000028 3000180972 ＳＥＣＲＥＴ　ＢＡＳＥ　５８ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 金川 藍 東播(加健)第401-153 令和3年5月25日 令和8年5月31日 令和3年5月25日
000028 3000180973 麺屋　天孫降臨 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社五観 代表取締役 藤本 弥生 658-0054 兵庫県神戸市東灘区御影中町三丁目２番４－４３０１号 東播(加健)第401-154 令和3年5月26日 令和8年5月31日 令和3年5月26日
000028 3000180979 ２ｎｄ　ＢＡＳＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 中山 健太 東播(加健)第401-161 令和3年5月26日 令和8年5月31日 令和3年5月26日
000028 3000180989 加古川ヤマトヤシキ  (惣菜売場　鶏二三) 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８　ＢＦ 794251221 食肉販売業 一般 株式会社加古川ヤマトヤシキ 代表取締役 飯野 信和 675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原町２１番地の８ 794251221 東播(加健)第427-13 令和3年5月26日 令和9年5月31日 令和3年5月26日
000028 3000180995 焼肉　彦 675-0335 加古川市志方町原２１４－１ 794523550 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社彦太力 代表取締役 大浦 智子 675-0335 兵庫県加古川市志方町原２１４番地の１ 東播(加健)第401-164 令和3年5月26日 令和9年5月31日 令和3年5月26日
000028 3000180997 てげてげ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 肥後 美代子 東播(加健)第401-165 令和3年5月28日 令和8年5月31日 令和3年5月28日
000028 3000181008 おかず家　丸福 675-0026 加古川市尾上町旭１丁目４６　１Ｆ東 飲食店営業(4)その他 一般 柴田 光 東播(加健)第401-169 令和3年5月28日 令和10年5月31日 令和3年5月28日
000028 3000181009 おかず家　丸福 675-0026 加古川市尾上町旭１丁目４６　１Ｆ東 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 柴田 光 東播(加健)第419-2 令和3年5月28日 令和10年5月31日 令和3年5月28日
000028 3000181010 ｓｉｚｚｌｅ 675-0150 加古郡播磨町南野添３丁目８－９ 782192046 菓子製造業 一般 株式会社ソワサポート 代表取締役 西 尚美 675-0147 兵庫県加古郡播磨町南大中三丁目５番２７号 794372247 東播(加健)第403-22 令和3年5月28日 令和9年5月31日 令和3年5月28日
000028 3000181011 野宴 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 井村 優介 東播(加健)第401-171 令和3年5月28日 令和8年5月31日 令和3年5月28日
000028 3000181018 ＴＲＥＳ 675-0065 加古川市加古川町篠原町５９－３Ａｘｅ　1Ｆ 794273767 菓子製造業 一般 加藤 宗司 東播(加健)第403-21 令和3年5月28日 令和9年5月31日 令和3年5月28日
000028 3000181029 エブリーカフェ　エスプレッソ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 佐藤 総一 東播(加健)第401-172 令和3年5月28日 令和8年5月31日 令和3年5月28日
000028 3000181041 縁むすび 676-0808 高砂市神爪１丁目３－７ノースビル１Ｆ１０７号 飲食店営業(4)その他 一般 源 千代美 東播(加健)第401-176 令和3年5月31日 令和9年5月31日 令和3年5月31日
000028 3000181044 居酒屋よしだ 675-0066 加古川市加古川町寺家町１５１－２７ 794558555 菓子製造業 一般 本吉 富美雄 東播(加健)第403-23 令和3年5月31日 令和9年5月31日 令和3年5月31日
000028 3000181045 居酒屋よしだ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 本吉 富美雄 東播(加健)第401-173 令和3年5月31日 令和8年5月31日 令和3年5月31日
000028 3000181048 ふれ愛ランド　わかば学園寺家町分校 675-0066 加古川市加古川町寺家町３５９－７ 794540021 飲食店営業(4)その他 一般 特定非営利活動法人わかば福祉会 理事 久保田 静子 675-0025 兵庫県加古川市尾上町養田３５１番地の４ 794242002 東播(加健)第401-179 令和3年5月31日 令和9年5月31日 令和3年5月31日
000028 3000181053 Ｓｅｌｆ　Ｂａｒ　黒髭 676-0804 高砂市美保里２５－２０サンシャイン９１　４０２ 飲食店営業(4)その他 一般 合同会社タマイチ 代表社員 玉岡 一義 675-1236 兵庫県加古川市平荘町一本松１７７番地 東播(加健)第401-180 令和3年5月31日 令和9年5月31日 令和3年5月31日
000028 3000181055 ＢＥＮＴＯ＆ＣＡＦＥ　ＭＡＨＡＬＯ 675-0058 加古川市東神吉町天下原３７０ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ＵＲＡＲＡミュージックアベニュー合同会社 代表社員 赤尾 多美子 675-0025 兵庫県加古川市尾上町養田１３９８－８ 794395808 東播(加健)第401-181 令和3年5月31日 令和9年5月31日 令和3年5月31日
000028 3000181059 ぶらんこ 675-0023 加古川市尾上町池田６４４－２ 飲食店営業(4)その他 一般 畑島 和美 東播(加健)第401-184 令和3年5月31日 令和9年5月31日 令和3年5月31日
000028 3000181064 Ｓｅａ.Ｓｔａｒ 675-0032 加古川市加古川町備後７７－２ 794418088 飲食店営業(4)その他 一般 野村 静江 東播(加健)第401-177 令和3年5月31日 令和9年5月31日 令和3年5月31日
000028 3000181071 ライフデリ加古川店 675-0025 加古川市尾上町養田１４４１－１１ 794981091 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 岩本 淳子 東播(加健)第401-178 令和3年5月31日 令和9年5月31日 令和3年5月31日
000028 3000181072 Ｂｕｒｇｅｒ　ＫＡＭＯＮＥ 675-0021 加古川市尾上町安田７１３ 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 梅谷 洋充 東播(加健)第401-187 令和3年5月31日 令和9年5月31日 令和3年5月31日
000028 3000181075 おにぎり十色 676-0812 高砂市中筋１丁目４－５ 飲食店営業(4)その他 一般 上野 恵子 東播(加健)第401-188 令和3年5月31日 令和9年5月31日 令和3年5月31日
000028 3000181076 ｍａｒｕ．べふ店 675-0124 加古川市別府町緑町２グリーンプラザべふフードコート 794418508 菓子製造業 一般 株式会社Ｄｌｉｆｅｐｌａｎｎｉｎｇ 代表取締役 大下 礼子 550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀二丁目５番２６－８０４号 669407552 東播(加健)第403-26 令和3年5月28日 令和9年5月31日 令和3年5月28日
000028 3000181077 ｍａｒｕ．べふ店 675-0124 加古川市別府町緑町２グリーンプラザべふフードコート 794418508 喫茶店営業 一般 株式会社Ｄｌｉｆｅｐｌａｎｎｉｎｇ 代表取締役 大下 礼子 550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀二丁目５番２６－８０４号 669407552 東播(加健)第402-5 令和3年5月28日 令和9年5月31日 令和3年5月28日
000028 3000181079 ｎａｙａ納屋 675-0143 加古郡播磨町宮北２－５－２ 飲食店営業(4)その他 一般 藤田 淑美 東播(加健)第401-186 令和3年5月31日 令和9年5月31日 令和3年5月31日
000028 3000181080 ｎａｙａ納屋 675-0143 加古郡播磨町宮北２－５－２ 菓子製造業 一般 藤田 淑美 東播(加健)第403-25 令和3年5月31日 令和9年5月31日 令和3年5月31日
000028 3000181082 ｈｏｃｃｏｒｉｔｏ１０４ 675-0144 加古郡播磨町北本荘１－１３－３６－１０４ 飲食店営業(4)その他 一般 藤田 淑美 東播(加健)第401-185 令和3年5月31日 令和9年5月31日 令和3年5月31日
000028 3000181083 ｈｏｃｃｏｒｉｔｏ１０４ 675-0144 加古郡播磨町北本荘１－１３－３６－１０４ 菓子製造業 一般 藤田 淑美 東播(加健)第403-24 令和3年5月31日 令和9年5月31日 令和3年5月31日
000028 3000181106 カラオケ　エリーゼ 675-0102 加古川市平岡町西谷２０９－１２ 喫茶店営業 一般 中村 貴司 東播(加健)第402-6 令和3年5月31日 令和9年5月31日 令和3年5月31日



000028 3000181111 杉本商事 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店80L 杉本 謙人 東播(加健)第401-190 令和3年6月1日 令和8年8月31日 令和3年6月1日
000028 3000181112 梓商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店80L 杉本 梓 東播(加健)第401-191 令和3年6月1日 令和8年8月31日 令和3年6月1日
000028 3000181217 ファースト企画 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L ファースト企画株式会社 代表取締役 森下 浩司 790-0865 愛媛県松山市新立町３番１８号 899325041 東播(加健)第401-192 令和3年6月9日 令和8年8月31日 令和3年6月9日
000028 3000181218 Ｋｏｔｏｂｕｋｉ焙煎 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 田村 寿之 東播(加健)第401-193 令和3年6月14日 令和8年8月31日 令和3年6月14日
000028 3000181255 ＳＨＩＭＡ’ｓ　キッチン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 佐久間 一也 東播(加健)第401-194 令和3年6月14日 令和8年8月31日 令和3年6月14日
000028 3000181310 Ｙａｍａｄａｙａ　ｃａｆｅ 675-0131 加古川市別府町新野辺２５４３ 794378214 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山田 克彦 東播(加健)第401-195 令和3年6月16日 令和9年8月31日 令和3年6月16日
000028 3000181330 加古川市立神野台学校給食センター 675-0003 加古川市神野町神野１５６－１ 794904031 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社東洋食品 代表取締役 荻久保 英男 110-0015 東京都台東区東上野一丁目１４番４号 338361291 東播(加健)第401-198 令和3年6月18日 令和10年8月31日 令和3年6月18日
000028 3000181338 イトーヨーカ堂加古川店 675-0124 加古川市別府町緑町２ 794353131 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社イトーヨーカ堂 代表取締役 山本 哲也 102-0084 東京都千代田区二番町８番地８ 362382111 東播(加健)第401-199 令和3年6月21日 令和10年8月31日 令和3年6月21日
000028 3000181339 イトーヨーカ堂加古川店 675-0124 加古川市別府町緑町２ 794352111 魚介類販売業 一般 株式会社イトーヨーカ堂 代表取締役 山本 哲也 102-0084 東京都千代田区二番町８番地８ 362382111 東播(加健)第429-12 令和3年6月21日 令和10年8月31日 令和3年6月21日
000028 3000181344 大水直売 675-0124 加古川市別府町緑町２イトーヨーカ堂加古川店内 794419511 魚介類販売業 一般 株式会社大水直売 代表取締役 川端 秀隆 553-0004 大阪府大阪市福島区玉川一丁目３番１２号 664466575 東播(加健)第429-13 令和3年6月18日 令和10年8月31日 令和3年6月18日
000028 3000181345 大水直売 675-0124 加古川市別府町緑町２イトーヨーカ堂加古川店内 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社大水直売 代表取締役 川端 秀隆 553-0004 大阪府大阪市福島区玉川一丁目３番１２号 664466575 東播(加健)第401-200 令和3年6月18日 令和10年8月31日 令和3年6月18日
000028 3000181359 クリーム＆カフェ　クランベリー 676-0077 高砂市松陽１丁目９－１３－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橋本 幸信 東播(加健)第401-201 令和3年6月18日 令和9年8月31日 令和3年6月18日
000028 3000181370 炭火やきとり大衆酒場  出前・お土産・ちょっと飲み食い　どうどう堂その２ 675-0101 加古川市平岡町新在家２２１２－２４新在家店舗 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 道清 公規 東播(加健)第401-196 令和3年6月18日 令和9年8月31日 令和3年6月18日
000028 3000181426 喫茶　研心音 675-0101 加古川市平岡町新在家４５７－３ 789552331 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社研心音 代表取締役 中村 大輔 650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町四丁目３番５号 789552331 東播(加健)第401-203 令和3年6月24日 令和9年8月31日 令和3年6月24日
000028 3000181467 母とむすめ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 山本 千代香 東播(加健)第401-205 令和3年6月24日 令和8年8月31日 令和3年6月24日
000028 3000181474 あんず庵 675-0101 加古川市平岡町新在家８７６番２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大庭 千枝 東播(加健)第401-202 令和3年6月24日 令和9年8月31日 令和3年6月24日
000028 3000181484 県立加古川西高校　学生食堂 675-0037 加古川市加古川町本町１１８ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 滝元 博文 東播(加健)第401-204 令和3年6月29日 令和9年8月31日 令和3年6月29日
000028 3000181492 ロピア　加古川センター 675-0103 加古川市平岡町高畑５２０－１６ 794570298 食肉販売業 一般 株式会社ロピア 代表取締役 髙木 勇輔 212-0016 神奈川県川崎市幸区南幸町二丁目９番地 445896464 東播(加健)第427-14 令和3年6月28日 令和9年8月31日 令和3年6月28日
000028 3000181571 ｇａｌｌｅｒｙ　ｃａｆｅ　乙粋 675-0002 加古川市山手２丁目２１－１８ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 武田 玲子 東播(加健)第401-207 令和3年6月30日 令和9年8月31日 令和3年6月30日
000028 3000181611 古陰 676-0041 高砂市高砂町今津町５３５－１ 794905311 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社浪漫珈琲倶樂部 代表取締役 大谷 健治 674-0094 兵庫県明石市二見町西二見１５７番地の１１２ 789416149 東播(加健)第401-206 令和3年6月30日 令和9年8月31日 令和3年6月30日
000028 3000181612 古陰 676-0041 高砂市高砂町今津町５３５－１ 794905311 菓子製造業 一般 有限会社浪漫珈琲倶樂部 代表取締役 大谷 健治 674-0094 兵庫県明石市二見町西二見１５７番地の１１２ 789416149 東播(加健)第403-27 令和3年6月30日 令和9年8月31日 令和3年6月30日
000028 3000181651 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　ＭＵＫＵ 675-0003 加古川市神野町神野７７５－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 加納 進平 東播(加健)第401-208 令和3年7月6日 令和9年8月31日 令和3年7月6日
000028 3000181686 横浜家系ラーメン光大家　イオン高砂店 676-0019 高砂市緑丘２－１－４０イオン高砂フードコート１Ｆ 794515979 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社大吉 代表社員 大石 浩司 675-0126 兵庫県加古川市別府町本町一丁目６６番地の１ 794975990 東播(加健)第401-212 令和3年7月6日 令和10年8月31日 令和3年7月6日
000028 3000181690 播磨珈琲倶楽部 675-0062 加古川市加古川町美乃利２４６－２ 794237808 飲食店営業(4)その他 一般 名田 弘之 東播(加健)第401-215 令和3年7月7日 令和9年8月31日 令和3年7月7日
000028 3000181691 播磨珈琲倶楽部 675-0062 加古川市加古川町美乃利２４６－２ 794237808 菓子製造業 一般 名田 弘之 東播(加健)第403-29 令和3年7月7日 令和9年8月31日 令和3年7月7日
000028 3000181725 イオン高砂店 676-0019 高砂市緑丘２丁目１番４０号 794442700 魚介類販売業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 432126500 東播(加健)第429-16 令和3年7月8日 令和10年8月31日 令和3年7月8日
000028 3000181728 鉄板料理　華 675-0123 加古川市別府町朝日町２２ 794352188 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小南 太志 東播(加健)第401-213 令和3年7月8日 令和9年8月31日 令和3年7月8日
000028 3000181749 ＮＩＧＩＹＡＫＡＳＩ　平田屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 橘田 将吾 東播(加健)第401-217 令和3年7月9日 令和8年8月31日 令和3年7月9日
000028 3000181760 加古川ワインバル 675-0066 加古川市加古川町寺家町１６３－６ 794515960 漬物製造業 一般 溝口 浩太郎 東播(加健)第435-1 令和3年7月9日 令和9年8月31日 令和3年7月9日
000028 3000181762 今昔物語 675-1122 加古郡稲美町中村１３１１ 794928823 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西川 博明 東播(加健)第401-218 令和3年7月9日 令和9年8月31日 令和3年7月9日
000028 3000181763 ながさわ稲美町店 675-1114 加古郡稲美町国安１２７３－１０ 794925388 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ナガサワ食品株式会社 代表取締役 長澤 正直 675-0103 兵庫県加古川市平岡町高畑４９０番地１ 794252200 東播(加健)第401-219 令和3年7月12日 令和9年8月31日 令和3年7月12日
000028 3000181765 愛菜高砂店 676-0077 高砂市松陽１丁目１０－４３ 794478565 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社コープフーズ 代表取締役 友重 伸和 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３－１９ 794956001 東播(加健)第401-221 令和3年7月12日 令和9年8月31日 令和3年7月12日
000028 3000181768 たこ焼き　なにわ 675-0111 加古川市平岡町二俣７５４－１５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 友藤 敦史 東播(加健)第401-220 令和3年7月12日 令和9年8月31日 令和3年7月12日
000028 3000181794 ｉｒｉｐａｔｉｒｏｍａ 675-0031 加古川市加古川町北在家２５２９番地 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西波照間 大地 東播(加健)第401-222 令和3年7月13日 令和9年8月31日 令和3年7月13日
000028 3000181803 マックスバリュ加古川北在家店 675-0031 加古川市加古川町北在家７６０－１ 794271717 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第403-28 令和3年7月6日 令和10年8月31日 令和3年7月6日
000028 3000181812 居酒屋　いまやん 676-0078 高砂市伊保２丁目５－２６ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 河本 貞 東播(加健)第401-223 令和3年7月14日 令和9年8月31日 令和3年7月14日
000028 3000181814 ながさわ宝殿店 675-0055 加古川市東神吉町西井ノ口６０７ 794311700 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ナガサワ食品株式会社 代表取締役 長澤 正直 675-0103 兵庫県加古川市平岡町高畑４９０－１ 794252200 東播(加健)第401-224 令和3年7月14日 令和9年8月31日 令和3年7月14日
000028 3000181815 Ａｍｕｓｅ 675-0101 加古川市平岡町新在家２－２６５－１０レインボープラザ東加古川２０６号室 794251352 飲食店営業(4)その他 一般 岡田 小雪 東播(加健)第401-225 令和3年7月13日 令和9年8月31日 令和3年7月13日
000028 3000181818 Ｒｏｕｇｅ　－ｓｅｃｏｎｄ－ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６４－９ＴＥＮＰＯＴＥＮビル５Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 武智 弘貴 東播(加健)第401-227 令和3年7月14日 令和9年8月31日 令和3年7月14日
000028 3000181834 ＮＯＣＡ　ｉｎａｍｉ 675-1112 加古郡稲美町六分一１１７９－２２４ 794957720 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ツナグクリエイト 代表取締役 米田 耕祐 675-1114 兵庫県加古郡稲美町国安一丁目９１番地 794928591 東播(加健)第401-229 令和3年7月16日 令和9年8月31日 令和3年7月16日
000028 3000181835 ＮＯＣＡ　ｉｎａｍｉ 675-1112 加古郡稲美町六分一１１７９－２２４ 794957720 菓子製造業 一般 株式会社ツナグクリエイト 代表取締役 米田 耕祐 675-1114 兵庫県加古郡稲美町国安一丁目９１番地 794928591 東播(加健)第403-31 令和3年7月16日 令和9年8月31日 令和3年7月16日
000028 3000181847 中国飯店 675-0017 加古川市野口町良野１１６－６ 794213808 そうざい製造業 一般 有限会社中国飯店 代表取締役 森 明昌 675-0017 兵庫県加古川市野口町良野１１６－６ 794237699 東播(加健)第409-8 令和3年7月16日 令和9年8月31日 令和3年7月16日
000028 3000181867 Ｂｕｒｇｅｒ　ＫＡＭＯＮＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 梅谷 洋充 東播(加健)第401-230 令和3年7月16日 令和8年8月31日 令和3年7月16日
000028 3000181870 ＳＴＲＡＹ　ＣＡＴ　ＣＡＦＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 澤山 勇士 東播(加健)第401-233 令和3年7月19日 令和8年8月31日 令和3年7月19日
000028 3000181871 株式会社ハーブテラス　ｍｅｒｃｉ　ｔｒｏｉｓ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社ハーブテラス 代表取締役 森本 恵市 651-2303 兵庫県神戸市西区神出町五百蔵１１５番地 794921173 東播(加健)第401-234 令和3年7月15日 令和8年8月31日 令和3年7月15日
000028 3000181896 こだわり食材とうまい酒のお店　i am i 675-0038 加古川市加古川町木村６５やかたビル東３Ｃ号 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川田 洋介 東播(加健)第401-237 令和3年7月19日 令和9年8月31日 令和3年7月19日
000028 3000181898 ｉｔｏｉ 675-0021 加古川市尾上町安田４４３－１ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ワンピース 代表取締役 久本 和明 104-0033 東京都中央区新川二丁目２番１－８０６号 794360511 東播(加健)第401-238 令和3年7月19日 令和10年8月31日 令和3年7月19日
000028 3000181902 マックスバリュ水足店 675-0019 加古川市野口町水足３３３－３３ 794226353 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第401-235 令和3年7月19日 令和10年8月31日 令和3年7月19日
000028 3000181903 マックスバリュ水足店 675-0019 加古川市野口町水足３３３－３３ 794226353 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第401-236 令和3年7月19日 令和10年8月31日 令和3年7月19日
000028 3000181957 カラオケハウス　みぎわ． 675-0009 加古川市神野町西条１３１０－４ 飲食店営業(4)その他 一般 當 康博 東播(加健)第401-244 令和3年7月21日 令和9年8月31日 令和3年7月21日
000028 3000181964 中井商店 675-0022 加古川市尾上町口里浜の宮市民プール前 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 中井 年江 東播(加健)第401-249 令和3年7月21日 令和8年8月31日 令和3年7月21日
000028 3000181971 千尋 676-0064 高砂市高砂町北本町１１７８－１ 794433750 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 寺尾 千津子 東播(加健)第401-247 令和3年7月20日 令和9年8月31日 令和3年7月20日
000028 3000181972 ｃｏｎｄｏｒ 676-0082 高砂市曽根町９５７－１４ 794399926 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 𠮷田 大貴 東播(加健)第401-248 令和3年7月20日 令和9年8月31日 令和3年7月20日
000028 3000181977 味季料理　りんどう 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 794248100 飲食店営業(4)その他 露店40L 有限会社りんどう 代表取締役 宮本 鹿司夫 675-0038 兵庫県加古川市加古川町木村４７４－２ 794248100 東播(加健)第401-251 令和3年7月21日 令和8年8月31日 令和3年7月21日
000028 3000181987 株式会社有馬芳香堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社有馬芳香堂 代表取締役 有馬 英一 652-0047 兵庫県神戸市兵庫区下沢通七丁目１番２号 794920055 東播(加健)第401-254 令和3年7月28日 令和8年8月31日 令和3年7月28日
000028 3000182008 Ｂｉｓｔｒｏ６ 675-0150 加古郡播磨町南野添３丁目１０番５号 794362288 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 後藤 匠 東播(加健)第401-258 令和3年7月28日 令和9年8月31日 令和3年7月28日
000028 3000182025 しろいぶらんこ 675-0114 加古川市平岡町八反田１－７ 794517200 飲食店営業(4)その他 一般 斉藤 忠夫 東播(加健)第401-255 令和3年7月27日 令和9年8月31日 令和3年7月27日
000028 3000182027 マルナカ　加古川店 675-0115 加古川市平岡町一色６４９－１ 794411122 飲食店営業(4)その他 露店40L マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第401-256 令和3年7月27日 令和8年8月31日 令和3年7月27日
000028 3000182065 大水直売 675-0124 加古川市別府町緑町２イトーヨーカ堂加古川店内 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社大水直売 代表取締役 川端 秀隆 553-0004 大阪府大阪市福島区玉川一丁目３番１２号 664466575 東播(加健)第401-266 令和3年7月28日 令和10年8月31日 令和3年7月28日
000028 3000182077 ローソン　サテライト加古川坂井南 675-0015 加古川市野口町坂井１８番地 794358410 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社アイ・シーブイエス 代表取締役 今井 宏樹 675-0068 兵庫県加古川市加古川町中津８４０番地の３ 東播(加健)第401-264 令和3年7月29日 令和9年8月31日 令和3年7月29日
000028 3000182079 ドミノ・ピザ加古川一色店 675-0115 加古川市平岡町一色３２３－４ 794306555 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ドミノ・ピザジャパン 代表取締役 ジョシュア・ピーター・キリムニック 141-0021 東京都品川区上大崎二丁目１３番３０号 358203794 東播(加健)第401-267 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 3000182107 マックスバリュ加古川北在家店 675-0031 加古川市加古川町北在家７６０－１ 794271717 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第427-15 令和3年7月6日 令和10年8月31日 令和3年7月6日
000028 3000182108 マックスバリュ加古川北在家店 675-0031 加古川市加古川町北在家７６０－１ 794271717 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第401-211 令和3年7月6日 令和10年8月31日 令和3年7月6日
000028 3000182110 マックスバリュ加古川北在家店 675-0031 加古川市加古川町北在家７６０－１ 794271717 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第401-210 令和3年7月6日 令和10年8月31日 令和3年7月6日
000028 3000182111 マックスバリュ加古川北在家店 675-0031 加古川市加古川町北在家７６０－１ 794271717 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第429-14 令和3年7月6日 令和10年8月31日 令和3年7月6日
000028 3000182199 イトーヨーカ堂加古川店（食品共通） 675-0124 加古川市別府町緑町２ 794353131 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社イトーヨーカ堂 代表取締役 山本 哲也 102-0084 東京都千代田区二番町８番地８ 362382111 東播(加健)第401-273 令和3年7月30日 令和10年8月31日 令和3年7月30日
000028 3000182200 イトーヨーカ堂加古川店（冠生園） 675-0124 加古川市別府町緑町２ 794353131 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社イトーヨーカ堂 代表取締役 山本 哲也 102-0084 東京都千代田区二番町８番地８ 362382111 東播(加健)第401-274 令和3年7月30日 令和10年8月31日 令和3年7月30日
000028 3000182201 イトーヨーカ堂加古川店（サラダ作業室） 675-0124 加古川市別府町緑町２ 794353131 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社イトーヨーカ堂 代表取締役 山本 哲也 102-0084 東京都千代田区二番町８番地８ 362382111 東播(加健)第401-275 令和3年7月30日 令和10年8月31日 令和3年7月30日
000028 3000182305 和食処おおつぼ 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５４－１２ 794269482 漬物製造業 一般 大坪 君子 東播(加健)第435-2 令和3年8月10日 令和9年8月31日 令和3年8月10日
000028 3000182308 曖昧領域 675-0145 加古郡播磨町宮西２丁目７－１７ 飲食店営業(4)その他 一般 川口 智司 東播(加健)第401-305 令和3年8月10日 令和9年8月31日 令和3年8月10日
000028 3000182329 特別養護老人ホーム佰楽苑内厨房 675-0131 加古川市別府町新野辺１４２９－１０ 794370760 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 富士産業株式会社 代表取締役 中村 勝彦 105-0004 東京都港区新橋５丁目３２番７号 354006111 東播(加健)第401-309 令和3年8月10日 令和10年8月31日 令和3年8月10日
000028 3000182367 ｌｕｎａ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 大山 晃輝 東播(加健)第401-317 令和3年8月13日 令和8年8月31日 令和3年8月13日
000028 3000182399 マルナカ　加古川店 675-0115 加古川市平岡町一色６４９－１ 794411122 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第401-318 令和3年8月13日 令和10年8月31日 令和3年8月13日
000028 3000182433 有限会社　松井食品 675-0162 加古郡播磨町二子６２０－１ 789421305 豆腐製造業 一般 有限会社松井食品 代表取締役 松井 昭雄 675-0162 兵庫県加古郡播磨町二子６２０番地の１ 789421305 東播(加健)第415-1 令和3年8月12日 令和10年8月31日 令和3年8月12日
000028 3000182453 串揚げ処　十十 675-0066 加古川市加古川町寺家町３６２－１ビアンテじけまちビル１Ｆ 794259410 水産製品製造業 一般 橋本 亮 東播(加健)第436-1 令和3年8月17日 令和9年8月31日 令和3年8月17日
000028 3000182487 ニシカワ食品株式会社 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L ニシカワ食品株式会社 代表取締役 西川 廣 675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂７９９番地 794261000 東播(加健)第401-327 令和3年8月17日 令和8年8月31日 令和3年8月17日
000028 3000182524 株式会社ＳＮ食品研究所  関西支店　兵庫営業所 675-0037 加古川市加古川町本町１２７番地２ 666167500 食品の小分け業 一般 株式会社ＳＮ食品研究所 代表取締役 有吉 義之 559-0007 大阪府大阪市住之江区粉浜西二丁目３番３４号 666741731 東播(加健)第438-1 令和3年8月24日 令和9年8月31日 令和3年8月24日
000028 3000182530 おいしい関係Ⅱ 675-0156 加古郡播磨町東本荘２丁目７－１４ 794355150 飲食店営業(4)その他 一般 岡本 博文 東播(加健)第401-334 令和3年8月18日 令和9年8月31日 令和3年8月18日
000028 3000182550 ホリーズカフェイオンタウン加古川店 675-0052 加古川市東神吉町出河原８６２イオンタウン内 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ホリーズ 代表取締役 堀尾 隆 601-8322 京都府京都市南区吉祥院定成町４番地２ 756820011 東播(加健)第401-335 令和3年8月25日 令和10年8月31日 令和3年8月25日
000028 3000182552 セブン－イレブン高砂春日野町店 676-0814 高砂市春日野町４番１１号 794488040 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社近藤 代表取締役 近藤 多恵子 676-0016 兵庫県高砂市荒井町扇町３１４－３ 794430667 東播(加健)第401-336 令和3年8月24日 令和10年8月31日 令和3年8月24日
000028 3000182571 ｔｏｔｅ　ｃｏｆｆｅｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 村上 貴昭 東播(加健)第401-340 令和3年8月30日 令和8年8月31日 令和3年8月30日
000028 3000182572 料理家　迫田 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 魚介類販売業 自動車80L 迫田 美樹男 東播(加健)第429-21 令和3年8月31日 令和8年8月31日 令和3年8月31日
000028 3000182594 ｃａｆｅ＆ｂａｒ　ＯＶＡＬ 675-0101 加古川市平岡町新在家２－２７２－６ミツワビル３Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＡＨＷ 代表取締役 池田 一日 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野７３３番地 794385577 東播(加健)第401-349 令和3年8月30日 令和9年8月31日 令和3年8月30日
000028 3000182615 ゼロちゃん本舗１ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 宇山 祐司 東播(加健)第401-353 令和3年9月3日 令和8年11月30日 令和3年9月3日
000028 3000182616 ゼロちゃん本舗２ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 宇山 祐司 東播(加健)第401-354 令和3年9月3日 令和8年11月30日 令和3年9月3日
000028 3000182618 尾上亭 675-0024 加古川市尾上町長田５１７－１３ 794418477 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｌａｓｔｙ’ｓ 代表取締役 森 龍馬 651-0071 兵庫県神戸市中央区筒井町一丁目３番１７号 788555758 東播(加健)第401-351 令和3年8月30日 令和9年8月31日 令和3年8月30日
000028 3000182623 モナ・リサ 675-0034 加古川市加古川町稲屋５９３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松本 由美子 東播(加健)第401-350 令和3年8月30日 令和9年8月31日 令和3年8月30日
000028 3000182626 ＦＩＸＥＲ 675-0026 加古川市尾上町旭一丁目４８－１２富士ビル 飲食店営業(4)その他 一般 柳本 海輝 東播(加健)第401-352 令和3年8月30日 令和9年8月31日 令和3年8月30日
000028 3000182627 ちょっと　いっぷく 675-0151 加古郡播磨町野添１６７２－３ミクニビル１０２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 下髙 明子 東播(加健)第401-359 令和3年8月31日 令和9年8月31日 令和3年8月31日
000028 3000182629 ｇｒａｔｉｓ 675-0013 加古川市野口町二屋３６３－７ 飲食店営業(4)その他 一般 本吉 康裕 東播(加健)第401-361 令和3年8月30日 令和9年8月31日 令和3年8月30日
000028 3000182630 播磨バル　リュジュ 675-0150 加古郡播磨町南野添１丁目１７－２７ 794552646 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 東播(加健)第401-360 令和3年8月30日 令和9年8月31日 令和3年8月30日
000028 3000182669 たいやきぱるふぇ　まいぺーす。 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 有限会社フェミーナ 代表取締役 菊池 雅彬 675-0023 兵庫県加古川市尾上町池田８３番地の３７ 東播(加健)第401-362 令和3年8月31日 令和8年8月31日 令和3年8月31日
000028 3000182684 播磨南高校　食堂 675-0163 加古郡播磨町古宮四丁目３番１号 789441157 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ＮＥＸＴ株式会社 代表取締役 山浦 一輝 177-0054 東京都練馬区立野町３２番３－２０３号 東播(加健)第401-369 令和3年8月31日 令和9年8月31日 令和3年8月31日
000028 3000182769 香港料理福家苑 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 李 軍柱 東播(加健)第401-372 令和3年9月10日 令和10年11月30日 令和3年9月10日
000028 3000182770 讃岐うどんむらさき　イオン加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１ 794418139 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岸本株式会社 代表取締役 岸本 康嗣 705-0001 岡山県備前市伊部２３７５番地 869642859 東播(加健)第401-373 令和3年9月10日 令和10年11月30日 令和3年9月10日
000028 3000182771 ＴＨＥ肉 675-0023 加古川市尾上町池田７３９－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平井 梨花 東播(加健)第401-374 令和3年9月8日 令和9年11月30日 令和3年9月8日
000028 3000182775 上田珈琲 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 上田 健太 東播(加健)第401-375 令和3年9月8日 令和8年11月30日 令和3年9月8日
000028 3000182862 ガジュマルコーヒー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 綿貫 晃 東播(加健)第401-378 令和3年9月8日 令和8年11月30日 令和3年9月8日
000028 3000182886 株式会社ミムラフーズ 675-0045 加古川市西神吉町岸２８４番地 794977541 食肉販売業 一般 株式会社ミムラフーズ 代表取締役 三村 竜也 675-0045 兵庫県加古川市西神吉町岸２８４番地 794977541 東播(加健)第427-19 令和3年9月8日 令和9年11月30日 令和3年9月8日
000028 3000182888 幸ちゃんラーメン　加古川サザンプラザ店 675-0023 加古川市尾上町池田１８９７－４ 794417212 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ウインズジャパンホールディングス 代表取締役 吉村 幸助 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１３番２５号 924334455 東播(加健)第401-379 令和3年9月9日 令和10年11月30日 令和3年9月9日
000028 3000182889 海風土　もりた 675-0045 加古川市西神吉町岸１７７－８ 794331770 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森田 芳弘 東播(加健)第401-380 令和3年9月9日 令和9年11月30日 令和3年9月9日
000028 3000182897 庄や 675-0039 加古川市加古川町粟津１１１３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 納庄 成光 東播(加健)第401-382 令和3年9月13日 令和9年11月30日 令和3年9月13日
000028 3000182901 ＢＡＲ　ＭＡＮ 676-0082 高砂市曽根町６６６－２ 794488656 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 萬山 貴司 東播(加健)第401-377 令和3年9月9日 令和9年11月30日 令和3年9月9日
000028 3000182908 バービルド 675-0015 加古川市野口町坂井４２－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田邊 典嗣 東播(加健)第401-381 令和3年9月13日 令和9年11月30日 令和3年9月13日
000028 3000182949 魚惣菜　しばたけ 675-0124 加古川市別府町緑町２ 797353131 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社芝武 代表取締役 芝端 泰生 675-0103 兵庫県加古川市平岡町高畑２８５番地 794411528 東播(加健)第401-384 令和3年9月13日 令和10年11月30日 令和3年9月13日
000028 3000182950 イオン高砂店　ＤＥＶ（デーブ） 676-0019 高砂市緑丘２－１－４０　イオン高砂店 794442700 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ＡＮＳＨ合同会社 代表社員 ラトゥリー・ ガネーシュ 239-0807 神奈川県横須賀市根岸町３－８－２ 東播(加健)第401-385 令和3年9月21日 令和10年11月30日 令和3年9月21日
000028 3000182951 Ｈｉｄｅ＆Ｓｅｅｋ 675-0066 加古川市加古川町寺家町３９６シャトークレール１０１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西田 忠弘 東播(加健)第401-386 令和3年9月14日 令和9年11月30日 令和3年9月14日
000028 3000183013 しのべクラブ 675-0131 加古川市別府町新野辺３８６ 794350556 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社入船 代表取締役 入江 建介 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町１０３３番地 794435500 東播(加健)第401-387 令和3年9月17日 令和9年11月30日 令和3年9月17日
000028 3000183020 ＣＡＦＥ　ＯＳＯＴＯ　ＧＯＨＡＮ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 田渕 陽子 東播(加健)第401-389 令和3年9月15日 令和8年11月30日 令和3年9月15日
000028 3000183071 ＭＯＭＭＹＳ　ＫＩＴＣＨＥＮ 675-0003 加古川市神野町神野１１６１－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 セワ株式会社 代表取締役 ラマ・ゴレ・プリタム 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野１１６１番地１ 東播(加健)第401-391 令和3年9月17日 令和9年11月30日 令和3年9月17日
000028 3000183076 ＡＺＵＬ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６４－９テンポテン２Ｆ－Ａ号室 飲食店営業(4)その他 一般 金川 希帆 東播(加健)第401-388 令和3年9月17日 令和9年11月30日 令和3年9月17日
000028 3000183078 イトーヨーカ堂加古川店  （７カフェ） 675-0124 加古川市別府町緑町２ 794353131 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社イトーヨーカ堂 山本 哲也 102-0084 東京都千代田区二番町８番地８ 362382111 東播(加健)第401-392 令和3年9月17日 令和9年11月30日 令和3年9月17日



000028 3000183111 ＮＩＣＯＮＩＣＯ　ＣＵＲＲＹ 676-0802 高砂市米田町古新３４０－１ 794323650 そうざい製造業 一般 株式会社クロカワキッチン 代表取締役 黒川 芳一 676-0802 兵庫県高砂市米田町古新３４０番地の２ 794323650 東播(加健)第409-12 令和3年9月17日 令和9年11月30日 令和3年9月17日
000028 3000183137 １００万＄本舗・こころいろ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 足立 和也 東播(加健)第401-393 令和3年9月17日 令和8年11月30日 令和3年9月17日
000028 3000183149 かず家 675-0039 加古川市加古川町粟津７１６－１パルネット加古１０１ 794981775 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三宅 和也 東播(加健)第401-394 令和3年9月21日 令和9年11月30日 令和3年9月21日
000028 3000183151 カレーの東インド商店 676-0017 高砂市荒井町東本町５－２３木村ハイツ２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 髙見 悠 東播(加健)第401-395 令和3年9月21日 令和9年11月30日 令和3年9月21日
000028 3000183164 ｇ－２ 675-0101 加古川市平岡町新在家２－２７０－１４サミットシティ２号館６Ｆ－Ｃ 飲食店営業(4)その他 一般 牧山 亜紀 東播(加健)第401-396 令和3年9月21日 令和9年11月30日 令和3年9月21日
000028 3000183210 ＭＵＵ－ＫＡＫＯＧＡＷＡ－ 675-0066 加古川市加古川町寺家町３６２－１ビアンテじけまち２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＮＡＩ’Ａ 代表取締役 木村 翔 670-0927 兵庫県姫路市駅前町２２２姫路駅前第一ビル６階 東播(加健)第401-399 令和3年9月22日 令和9年11月30日 令和3年9月22日
000028 3000183211 かき小屋 675-0066 加古川市加古川町寺家町３８０ 794559512 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 喜多山 昌洋 東播(加健)第401-398 令和3年9月22日 令和9年11月30日 令和3年9月22日
000028 3000183223 車飲食道 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 廣瀬 拓児 東播(加健)第401-400 令和3年9月22日 令和8年11月30日 令和3年9月22日
000028 3000183247 ほっかほっか亭　高砂伊保店 676-0078 高砂市伊保１－４－１３ 794463232 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社ほっかほっか亭総本部 代表取締役 青木 達也 530-0014 大阪府大阪市北区鶴野町３番１０号 663768088 東播(加健)第401-402 令和3年9月22日 令和10年11月30日 令和3年9月22日
000028 3000183250 明石夢工房 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社夢工房 代表取締役 古志 利宗 673-0866 兵庫県明石市朝霧町三丁目１３番２号 782208352 東播(加健)第401-401 令和3年9月27日 令和8年11月30日 令和3年9月27日
000028 3000183287 あきら　ｆｏｏｄ　ｃｏｍｐａｎｙ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 794417907 飲食店営業(4)その他 自動車80L 地道 大介 東播(加健)第401-403 令和3年9月27日 令和8年11月30日 令和3年9月27日
000028 3000183317 加古川ヤマトヤシキ  (地階上りエスカ前　催事コ－ナ－) 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８　ＢＦ 794251221 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社加古川ヤマトヤシキ 代表取締役 飯野 信和 675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原町２１番地の８ 794251221 東播(加健)第401-405 令和3年9月28日 令和9年11月30日 令和3年9月28日
000028 3000183323 いろとりどり 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８　カピル２１専門店街地下１階 飲食店営業(4)その他 一般 カピル協同組合 代表理事 宮野 一樹 675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原町２１番地の８ 794254668 東播(加健)第401-406 令和3年9月28日 令和10年11月30日 令和3年9月28日
000028 3000183337 ＪｅＮｎｙ 675-0101 加古川市平岡町新在家３丁目２８１－３シャトー東加古川１０５ 飲食店営業(4)その他 一般 志水 佳美 東播(加健)第401-407 令和3年9月29日 令和9年11月30日 令和3年9月29日
000028 3000183338 おむすびスタンド 675-0114 加古川市平岡町八反田５５－１ 飲食店営業(4)その他 一般 前田興商株式会社 代表取締役 前田 直樹 675-0122 兵庫県加古川市別府町別府９６５番地の８ 794360737 東播(加健)第401-408 令和3年9月29日 令和9年11月30日 令和3年9月29日
000028 3000183359 ｏｒｕｔａ　ｃｏｆｆｅｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 冨田 美穂利 東播(加健)第401-409 令和3年9月29日 令和8年11月30日 令和3年9月29日
000028 3000183369 クマノミキッチン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社ｐｌｕｓ９ 代表取締役 河内 航 562-0022 大阪府箕面市粟生間谷東五丁目２２番２２－２０９号 727375656 東播(加健)第401-410 令和3年9月29日 令和8年11月30日 令和3年9月29日
000028 3000183379 とりのほね　加古川店 675-0045 加古川市西神吉町岸２８４ 794310139 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高橋 浩樹 東播(加健)第401-413 令和3年9月30日 令和10年11月30日 令和3年9月30日
000028 3000183382 イトーヨーカ堂加古川店（食品共通②） 675-0124 加古川市別府町緑町２ 794353131 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社イトーヨーカ堂 山本 哲也 102-0084 東京都千代田区二番町８番地８ 362382111 東播(加健)第401-411 令和3年10月4日 令和10年11月30日 令和3年10月4日
000028 3000183384 露草 675-0347 加古川市志方町永室２１９番地の１ 794520243 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 千代田繊維工業株式会社 代表取締役 長谷川 好信 675-0347 兵庫県加古川市志方町永室２１９番地の１ 794520243 東播(加健)第401-414 令和3年10月4日 令和9年11月30日 令和3年10月4日
000028 3000183612 しろ黒 675-0066 加古川市加古川町寺家町６５４和富久ビル１Ｆ 794543350 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上田 卓 東播(加健)第401-417 令和3年10月6日 令和9年11月30日 令和3年10月6日
000028 3000183685 こさゑ 675-1103 加古郡稲美町野谷２７４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 内畑 敦之 東播(加健)第401-418 令和3年10月7日 令和9年11月30日 令和3年10月7日
000028 3000183687 ＨＵＬＫ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７６－１２スカイラークビル３階 飲食店営業(4)その他 一般 小林 賢弥 東播(加健)第401-419 令和3年10月7日 令和9年11月30日 令和3年10月7日
000028 3000183693 鉄板焼　匠（ＴＡＫＵＭＩ） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 矢野 英樹 東播(加健)第401-420 令和3年10月7日 令和8年11月30日 令和3年10月7日
000028 3000183694 なおちゃんフーズ（３号車） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 松川 直樹 東播(加健)第401-421 令和3年10月11日 令和8年11月30日 令和3年10月11日
000028 3000183785 肉バルコズチ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 久保 秀樹 東播(加健)第401-422 令和3年10月11日 令和8年11月30日 令和3年10月11日
000028 3000183844 まぁち　ｍａｒｃｈ 675-0012 加古川市野口町野口１２９－１２２　２Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 横溝 真麻 東播(加健)第401-423 令和3年10月15日 令和9年11月30日 令和3年10月15日
000028 3000183854 さばずしのひで活 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 志水 由香 東播(加健)第401-427 令和3年10月15日 令和8年11月30日 令和3年10月15日
000028 3000183859 ほねぬき 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 中原 達彦 東播(加健)第401-426 令和3年10月15日 令和8年11月30日 令和3年10月15日
000028 3000183881 健康咲かせる手づくり惣菜　咲菜（さかな） 675-0124 加古川市別府町緑町２イトーヨーカ堂加古川店１Ｆ 794906837 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社千惣 代表取締役 渡邊 将一 102-0084 大阪府大阪市住吉区苅田７丁目１１番１９号 666087333 東播(加健)第401-428 令和3年10月13日 令和10年11月30日 令和3年10月13日
000028 3000183883 イトーヨーカ堂加古川店（食品共通③） 675-0124 加古川市別府町緑町２ 794353131 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社イトーヨーカ堂 代表取締役 山本 哲也 102-0084 東京都千代田区二番町８番地８ 362382111 東播(加健)第401-429 令和3年10月15日 令和10年11月30日 令和3年10月15日
000028 3000183922 ホルモン屋　メジャー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 垣本 亨 東播(加健)第401-433 令和3年10月14日 令和8年11月30日 令和3年10月14日
000028 3000183940 エムサン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 藤原 美奈 東播(加健)第401-436 令和3年10月15日 令和8年11月30日 令和3年10月15日
000028 3000183941 ＴＯＮＥＺ　構内 676-0822 高砂市阿弥陀町魚橋字瓦５３８ 794473871 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第439-1 令和3年10月15日 令和9年11月30日 令和3年10月15日
000028 3000183951 だれでも食堂ＯＨＡＮＡ 676-0015 高砂市荒井町紙町１－３４ 794424854 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小嶋 扶美 東播(加健)第401-432 令和3年10月15日 令和9年11月30日 令和3年10月15日
000028 3000184005 Ｌｉｌａ　ｓｈｏｒｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 石井 梨沙 東播(加健)第401-443 令和3年10月18日 令和8年11月30日 令和3年10月18日
000028 3000184018 サブウェイ　アリオ加古川 675-0124 加古川市別府町緑町２ 794903883 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 コムパス株式会社 代表取締役 植野 伸 700-0973 岡山県岡山市北区下中野１２２２番地７ 862433000 東播(加健)第401-444 令和3年10月18日 令和10年11月30日 令和3年10月18日
000028 3000184054 川崎重工業（株）加古川工場　食堂前 675-0112 加古川市平岡町山之上１７０ 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第439-2 令和3年10月22日 令和9年11月30日 令和3年10月22日
000028 3000184089 タリーズコーヒー　アリオ加古川 675-0124 加古川市別府町緑町２アリオ加古川 794306633 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社圓陣 代表取締役 井上 貴博 675-0027 兵庫県加古川市尾上町今福４６２番地の１ 794271781 東播(加健)第401-445 令和3年10月21日 令和10年11月30日 令和3年10月21日
000028 3000184135 お好み焼き・鉄板バル　ＯＲＩＧＡＭＩ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L ＡｌｂＳｏｌｅ合同会社 代表社員 立花 英樹 675-0055 兵庫県加古川市東神吉町西井ノ口４３－２ 794517323 東播(加健)第401-452 令和3年10月25日 令和8年11月30日 令和3年10月25日
000028 3000184143 ちゃらんぽらん 675-0101 加古川市平岡町新在家３丁目２８１ー３１０３号室 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 竪山 結久 東播(加健)第401-450 令和3年10月22日 令和9年11月30日 令和3年10月22日
000028 3000184167 いろは精肉店 675-0064 加古川市加古川町溝之口８１－１ 794225366 食肉販売業 一般 一角 忠男 東播(加健)第427-21 令和3年10月21日 令和9年11月30日 令和3年10月21日
000028 3000184168 漁連の魚屋　加古川店 675-0124 加古川市別府町緑町２番地 魚介類販売業 一般 兵庫県漁業協同組合連合会 代表理事 田沼 政男 673-0883 兵庫県明石市中崎１丁目２番３号 789408011 東播(加健)第429-25 令和3年10月22日 令和9年11月30日 令和3年10月22日
000028 3000184169 漁連の魚屋　加古川店 675-0124 加古川市別府町緑町２番地 飲食店営業(4)その他 一般 兵庫県漁業協同組合連合会 代表理事 田沼 政男 673-0883 兵庫県明石市中崎１丁目２番３号 789408011 東播(加健)第401-451 令和3年10月22日 令和9年11月30日 令和3年10月22日
000028 3000184181 楓屋 675-0051 加古川市東神吉町升田１６１ 794277010 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 冨士原 一馬 東播(加健)第401-455 令和3年10月25日 令和9年11月30日 令和3年10月25日
000028 3000184197 御座候　アリオ加古川店 675-0124 加古川市別府町緑町２アリオ加古川グリーンマート内 794360366 菓子製造業 一般 株式会社御座候 代表取締役 山田 宗平 670-0944 兵庫県姫路市阿保甲６１１番地の１ 792822311 東播(加健)第403-45 令和3年10月28日 令和9年11月30日 令和3年10月28日
000028 3000184201 志方亭　稲美店 675-1115 加古郡稲美町国岡１－１０６ 794970029 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 神戸肉推進機構株式会社 代表取締役 新田 大 675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町４９４番地の２ 794412989 東播(加健)第401-454 令和3年10月26日 令和9年11月30日 令和3年10月26日
000028 3000184202 志方亭　稲美店 675-1115 加古郡稲美町国岡１－１０６ 794970029 食肉販売業 一般 神戸肉推進機構株式会社 代表取締役 新田 大 675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町４９４番地の２ 794412989 東播(加健)第427-22 令和3年10月26日 令和9年11月30日 令和3年10月26日
000028 3000184215 ラーメン木馬 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 花房 克英 東播(加健)第401-462 令和3年10月26日 令和8年11月30日 令和3年10月26日
000028 3000184217 マクドナルド　アリオ加古川店 675-0066 加古川市別府町緑町２ 794375123 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 160-0023 東京都新宿区西新宿６丁目５番１号 369115000 東播(加健)第401-458 令和3年10月25日 令和9年11月30日 令和3年10月25日
000028 3000184222 たこの壺　アリオ加古川店 675-0124 加古川市別府町緑町２ 794418847 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社八角 代表取締役 大西 慎也 675-0033 兵庫県加古川市加古川町南備後４５番地の１ 794565757 東播(加健)第401-459 令和3年10月25日 令和9年11月30日 令和3年10月25日
000028 3000184223 中華そば八角　アリオ加古川店 675-0124 加古川市別府町緑町２ 794418488 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社八角 代表取締役 大西 慎也 675-0033 兵庫県加古川市加古川町南備後４５番地の１ 794565757 東播(加健)第401-460 令和3年10月25日 令和9年11月30日 令和3年10月25日
000028 3000184225 ビアードパパ　アリオ加古川店 675-0124 加古川市別府町緑町２番地 794977555 菓子製造業 一般 株式会社アウリー 代表取締役 金澤 功哲 651-2124 兵庫県神戸市西区伊川谷町潤和１４１３－１２ 789958823 東播(加健)第403-46 令和3年10月25日 令和9年11月30日 令和3年10月25日
000028 3000184229 八百屋のてっぺん 675-0124 加古川市別府町緑町２番地アリオ加古川店グリーンマート 794357778 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社フーズタツミ 代表取締役 辰巳 裕子 673-0886 兵庫県明石市東仲ノ町１番３号 789203380 東播(加健)第401-461 令和3年10月28日 令和9年11月30日 令和3年10月28日
000028 3000184240 二代目　つね吉 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 平和産業株式会社 代表取締役 平内 和人 641-0014 和歌山県和歌山市毛見１５０５－１１ＰＶ４－４０２ 東播(加健)第401-463 令和3年10月26日 令和8年11月30日 令和3年10月26日
000028 3000184245 七福神 675-0063 加古川市加古川町平野３９９サンスプラッシュビル１Ｆ 794253232 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 嶋﨑 数幸 東播(加健)第401-465 令和3年10月28日 令和10年11月30日 令和3年10月28日
000028 3000184246 竜一屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 熟山 竜一 東播(加健)第401-466 令和3年10月28日 令和8年11月30日 令和3年10月28日
000028 3000184250 ペッパーランチ　アリオ加古川店 675-0124 加古川市別府町緑町２番地 794902219 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ホットパレット 代表取締役 松本 純男 130-0022 東京都江東区亀戸二丁目２７番７号 358752566 東播(加健)第401-470 令和3年10月26日 令和9年11月30日 令和3年10月26日
000028 3000184253 シェアザスープ×カフェ 675-0124 加古川市別府町緑町３－１ 794970173 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社野元メンテナンスサービス 代表取締役 野元 一真 675-1105 兵庫県加古郡稲美町加古２７５３ 794965060 東播(加健)第401-469 令和3年10月28日 令和9年11月30日 令和3年10月28日
000028 3000184288 ちっぷいん 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７６番地１２スカイラークビル２Ｆ－２０７号 飲食店営業(4)その他 一般 宮脇 三和 東播(加健)第401-471 令和3年10月26日 令和9年11月30日 令和3年10月26日
000028 3000184289 竜太んとこ隠れ 675-0101 加古川市平岡町新在家３０２－２０３ 魚介類販売業 一般 船橋 竜太 東播(加健)第429-26 令和3年10月26日 令和9年11月30日 令和3年10月26日
000028 3000184304 じっちゃんのからあげ 676-0824 高砂市阿弥陀町南池６番地の６ 794463119 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＡＳＫ電設 代表取締役 田原 恭平 676-0824 兵庫県高砂市阿弥陀町南池６番地の６ 東播(加健)第401-477 令和3年10月28日 令和9年11月30日 令和3年10月28日
000028 3000184322 和ダイニング　ＭＯＳＨ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 森田 和彦 東播(加健)第401-476 令和3年10月28日 令和8年11月30日 令和3年10月28日
000028 3000184433 セブン－イレブンハートイン  ＪＲ加古川駅改札内 675-0065 加古川市加古川町篠原町３０－１ 794568820 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット 代表取締役 中西 豊 661-0976 兵庫県尼崎市潮江一丁目２番１２号 649609819 東播(加健)第401-484 令和3年10月29日 令和10年11月30日 令和3年10月29日
000028 3000184462 （株）メイショク 675-0011 加古川市野口町北野４３４－１加古川工業団地 794236771 複合型冷凍食品製造業 一般 株式会社メイショク 代表取締役 梅田 稔 652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町三丁目４０番１９号 785218181 東播(加健)第440-1 令和3年11月4日 令和9年11月30日 令和3年11月4日
000028 3000184471 株式会社籠谷　浜風工場 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目９番２１号 794442400 液卵製造業 一般 株式会社籠谷 代表取締役 小畑 成久 676-0005 兵庫県高砂市荒井町御旅二丁目１番１７号 794422405 東播(加健)第501-1 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 3000184488 高砂市役所　食堂 676-0004 高砂市荒井町千鳥１丁目１番１号 794903885 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社カノコ 代表取締役 675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原町１４番地の６ 794242678 東播(加健)第401-491 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 3000184502 ミスタードーナツ加古川別府店 675-0123 加古川市別府町朝日町１４番地 794379462 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 エムディフード株式会社 代表取締役 川口 一幸 564-0051 大阪府吹田市豊津町１番３３号 668215910 東播(加健)第401-493 令和3年11月1日 令和9年11月30日 令和3年11月1日
000028 3000184525 大森整形外科事業所 676-0082 高砂市曽根町４４７－１ 794485000 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社年輪 代表取締役 西澤 健作 674-0067 兵庫県明石市大久保町大久保町７９５番地 789370912 東播(加健)第401-499 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 3000184535 モナン 676-0804 高砂市美保里２５－２０サンシャインビル９１　２０５号室 794981410 飲食店営業(4)その他 一般 山崎 勝美 東播(加健)第401-497 令和3年11月2日 令和9年11月30日 令和3年11月2日
000028 3000184553 加古川中華そば播州 675-0032 加古川市加古川町備後３４２番１ 794419800 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ジェイ・エム・オー 代表取締役 寺岡 潤一郎 675-0147 兵庫県加古郡播磨町南大中三丁目２番１１号 794367770 東播(加健)第401-503 令和3年11月2日 令和9年11月30日 令和3年11月2日
000028 3000184579 宇都宮名物　栄久の餃子 675-0124 加古川市別府町緑町２アリオ加古川グリーンモール内 794353161 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 森田 賢人 東播(加健)第401-514 令和3年11月2日 令和9年11月30日 令和3年11月2日
000028 3000184585 花子倶楽部 676-0806 高砂市米田町塩市２０１－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木村 信哉 東播(加健)第401-516 令和3年11月4日 令和9年11月30日 令和3年11月4日
000028 3000184603 Ａｐｐｒｏａｃｈ 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５７－１ＲＣビル３Ｆ中 飲食店営業(4)その他 一般 清水 健 東播(加健)第401-506 令和3年11月4日 令和9年11月30日 令和3年11月4日
000028 3000184604 キッチンスタジアム 675-1115 加古郡稲美町国岡三丁目３１番地６ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社絆サンセリテ 代表取締役 藤本 信哉 675-1115 兵庫県加古郡稲美町国岡三丁目３１番地６ 794904792 東播(加健)第401-507 令和3年11月4日 令和9年11月30日 令和3年11月4日
000028 3000184622 マルナカ加古川店 675-0115 加古川市平岡町一色６４９番地の１ 794411122 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第403-49 令和3年11月1日 令和10年11月30日 令和3年11月1日
000028 3000184640 心愛（ここあ） 675-0016 加古川市野口町長砂１０１２－５ 794560050 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社ＳＡＩ健康管理 代表取締役 勝見 佐代子 650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通３－１－１ 789445088 東播(加健)第401-522 令和3年11月10日 令和9年11月30日 令和3年11月10日
000028 3000184653 Ｆｉｆｔｅｅｎ　１５ 675-0122 加古川市別府町別府９７４－４　２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 久保田 愛里 東播(加健)第401-527 令和3年11月9日 令和9年11月30日 令和3年11月9日
000028 3000184704 ボヌール 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 西海 友貴 東播(加健)第401-537 令和3年11月11日 令和9年11月30日 令和3年11月11日
000028 3000184727 古田漬物製造所 676-0011 高砂市荒井町小松原４丁目９８－２ 漬物製造業 一般 古田 林三 東播(加健)第435-3 令和3年11月12日 令和9年11月30日 令和3年11月12日
000028 3000184757 Ｃａｆｅ　＆　Ｂａｒ　ＬＯＷＧＵＮＳ 675-0156 加古郡播磨町東本荘１丁目２－６－２０１ 飲食店営業(4)その他 一般 藤田 安彦 東播(加健)第401-538 令和3年11月12日 令和10年11月30日 令和3年11月12日
000028 3000184767 ラフィ　ドリーム　ケバブ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L RAFIK HELMY HABIB MOUSA 東播(加健)第401-542 令和3年11月12日 令和8年11月30日 令和3年11月12日
000028 3000184769 戸畑鉄工（株） 676-0074 高砂市梅井４－２７－１２ 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第439-3 令和3年11月12日 令和9年11月30日 令和3年11月12日
000028 3000184773 ＮＰＯ法人　ＯＬＩＶＥ福祉会 676-0074 高砂市梅井４丁目２６－４ 794904875 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 特定非営利活動法人ＯＬＩＶＥ 理事 丸毛 るか 676-0082 兵庫県高砂市曽根町２４０４番地の５ 794482295 東播(加健)第401-541 令和3年11月12日 令和9年11月30日 令和3年11月12日
000028 3000184775 株式会社エーコープ近畿フーディーズいなみ 675-1115 加古郡稲美町国岡３－２４－５ 794928121 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目５１番１号 726763300 東播(加健)第401-544 令和3年11月11日 令和10年11月30日 令和3年11月11日
000028 3000184781 ＫＩＲＡＲＩ－ｈａｎａｒｅ－ 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５４－１２ 794516667 菓子製造業 一般 株式会社ウィズグロー 代表取締役 根来 秀紀 675-0147 兵庫県加古郡播磨町南大中１丁目１０－３０ 794356200 東播(加健)第403-51 令和3年11月12日 令和9年11月30日 令和3年11月12日
000028 3000184788 かふぇ　ＰＵＥＬＬＡ　ｉｚｍ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 藤原 いづみ 東播(加健)第401-546 令和3年11月12日 令和8年11月30日 令和3年11月12日
000028 3000184796 １７ＭＡＰ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７０番地１号富士ビル２階A号室 794270017 飲食店営業(4)その他 一般 ＩＮＳＯＵ　Ｊａｐａｎ株式会社 代表取締役 松本 大助 550-0013 大阪府大阪市西区新町三丁目６番１０号 665327007 東播(加健)第401-545 令和3年11月12日 令和9年11月30日 令和3年11月12日
000028 3000184799 みやび 675-1206 加古川市八幡町船町２０ 飲食店営業(4)その他 一般 芦原 直樹 東播(加健)第401-543 令和3年11月12日 令和9年11月30日 令和3年11月12日
000028 3000184833 鰻　きらり 675-0031 加古川市加古川町北在家２５６０　１Ｆ 794905544 そうざい製造業 一般 株式会社ウィズグロー 代表取締役 根来 秀紀 675-0147 兵庫県加古郡播磨町南大中一丁目１０番３０号 794375557 東播(加健)第409-13 令和3年11月15日 令和9年11月30日 令和3年11月15日
000028 3000184837 ハイダウェイ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 中田 幸好 東播(加健)第401-549 令和3年11月15日 令和8年11月30日 令和3年11月15日
000028 3000184868 クロッケ 675-0065 加古川市加古川町篠原町１８番地 794519099 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社プントワークス 代表取締役 宮永 敏英 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町４３１番地の１ 794222969 東播(加健)第401-552 令和3年11月16日 令和9年11月30日 令和3年11月16日
000028 3000184903 Ｃａｆｅ食堂　ＣＯＴＯ　ＣＯＴＯ 675-0012 加古川市野口町野口２５１ 794401758 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉岡 美紀 東播(加健)第401-554 令和3年11月16日 令和9年11月30日 令和3年11月16日
000028 3000184997 Ｍｒ．Ｂａｋｅ　＆　Ｍｒｓ．Ｇｒａｐｅ 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８　１Ｆ 794255751 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＫＩＣＯ 代表取締役 笠井 直人 675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原２１番８号 794255751 東播(加健)第401-564 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 3000185025 喫茶＆Ｂａｒ　ｍｙ　Ｌｉｆｅ 676-0016 高砂市荒井町扇町１９－７かどやビル１０２号 飲食店営業(4)その他 一般 戸田 秀美 東播(加健)第401-559 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 3000185026 地徳小屋 676-0828 高砂市阿弥陀町地徳１番地 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長谷川 哲也 東播(加健)第401-560 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 3000185027 地徳小屋 676-0828 高砂市阿弥陀町地徳１番地 菓子製造業 一般 長谷川 哲也 東播(加健)第403-52 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 3000185052 Ｏｌｉｎ 675-0054 加古川市米田町平津６７２－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 代谷 翔 東播(加健)第401-562 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 3000185073 ＥＤＥＮ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７０－１富士ビル４Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 神野 元希 東播(加健)第401-557 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 3000185075 Ｖｉｏｌａ 675-0101 加古川市平岡町新在家２－２７１－９フジビルⅡ５Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 山端 泰裕 東播(加健)第401-558 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 3000185184 ｓｎａｃｋ　Ｊａｓｍｉｎｅ 675-0156 加古郡播磨町東本荘１－１－１３ハリマビル３Ｆ 794977720 飲食店営業(4)その他 一般 中見 陽平 東播(加健)第401-568 令和3年11月22日 令和9年11月30日 令和3年11月22日
000028 3000185350 花神楽　パンダ焼き 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社花園 代表取締役 吉川 勝臣 116-0013 東京都荒川区西日暮里一丁目５７番１５号 338036196 東播(加健)第401-576 令和3年11月26日 令和8年11月30日 令和3年11月26日
000028 3000185376 歌謡ステージ　チャオ 676-0078 高砂市伊保１丁目１６４６－１ 794487700 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大形 三鈴 東播(加健)第401-581 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 3000185381 ぽて家 675-0016 加古川市野口町長砂９９７－５ 飲食店営業(4)その他 一般 田井 千賀子 東播(加健)第401-583 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 3000185384 レストラン　スリール加古川南備後 675-0033 加古川市加古川町南備後１８３－１サエラ加古川南備後 794292090 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ヒナコーポレーション 代表取締役 園田 潤治 657-0037 兵庫県神戸市灘区備後町５－３－１－３０９ 788113013 東播(加健)第401-584 令和3年11月26日 令和10年11月30日 令和3年11月26日
000028 3000185396 とみたＦａｒｍ 675-1111 加古郡稲美町印南２０８８－３ 漬物製造業 一般 冨田 美和子 東播(加健)第435-4 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 3000185404 ソトのマ 675-0037 加古川市加古川町本町３２４－４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 野間 靖弘 東播(加健)第401-585 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 3000185543 秘密空間 675-0145 加古郡播磨町宮西２丁目７－１７天国ビル３Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 中川 圭子 東播(加健)第401-591 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 3000185570 クロッカス工房 675-1113 加古郡稲美町岡１４２１ 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 田口 とみ子 東播(加健)第401-592 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 3000185571 クロッカス工房 675-1113 加古郡稲美町岡１４２１ 菓子製造業 一般 田口 とみ子 東播(加健)第403-55 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 3000185576 餃子屋コソラ加古川駅前店 675-0065 加古川市加古川町篠原町２９浅野ビル１Ｆ北側 794902351 そうざい製造業 一般 久保 秀樹 東播(加健)第409-14 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 3000185577 ｔｏｒｏ　ｂａｇｅｌ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 平岡 理華子 東播(加健)第401-594 令和3年11月29日 令和8年11月30日 令和3年11月29日



000028 3000185584 加賀家 676-0082 高砂市曽根町２３８３－２ 794482055 魚介類販売業 一般 加賀 弘之 東播(加健)第429-36 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 3000185615 ＢＡＲ　ＬＥＧＡＬＩＳＳ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６５－１０レインボービル４Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 森田 優 東播(加健)第401-593 令和3年12月1日 令和10年2月29日 令和3年12月1日
000028 3000185643 果実ノ華　アリオ加古川店 675-0124 加古川市別府町緑町２アリオ加古川グリーンマート館 794350855 菓子製造業 一般 株式会社ＬＩＮＯ 代表取締役 神山 智博 550-0006 大阪府大阪市西区江之子島１－７－３ 649633422 東播(加健)第403-56 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 3000185702 心和 675-0334 加古川市志方町成井４７１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 幸代 東播(加健)第401-604 令和3年12月1日 令和10年2月29日 令和3年12月1日
000028 3000185733 サンマルクカフェ　ニッケパークタウン加古川店 675-0066 加古川市加古川町寺家町１７３－１ニッケパークタウン本館１Ｆ 794534309 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社サンマルクカフェ 代表取締役 鎌田 滋之 700-0952 岡山県岡山市北区平田１７３番地１０４ 862375309 東播(加健)第401-601 令和3年11月30日 令和9年11月30日 令和3年11月30日
000028 3000185736 喫茶・スナック花音 675-0031 加古川市加古川町北在家５８１－３北在家店舗南－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西村 小夜子 東播(加健)第401-602 令和3年11月30日 令和9年11月30日 令和3年11月30日
000028 3000185924 ニュー☆ハリマ図書室 675-0151 加古郡播磨町南野添３丁目９－１１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人ニューハリマ 理事 在間 夢乃 675-0144 兵庫県加古郡播磨町北本荘七丁目２－３１ 東播(加健)第401-605 令和3年12月7日 令和10年2月29日 令和3年12月7日
000028 3000185945 Ｄ２ 675-0066 加古川市加古川町寺家町３６２－１ビアンテじけまちビル１階 飲食店営業(4)その他 一般 仲川 誠志 東播(加健)第401-607 令和3年12月6日 令和10年2月29日 令和3年12月6日
000028 3000185965 コッペパンサンド専門　母とむすめ 675-0332 加古川市志方町横大路１９４ 飲食店営業(4)その他 一般 山本 千代香 東播(加健)第401-608 令和3年12月7日 令和10年2月29日 令和3年12月7日
000028 3000185966 コッペパンサンド専門　母とむすめ 675-0332 加古川市志方町横大路１９４ 菓子製造業 一般 山本 千代香 東播(加健)第403-57 令和3年12月7日 令和10年2月29日 令和3年12月7日
000028 3000185991 日岡の家 675-0061 加古川市加古川町大野字狐塚１４１６ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社日米クック 代表取締役 米谷 素明 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中一丁目１７番２２号 664522135 東播(加健)第401-610 令和3年12月7日 令和11年2月28日 令和3年12月7日
000028 3000186251 Italian Kitchen VANSAN 加古川店 675-0016 加古川市野口町長砂１１８０－１ 794516877 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ペルゴ 代表取締役 小林 康浩 670-0976 兵庫県姫路市中地１８８番地の１ 792934064 東播(加健)第401-612 令和3年12月14日 令和10年2月29日 令和3年12月14日
000028 3000186264 播州夢街道　高砂物語 676-0022 高砂市高砂町浜田町２丁目２－９ 794975542 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 髙橋 誠伸 東播(加健)第401-613 令和3年12月10日 令和10年2月29日 令和3年12月10日
000028 3000186272 飴と鞭 675-0064 加古川市加古川町溝之口７１８プレジャービル３０２ 794221235 飲食店営業(4)その他 一般 山本 美鈴 東播(加健)第401-614 令和3年12月13日 令和10年2月29日 令和3年12月13日
000028 3000186300 樹 675-0102 加古川市平岡町西谷７８－２パルコ加古川北側１Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ユーワン企画株式会社 代表取締役 酒井 隆樹 675-1121 兵庫県三田市上相野８５２ 795556630 東播(加健)第401-616 令和3年12月13日 令和10年2月29日 令和3年12月13日
000028 3000186301 #NAME? 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 長谷川 浩一 東播(加健)第401-611 令和3年12月13日 令和9年2月28日 令和3年12月13日
000028 3000186308 真和料理　研究会 675-0103 加古川市平岡町高畑４７２－１１３ 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 迫田 美樹男 東播(加健)第401-615 令和3年12月14日 令和10年2月29日 令和3年12月14日
000028 3000186337 スナック～ｓｏｒａ～ 676-0082 高砂市曽根町日笠通り２５５４ 飲食店営業(4)その他 一般 一岡 静恵 東播(加健)第401-618 令和3年12月14日 令和10年2月29日 令和3年12月14日
000028 3000186464 加古川さかな倶楽部「たなごっち」 675-0027 加古川市尾上町今福２２－３ 794546003 飲食店営業(4)その他 露店40L 宮田 孝 東播(加健)第401-619 令和3年12月20日 令和9年2月28日 令和3年12月20日
000028 3000186465 マクドナルド　播州大橋店 675-0035 加古川市加古川町友沢４４３－１ 794229843 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 160-0023 東京都新宿区西新宿６丁目５－１ 369115650 東播(加健)第401-620 令和3年12月20日 令和11年2月28日 令和3年12月20日
000028 3000186519 森の果実 675-0122 加古川市別府町別府５４３－１ 飲食店営業(4)その他 一般 小西 叶祐 東播(加健)第401-621 令和3年12月21日 令和10年2月29日 令和3年12月21日
000028 3000186520 バーガーキングアリオ加古川店 675-0066 加古川市別府町緑町２ 794418208 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ビーケー・ジャパン 代表取締役 野村 一裕 102-0082 東京都千代田区一番町１６番１号共同ビル一番町３階 368567658 東播(加健)第401-622 令和3年12月21日 令和11年2月28日 令和3年12月21日
000028 3000186534 彦 675-0335 加古川市志方町原２１４番地の１ 794523550 食肉販売業 一般 有限会社彦太力 代表取締役 大浦 智子 675-0335 兵庫県加古川市志方町原２１４番地の１ 794523550 東播(加健)第427-32 令和3年12月21日 令和10年2月29日 令和3年12月21日
000028 3000186535 らーめん２国東加古川店 675-0104 加古川市平岡町土山８５０－１ 789420259 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＵＲＡＢＥ 代表取締役 卜部 朋和 675-0015 兵庫県加古川市野口町坂井１０６番地の３ 794354020 東播(加健)第401-624 令和3年12月21日 令和10年2月29日 令和3年12月21日
000028 3000186537 ｂａｒ　漢 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６５－１０レインボービル２０７ 飲食店営業(4)その他 一般 大森 舞都 東播(加健)第401-623 令和3年12月21日 令和10年2月29日 令和3年12月21日
000028 3000186560 Ｓｗｉｎｇ　ｃａｆｅ 675-0035 加古川市加古川町友沢４９６－５６ 794201444 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長島 勲 東播(加健)第401-625 令和3年12月21日 令和10年2月29日 令和3年12月21日
000028 3000186657 ｈａｔｔｅｎ　ｂａｒ　ａｎｏｔｈｅｒｓｋｙ 675-0066 加古川市加古川町寺家町３６２－１ビアンテじけまち２Ｆ 794904817 飲食店営業(4)その他 一般 久保 憲一 東播(加健)第401-626 令和3年12月27日 令和10年2月29日 令和3年12月27日
000028 3000186696 マックスバリュ水足店 675-0019 加古川市野口町水足３３３－３３ 794226353 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第439-5 令和3年12月28日 令和10年2月29日 令和3年12月28日
000028 3000186831 くり－む堂ニッケパークタウン店 675-0066 加古川市加古川町寺家町１７３－１ニッケパークタウン２Ｆ 794239618 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社えがふる 代表取締役 大西 隆 675-0021 兵庫県加古川市尾上町安田９２０ 東播(加健)第401-627 令和4年1月6日 令和10年2月29日 令和4年1月6日
000028 3000186848 Ａｐｐｌｅ　ｋｉｔｃｈｅｎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 北井 浩行 東播(加健)第401-628 令和4年1月6日 令和9年2月28日 令和4年1月6日
000028 3000186876 くり－む堂 675-0021 加古川市尾上町安田９２０ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社えがふる 代表取締役 大西 隆 675-0021 兵庫県加古川市尾上町安田９２０ 東播(加健)第401-629 令和4年1月11日 令和10年2月29日 令和4年1月11日
000028 3000186877 くり－む堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社えがふる 代表取締役 大西 隆 675-0021 兵庫県加古川市尾上町安田９２０ 東播(加健)第401-630 令和4年1月11日 令和9年2月28日 令和4年1月11日
000028 3000186891 台湾料理　錦福香 675-0009 加古川市神野町西条１２９５－３ 794382228 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 辛 鑫 東播(加健)第401-631 令和4年1月13日 令和10年2月29日 令和4年1月13日
000028 3000186911 兵庫県立松陽高等学校　食堂 676-0082 高砂市曽根町２７９４－１ 794474021 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ホーユー 代表取締役 山浦 芳樹 730-0843 広島県広島市中区舟入本町１７番１号 825770035 東播(加健)第401-632 令和4年1月12日 令和10年2月29日 令和4年1月12日
000028 3000186913 ２５２５.ｓｍｉｌｅ 675-0038 加古川市加古川町木村６５－５やかたビル東３－Ａ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橋口 克馬 東播(加健)第401-634 令和4年1月14日 令和10年2月29日 令和4年1月14日
000028 3000186932 ＴＡＣＯＳ　ＢＡＲ　ＫＥＮＮＹ 675-0066 加古川市加古川町寺家町３６２－１ビアンテじけまちビル２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 佐々木 愛 東播(加健)第401-633 令和4年1月14日 令和10年2月29日 令和4年1月14日
000028 3000186938 良肉問屋 675-0023 加古川市尾上町池田６４２ 794214368 食肉販売業 一般 株式会社ケイエスエスグループ 代表取締役 大下 裕司 675-0062 兵庫県加古川市加古川町美乃利４４７－５ 794214368 東播(加健)第427-33 令和4年1月14日 令和10年2月29日 令和4年1月14日
000028 3000186939 プッシーキャット 675-0122 加古川市別府町別府９７４－４別府ビル３Ｆ 794356101 飲食店営業(4)その他 一般 福森 博人 東播(加健)第401-636 令和4年1月14日 令和10年2月29日 令和4年1月14日
000028 3000186985 社会福祉法人　グランはりま 675-0103 加古川市平岡町高畑１番地の１ 794511525 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 社会福祉法人グランはりま 理事長 河合 勝 675-0103 兵庫県加古川市平岡町高畑１番地の１ 794511525 東播(加健)第401-640 令和4年1月19日 令和11年2月28日 令和4年1月19日
000028 3000186986 ほっかほっか亭　加古川消防署前 675-0036 加古川市加古川町西河原８－１ 794535533 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社ほっかほっか亭総本部 代表取締役 青木 達也 530-0014 大阪府大阪市北区鶴野町３番１０号 663768048 東播(加健)第401-642 令和4年1月19日 令和11年2月28日 令和4年1月19日
000028 3000187001 本わらびもち専門店　蕨小町 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 株式会社錦 代表取締役 大西 正人 674-0065 兵庫県明石市大久保町西島７２１番地の８ 787772745 東播(加健)第401-646 令和4年1月20日 令和9年2月28日 令和4年1月20日
000028 3000187003 Ｑｕｅｅｎ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７０－１フジビル２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 井上 龍二 東播(加健)第401-639 令和4年1月19日 令和10年2月29日 令和4年1月19日
000028 3000187013 カフェ　フレグランス 676-0082 高砂市曽根町３７９－７ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 烏野 妙子 東播(加健)第401-647 令和4年1月24日 令和10年2月29日 令和4年1月24日
000028 3000187014 肉のしみず 675-0021 加古川市尾上町安田２８２－３ 794975589 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ごえ門 代表取締役 清水 万紀久 675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂１２８４－１６ 794272709 東播(加健)第401-654 令和4年1月24日 令和10年2月29日 令和4年1月24日
000028 3000187015 肉のしみず 675-0021 加古川市尾上町安田２８２－３ 794975589 食肉販売業 一般 有限会社ごえ門 代表取締役 清水 万紀久 675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂１２８４－１６ 794272709 東播(加健)第427-34 令和4年1月24日 令和10年2月29日 令和4年1月24日
000028 3000187024 ＬＩＮＣ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 黒田 昌宏 東播(加健)第401-656 令和4年1月24日 令和9年2月28日 令和4年1月24日
000028 3000187027 セブンイレブン加古川平岡新在家店 675-0101 加古川市平岡町新在家９１０番４ 794277717 飲食店営業(4)その他 一般 山田 崇 東播(加健)第401-649 令和4年1月24日 令和10年2月29日 令和4年1月24日
000028 3000187030 Ｂｕｅｎａ　Ｖｉｓｔａ　Ｃｏｆｆｅｅ　Ｃｌｕｂ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 原田 法士 東播(加健)第401-655 令和4年1月24日 令和9年2月28日 令和4年1月24日
000028 3000187033 たびたび 675-1127 加古郡稲美町中一色４７８－５ 794407050 菓子製造業 一般 塚野 謙一 東播(加健)第403-58 令和4年1月25日 令和10年2月29日 令和4年1月25日
000028 3000187036 ファミリーマート　播磨町古田店 675-0148 加古郡播磨町北古田１丁目２０－１３ 794356612 飲食店営業(4)その他 一般 ジー・ネットワーク有限会社 代表取締役 平野 宏一 674-0092 兵庫県明石市二見町東二見４００番地の１３ 789158899 東播(加健)第401-661 令和4年1月27日 令和10年2月29日 令和4年1月27日
000028 3000187052 ＫＡＩＭＡＮＡ 676-0821 高砂市阿弥陀町長尾５４９－４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木村 哲也 東播(加健)第401-665 令和4年1月27日 令和10年2月29日 令和4年1月27日
000028 3000187084 Ｃｏｎｎｅｃｔ　Ｃｒｅａｔｅ　Ｌａｂｏ 675-1115 加古郡稲美町国岡１－１８５ 清涼飲料水製造業 一般 桑名 太 東播(加健)第405-1 令和4年2月3日 令和10年2月29日 令和4年2月3日
000028 3000187087 Ｋｒｏｏｎ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７０－１４サミットシティ２号館３Ｆ　Ｃ号室 飲食店営業(4)その他 一般 田中 冠太 東播(加健)第401-669 令和4年1月27日 令和10年2月29日 令和4年1月27日
000028 3000187098 焼酎ＢＡＲ華美 676-0001 高砂市中島２丁目３－１０リバーサイドみふく１０２ 794430305 飲食店営業(4)その他 一般 岡田 貴子 東播(加健)第401-663 令和4年1月27日 令和10年2月29日 令和4年1月27日
000028 3000187110 Ａｇｕｕ 675-0150 加古郡播磨町南野添３丁目８－１２石橋ビル２０１ 飲食店営業(4)その他 一般 杉本 三由希 東播(加健)第401-677 令和4年1月25日 令和10年2月29日 令和4年1月25日
000028 3000187111 ガリンペイロ 675-0023 加古川市尾上町池田１８９７－２ 794220895 飲食店営業(4)その他 一般 神戸 由加里 東播(加健)第401-675 令和4年1月25日 令和10年2月29日 令和4年1月25日
000028 3000187112 翔月庵　加古川 675-0018 加古川市野口町坂元１３８－２ 794220417 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社アーチスタッフサービス 代表取締役 塚本 康之 650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通二丁目１番１８号ＪＲ神戸駅ＮＫビル６階 783710080 東播(加健)第401-674 令和4年1月27日 令和10年2月29日 令和4年1月27日
000028 3000187115 Ｂａｒ．ＤＯＬＬ 675-0026 加古川市尾上町旭１丁目４８－１２富士ビル２０２ 飲食店営業(4)その他 一般 山下 万優 東播(加健)第401-676 令和4年1月26日 令和10年2月29日 令和4年1月25日
000028 3000187147 スマイル３ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 關口 明子 東播(加健)第401-681 令和4年2月2日 令和9年2月28日 令和4年2月2日
000028 3000187148 ｙｕｕ 675-0038 加古川市加古川町木村字木寺６５番地５ 794544192 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長谷 優子 東播(加健)第401-683 令和4年1月27日 令和10年2月29日 令和4年1月27日
000028 3000187153 Ｃｈｅｒ　Ａｎｇｅｓ 675-0017 加古川市野口町良野４１４－４ 794419574 菓子製造業 一般 有村 和美 東播(加健)第403-60 令和4年2月2日 令和10年2月29日 令和4年2月2日
000028 3000187157 ペンギンクレープ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 宮崎 真帆 東播(加健)第401-685 令和4年2月4日 令和9年2月28日 令和4年2月4日
000028 3000187212 串かつ屋さん　８７３９ 675-0068 加古川市加古川町中津５９９－１三島ビル２Ｆ 794278708 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮﨑 穂 東播(加健)第401-698 令和4年2月1日 令和10年2月29日 令和4年2月1日
000028 3000187213 かばくん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 別所 晶子 東播(加健)第401-696 令和4年2月3日 令和9年2月28日 令和4年2月3日
000028 3000187214 翔 675-0101 加古川市平岡町新在家１４４９－３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 髙取 美由紀 東播(加健)第401-694 令和4年2月3日 令和10年2月29日 令和4年2月3日
000028 3000187238 お好み焼　はよし 675-0051 加古川市東神吉町升田５０３－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 羽吉 秀昭 東播(加健)第401-706 令和4年2月3日 令和10年2月29日 令和4年2月3日
000028 3000187286 小林農園 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 小林 由孝 東播(加健)第401-715 令和4年2月9日 令和9年2月28日 令和4年2月9日
000028 3000187288 ホルモン平井 675-0054 加古川市米田町平津６６６－３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平井 恒次 東播(加健)第401-718 令和4年2月10日 令和10年2月29日 令和4年2月10日
000028 3000187297 国産焼き鳥たぼく 675-0150 加古郡播磨町南野添１丁目３－２７ 794370246 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 久保田 洋平 東播(加健)第401-723 令和4年2月7日 令和10年2月29日 令和4年2月7日
000028 3000187312 ちゃっぴ－ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 白石 衣理 東播(加健)第401-730 令和4年2月9日 令和9年2月28日 令和4年2月9日
000028 3000187335 ＰＩＺＺＥＲＩＡ　ＬＵＫＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L ユレン ルーカス 東播(加健)第401-731 令和4年2月10日 令和9年2月28日 令和4年2月10日
000028 3000187362 ラピン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 坂東 政芳 東播(加健)第401-733 令和4年2月14日 令和9年2月28日 令和4年2月14日
000028 3000187372 ＣＨＡＵＴＡＲＩ 676-0021 高砂市高砂町朝日町３丁目２番２１号 794427337 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社Ｋ．Ｂ．エンタープライズ 代表社員 カンデル バラト 676-0021 兵庫県高砂市高砂町朝日町三丁目２番２１号 東播(加健)第401-727 令和4年2月14日 令和10年2月29日 令和4年2月14日
000028 3000187397 からあげ川政 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 川嶋 千里 東播(加健)第401-734 令和4年2月15日 令和9年2月28日 令和4年2月15日
000028 3000187409 串焼だいにんぐ　良々 675-0021 加古川市尾上町安田１０５－７ベネボレンス１０３ 794260536 食肉販売業 一般 森 良樹 東播(加健)第427-38 令和4年2月17日 令和10年2月29日 令和4年2月17日
000028 3000187410 串焼だいにんぐ　良々 675-0021 加古川市尾上町安田１０５－７ベネボレンス１０３ 794260536 そうざい製造業 一般 森 良樹 東播(加健)第409-15 令和4年2月17日 令和10年2月29日 令和4年2月17日
000028 3000187419 ローソン加古川野口町坂元店 675-0018 加古川市野口町坂元字住塚５０－１ 794249424 飲食店営業(4)その他 一般 小西 勇輔 東播(加健)第401-737 令和4年2月17日 令和11年2月28日 令和4年2月17日
000028 3000187442 株式会社ｂｉｔｔｅｒ　ｗｏｏｄ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社ｂｉｔｔｅｒ　ｗｏｏｄ 代表取締役 苦木 一博 671-2232 兵庫県姫路市相野２０１番地 東播(加健)第401-740 令和4年2月18日 令和9年2月28日 令和4年2月18日
000028 3000187451 小望月 676-0082 高砂市曽根町２５５４－３２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤田 裕貴 東播(加健)第401-741 令和4年2月17日 令和10年2月29日 令和4年2月17日
000028 3000187475 カラオケ喫茶　ひろみちゃん 676-0805 高砂市米田町米田９４２－７ 飲食店営業(4)その他 一般 讃岐 弘美 東播(加健)第401-746 令和4年2月18日 令和10年2月29日 令和4年2月18日
000028 3000187476 銀のさら　高砂店 675-0054 加古川市米田町平津字石田４７７－１５ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ライドオンエクスプレス 代表取締役 江見 朗 108-0073 東京都港区三田三丁目５番２７号 354443608 東播(加健)第401-747 令和4年2月18日 令和10年2月29日 令和4年2月18日
000028 3000187489 ｆｒｅｅ　ｓｔｙｌｅ　ｂａｒ　Ｌａｓｓ　ＣＨＯ－ＢＩＴ 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２６３－１ＨＫビル１Ｆ 794543303 飲食店営業(4)その他 一般 鈴木 良典 東播(加健)第401-749 令和4年2月21日 令和10年2月29日 令和4年2月21日
000028 3000187506 鶏の店　かしわ家 675-1102 加古郡稲美町草谷５９－１６３ 794955060 そうざい製造業 一般 有限会社イマジン 代表取締役 古山 暁彦 658-0063 兵庫県神戸市東灘区住吉山手四丁目１１番３６号 789838005 東播(加健)第409-16 令和4年2月21日 令和10年2月29日 令和4年2月21日
000028 3000187538 セブンイレブン加古川尾上長田店 675-0024 加古川市尾上町長田５１７－１１ 794229355 飲食店営業(4)その他 一般 濱田 和也 東播(加健)第401-756 令和4年2月21日 令和11年2月28日 令和4年2月21日
000028 3000187540 創作プチビュッフェ＆ピッツェリア　ＣｏＣｏ 675-0066 加古川市加古川町寺家町６６－８ＹＡＮＡＧＡＷＡビル２Ｆ 794418322 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大西 勇太 東播(加健)第401-765 令和4年2月22日 令和10年2月29日 令和4年2月22日
000028 3000187551 Ｍ’ｓ　ｓｔｏｒｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 森 勇二 東播(加健)第401-769 令和4年2月25日 令和9年2月28日 令和4年2月25日
000028 3000187584 (株)ニッケ機械製作所  本社工場　新工場休憩所（ＣＣＢＪＩ協受） 675-0053 加古川市米田町船頭４４０ 794313001 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第439-11 令和4年2月25日 令和10年2月29日 令和4年2月25日
000028 3000187593 田岡化学工業株式会社　播磨工業内食堂 675-0145 加古郡播磨町宮西２丁目１０番６号 794376125 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社入船 代表取締役 入江 建介 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町１０３３番地 794435500 東播(加健)第401-738 令和4年2月17日 令和11年2月28日 令和4年2月17日
000028 3000187596 元気屋 675-0064 加古川市加古川町溝之口７０７ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 島田 清美 東播(加健)第401-662 令和4年1月27日 令和10年2月29日 令和4年1月27日
000028 3000187598 日本マクドナルド株式会社　加古川福沢店 675-0019 加古川市野口町水足１－４ 794903019 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 163-1339 東京都新宿区西新宿６丁目５－１ 333446251 東播(加健)第401-680 令和4年1月27日 令和10年2月29日 令和4年1月27日
000028 3000187609 えびす　今福 675-0027 加古川市尾上町今福３４６－１ 794417418 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社エス・エム・ケイ食品 代表取締役 小杉 光治 651-2111 兵庫県神戸市西区池上二丁目２０－１ 789455056 東播(加健)第401-773 令和4年2月28日 令和10年2月29日 令和4年2月28日
000028 3000187611 明石活魚　おだゆう 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１番地－８カピル２１専門店街Ｂ１Ｆ 794254668 魚介類販売業 一般 月田 秀𠮷 東播(加健)第429-38 令和4年2月28日 令和10年2月29日 令和4年2月28日
000028 3000187616 マックスバリュ安田店 675-0021 加古川市尾上町安田４８０ 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社ウォーターワン 代表取締役 小早川 克史 733-0821 広島県広島市西区庚午北４－２－１３ 822723435 東播(加健)第439-12 令和4年2月28日 令和10年2月29日 令和4年2月28日
000028 3000187620 小町寿司 675-0053 加古川市米田町船頭６５０ 794312874 そうざい製造業 一般 花木 敏彦 東播(加健)第409-17 令和4年3月3日 令和10年5月31日 令和4年3月3日
000028 3000187621 チーム　おふくろ 676-0804 高砂市美保里２５－２７ 794435800 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 灘 早苗 東播(加健)第401-776 令和4年3月3日 令和10年5月31日 令和4年3月3日
000028 3000187623 おうち酒場がんも 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６７－１１シティライフ東加古川１－５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 村上 友希 東播(加健)第401-774 令和4年3月3日 令和10年5月31日 令和4年3月3日
000028 3000187625 Ｓｎａｃｋ　Ａｍｕ 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５７－１ＲＣビル２階中央室 飲食店営業(4)その他 一般 船橋 梨歩 東播(加健)第401-775 令和4年3月3日 令和10年5月31日 令和4年3月3日
000028 3000187658 いなみマイマイ工房 675-1115 加古郡稲美町国岡５１９ 794929877 みそ又はしょうゆ製造業 一般 𠮷岡 敏子 東播(加健)第437-5 令和4年3月3日 令和10年5月31日 令和4年3月3日
000028 3000187677 Ｍｉｓｔ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７５－１２ＳＴビル２階 飲食店営業(4)その他 一般 南 由茉 東播(加健)第401-777 令和4年3月4日 令和10年5月31日 令和4年3月4日
000028 3000187682 ぎょうざ酒場　どどんぱ 675-0101 加古川市平岡町新在家２－２６５－２邦栄ビル１－Ａ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社たまがっど 代表取締役 野村 哲男 675-0117 兵庫県加古川市平岡町一色西二丁目２５４番地の１ 794368735 東播(加健)第401-778 令和4年3月4日 令和10年5月31日 令和4年3月4日
000028 3000187683 ぎょうざ酒場　どどんぱ 675-0101 加古川市平岡町新在家２－２６５－２邦栄ビル１－Ａ そうざい製造業 一般 株式会社たまがっど 代表取締役 野村 哲男 675-0117 兵庫県加古川市平岡町一色西二丁目２５４番地の１ 794368735 東播(加健)第409-18 令和4年3月4日 令和10年5月31日 令和4年3月4日
000028 3000187684 豚骨武将　優ｍａｓａ 676-0011 高砂市荒井町小松原５丁目１５－４ 794517883 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 優弘 東播(加健)第401-779 令和4年3月7日 令和10年5月31日 令和4年3月7日
000028 3000187696 ｇｅｌａｔｏｓｅａ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L ＯＣＥＡＮＳ１１株式会社 代表取締役 今井 真太郎 651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通四丁目３番１号パ－クハウス磯上２０１号 788913777 東播(加健)第401-781 令和4年3月8日 令和9年5月31日 令和4年3月8日
000028 3000187698 ｇｅｌａｔｏｓｅａ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L ＯＣＥＡＮＳ１１株式会社 代表取締役 今井 真太郎 651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通四丁目３番１号パ－クハウス磯上２０１号 788913777 東播(加健)第401-782 令和4年3月8日 令和9年5月31日 令和4年3月8日
000028 3000187699 サーティワンアイスクリーム　アリオ加古川店 675-0124 加古川市別府町緑町２　１Ｆ　106区画 794306031 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 株式会社マックアースフーズ 代表取締役 一ノ本 三千代 667-1124 兵庫県養父市丹戸８９６－１ 796673320 東播(加健)第401-783 令和4年3月8日 令和11年5月31日 令和4年3月8日
000028 3000187715 ボンジュール神戸 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 久木山 利彰 東播(加健)第401-785 令和4年3月4日 令和9年5月31日 令和4年3月4日
000028 3000187723 カフェ　ルクア 675-0066 加古川市加古川町寺家町１２－４加古川公民館 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社アシストワン 代表取締役 中嶋 まゆみ 675-1202 兵庫県加古川市八幡町野村６９３番地の３ 794562018 東播(加健)第401-784 令和4年3月8日 令和10年5月31日 令和4年3月8日
000028 3000187756 播磨町立播磨南小学校共同調理場 675-0163 加古郡播磨町古宮５丁目１１番１０号 789420820 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社グルメサービス 代表取締役 西川 廣 675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂７９９番地 794221200 東播(加健)第401-786 令和4年3月9日 令和11年5月31日 令和4年3月9日
000028 3000187759 すき家　明幹加古川店 675-0021 加古川市尾上町安田３０５－１ 794417661 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南二丁目１８番１号 357838850 東播(加健)第401-787 令和4年3月9日 令和11年5月31日 令和4年3月9日
000028 3000187760 杉本商店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店80L 杉本 卓司 東播(加健)第401-789 令和4年3月8日 令和9年5月31日 令和4年3月8日
000028 3000187786 居酒屋　五鉄 675-0150 加古郡播磨町南野添３丁目６－15 794904150 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橋本 良男 東播(加健)第401-790 令和4年3月9日 令和10年5月31日 令和4年3月9日
000028 3000187788 マンセルカレ－ 675-0066 加古川市加古川町寺家町３８４－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 坂原 望美 東播(加健)第401-791 令和4年3月10日 令和10年5月31日 令和4年3月10日



000028 3000187798 シャトレーゼ加古川平岡店 675-0111 加古川市平岡町二俣７７２－５ 菓子製造業 一般 多田 豊 東播(加健)第403-70 令和4年3月14日 令和10年5月31日 令和4年3月14日
000028 3000187801 スープカフェ　すうぷ 676-0065 高砂市高砂町細工町１３３５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高橋 美和子 東播(加健)第401-792 令和4年3月11日 令和10年5月31日 令和4年3月11日
000028 3000187817 トリック 675-0054 加古川市米田町平津４５６－４ホーデンバンホーフ１０１号 飲食店営業(4)その他 一般 小西 叶祐 東播(加健)第401-793 令和4年3月14日 令和10年5月31日 令和4年3月14日
000028 3000187830 紬 675-0054 加古川市米田町平津４０９－１５ 794311503 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 枡田 麻紀 東播(加健)第401-795 令和4年3月14日 令和10年5月31日 令和4年3月14日
000028 3000187831 ヤバイ居酒屋さん　やば屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社たまがっど 代表取締役 野村 哲男 675-0117 兵庫県加古川市平岡町一色西二丁目２５４番地の１ 東播(加健)第401-797 令和4年3月14日 令和9年5月31日 令和4年3月14日
000028 3000187857 ＲＥＬＡＸＩＮＧＣＡＦＥ　ｎｏｎ 675-0038 加古川市加古川町木村１０５－５ 794586783 菓子製造業 一般 小林 茉未 東播(加健)第403-71 令和4年3月17日 令和10年5月31日 令和4年3月17日
000028 3000187858 ＲＥＬＡＸＩＮＧＣＡＦＥ　ｎｏｎ 675-0038 加古川市加古川町木村１０５－５ 794586783 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西本 啓子 東播(加健)第401-799 令和4年3月17日 令和10年5月31日 令和4年3月17日
000028 3000187864 ＡＴＥＬＩＥＲ　ＰＡＮＹＡ３ 675-0117 加古川市平岡町一色西２丁目２０４ぷらーざきくや１０５ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ｕｌｕＰａ 代表取締役 井坂 拓也 651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通六丁目１番２０号 東播(加健)第401-800 令和4年3月16日 令和10年5月31日 令和4年3月16日
000028 3000187865 ＡＴＥＬＩＥＲ　ＰＡＮＹＡ３ 675-0117 加古川市平岡町一色西２丁目２０４ぷらーざきくや１０５ 菓子製造業 一般 株式会社ｕｌｕＰａ 代表取締役 井坂 拓也 651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通六丁目１番２０号 東播(加健)第403-72 令和4年3月16日 令和10年5月31日 令和4年3月16日
000028 3000187869 エーム７４４１ 675-1201 加古川市八幡町宗佐５４４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 エームサービス株式会社 代表取締役 小谷 周 107-0052 東京都港区赤坂二丁目２３番１号 362347500 東播(加健)第401-798 令和4年3月18日 令和11年5月31日 令和4年3月18日
000028 3000187880 居酒屋　くせもん 676-0016 高砂市荒井町扇町１０－２２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 碓井 美香子 東播(加健)第401-796 令和4年3月15日 令和10年5月31日 令和4年3月15日
000028 3000187884 ちゃあしゅうや亀王 675-0012 加古川市野口町野口１７－２ 794258557 食品の小分け業 一般 龍鳳食品株式会社 代表取締役 大里 仁志 531-0071 大阪府大阪市北区中津３丁目３番３５号 663758787 東播(加健)第438-2 令和4年3月22日 令和10年5月31日 令和4年3月22日
000028 3000187885 Ｈａｎｇ　Ｏｕｔ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７１－９フジビルⅡ４Ｂ 飲食店営業(4)その他 一般 山村 龍平 東播(加健)第401-801 令和4年3月15日 令和10年5月31日 令和4年3月15日
000028 3000187915 珈琲焙煎所ＫＯＴＩ 676-0049 高砂市高砂町田町４６５－１ 菓子製造業 一般 向井 瞳 東播(加健)第403-74 令和4年3月17日 令和10年5月31日 令和4年3月17日
000028 3000187916 居酒屋ふる里 676-0038 高砂市高砂町栄町３７０－１５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 出野 美羅 東播(加健)第401-803 令和4年3月17日 令和10年5月31日 令和4年3月17日
000028 3000187917 居酒屋　いち丸 676-0005 高砂市荒井町御旅１丁目４－５カドヤビル１０３ 794422233 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北野 啓真 東播(加健)第401-804 令和4年3月22日 令和10年5月31日 令和4年3月22日
000028 3000187918 珈琲焙煎所ＫＯＴＩ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 向井 瞳 東播(加健)第401-802 令和4年3月17日 令和9年5月31日 令和4年3月17日
000028 3000187944 華かりん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社レックス・トレード 代表取締役 中島 純一 567-0001 大阪府茨木市安威二丁目２３番１１号 東播(加健)第401-805 令和4年3月18日 令和9年5月31日 令和4年3月18日
000028 3000187946 ＧＡＧＡ 675-0014 加古川市野口町古大内１５－３０ 菓子製造業 一般 小川 美晴 東播(加健)第403-73 令和4年3月18日 令和10年5月31日 令和4年3月18日
000028 3000187984 ＤＩＮＩＮＧ＆ＣＡＦＥ  ＨＯＫＫＯＲＩ 675-0021 加古川市尾上町安田９０７ゼニスコートＢ号室 794417614 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中島 恵 東播(加健)第401-806 令和4年3月22日 令和10年5月31日 令和4年3月22日
000028 3000188017 麺屋　スエヒロ軒 675-0015 加古川市野口町坂井５－１第２若宮マンション１Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社サクラサク 代表社員 香川 健仲 655-0028 兵庫県神戸市垂水区宮本町１－１９ 787426482 東播(加健)第401-788 令和4年3月10日 令和10年5月31日 令和4年3月10日
000028 3000188026 ＣＯＯＫＩＥＳ　すまいる（カフェスペース） 675-0111 加古川市平岡町二俣字旭７６２番地２ 794515021 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人ＣＯＯＫＩＥＳすまいる 理事 須藤 美知子 675-0111 兵庫県加古川市平岡町二俣字旭７６２番地２ 794515021 東播(加健)第401-807 令和4年3月23日 令和11年5月31日 令和4年3月23日
000028 3000188067 ゆいちゃん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 宮本 夢生 東播(加健)第401-808 令和4年3月25日 令和9年5月31日 令和4年3月25日
000028 3000188088 Ｃａｆｅ　はすのは　ＣＯＯＫＩＥＳすまいる 675-0115 加古川市平岡町一色７９７－２９５ 794377777 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人ＣＯＯＫＩＥＳすまいる 理事 須藤 美知子 675-0111 兵庫県加古川市平岡町二俣字旭７６２番地２ 794515021 東播(加健)第401-809 令和4年3月25日 令和10年5月31日 令和4年3月25日
000028 3000188101 ＷＲＡＰ　ＵＰ！？ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 笠間 美里 東播(加健)第401-810 令和4年3月25日 令和9年5月31日 令和4年3月25日
000028 3000188102 くり－む堂 675-0021 加古川市尾上町安田９２０ アイスクリーム類製造業 一般 株式会社えがふる 代表取締役 大西 隆 675-0021 兵庫県加古川市尾上町安田９２０ 東播(加健)第420-2 令和4年3月25日 令和10年5月31日 令和4年3月25日
000028 3000188137 カシマヤ 676-0018 高砂市荒井町若宮町１０－１６ 794436226 魚介類販売業 一般 加嶋 道夫 東播(加健)第429-39 令和4年3月29日 令和10年5月31日 令和4年3月29日
000028 3000188143 ランチャン 676-0808 高砂市神爪１丁目１４－３３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 グエン　ヌオク ケウ　ラン 東播(加健)第401-812 令和4年3月29日 令和10年5月31日 令和4年3月29日
000028 3000188181 アルペジオカフェ 675-0009 加古川市神野町西条１３１０－１ 794975822 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川﨑 誠司 東播(加健)第401-813 令和4年3月30日 令和10年5月31日 令和4年3月30日
000028 3000188188 新興酒店 675-0063 加古川市加古川町平野１１０－７ 794222573 飲食店営業(4)その他 一般 髙見 逸子 東播(加健)第401-814 令和4年3月29日 令和10年5月31日 令和4年3月29日
000028 3000188295 シャンティいなみ　１号館 675-1115 加古郡稲美町国岡１－９３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社バイタルハウス 代表取締役 豊永 恵子 665-0842 兵庫県宝塚市川面四丁目１番３８－２号 797617801 東播(加健)第401-816 令和4年3月31日 令和10年5月31日 令和4年3月31日
000028 3000188296 シャンティいなみ　２号館 675-1115 加古郡稲美町国岡１丁目９３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社バイタルハウス 代表取締役 豊永 恵子 665-0842 兵庫県宝塚市川面四丁目１番３８－２号 797617801 東播(加健)第401-817 令和4年3月31日 令和10年5月31日 令和4年3月31日
000028 3000188302 スーパーマルハチ　東加古川店 675-0111 加古川市平岡町二俣６５９－１ 794270808 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マルハチ 代表取締役 栗花 正雄 651-0064 兵庫県神戸市中央区大日通一丁目２番１８号 782320839 東播(加健)第401-815 令和4年3月31日 令和11年5月31日 令和4年3月31日
000028 3000188303 スーパーマルハチ　東加古川店 675-0111 加古川市平岡町二俣６５９－１ 794270808 食肉販売業 一般 株式会社マルハチ 代表取締役 栗花 正雄 651-0064 兵庫県神戸市中央区大日通一丁目２番１８号 782320839 東播(加健)第427-43 令和4年3月31日 令和11年5月31日 令和4年3月31日
000028 3000188304 スーパーマルハチ　東加古川店 675-0111 加古川市平岡町二俣６５９－１ 794270808 魚介類販売業 一般 株式会社マルハチ 代表取締役 栗花 正雄 651-0064 兵庫県神戸市中央区大日通一丁目２番１８号 782320839 東播(加健)第429-40 令和4年3月31日 令和11年5月31日 令和4年3月31日
000028 3000188342 ミュージックサロン　Ｌａｒｇｏ 675-0064 加古川市加古川町溝之口７５７明月ビル２階 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 恋野 孝子 東播(加健)第401-1 令和4年4月4日 令和10年5月31日 令和4年4月4日
000028 3000188347 お好み焼き　なついろ 675-0150 加古郡播磨町南野添３－１０－５フェリオ南野添１０１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 溝下 夏希 東播(加健)第401-2 令和4年4月5日 令和10年5月31日 令和4年4月5日
000028 3000188349 らんらんカフェ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 荻野 哲也 東播(加健)第401-3 令和4年4月5日 令和9年5月31日 令和4年4月5日
000028 3000188350 海鮮居酒屋　しまたに　加古川駅前店 675-0065 加古川市加古川町篠原町１６－１０　カノコビル２Ｆ 794905878 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 島田 亮 東播(加健)第401-4 令和4年4月5日 令和10年5月31日 令和4年4月5日
000028 3000188370 えん家／みついも 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社えん家 代表取締役 谷口 努 670-0835 兵庫県姫路市幸町１４０番地 792215670 東播(加健)第401-5 令和4年4月6日 令和9年5月31日 令和4年4月6日
000028 3000188377 米田大師教会　おてらのおかし 676-0828 高砂市阿弥陀町地徳２７１番地の４ 794471038 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宗教法人米田大師教会 代表役員 林 泰広 676-0828 兵庫県高砂市阿弥陀町地徳２７１番地の４ 794471038 東播(加健)第401-7 令和4年4月6日 令和10年5月31日 令和4年4月6日
000028 3000188379 想 675-1221 加古川市平荘町山角５６－１ 794394802 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社想 代表取締役 前田 早苗 675-1221 兵庫県加古川市平荘町山角５６番地の１ 東播(加健)第401-6 令和4年4月6日 令和10年5月31日 令和4年4月6日
000028 3000188394 ムーブ.スタジオ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 小西 光 東播(加健)第401-8 令和4年4月7日 令和9年5月31日 令和4年4月7日
000028 3000188397 兵庫県立高砂南高等学校　食堂 676-0025 高砂市西畑２丁目１番１２号 794435900 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ＮＥＸＴ株式会社 代表取締役 山浦 一輝 980-0014 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１０番３３号第二日本オフィスビル５階５号室 222666801 東播(加健)第401-9 令和4年4月7日 令和10年5月31日 令和4年4月7日
000028 3000188401 アンガト－加古川パンシュ－店 675-0039 加古川市加古川町粟津４３８－２ 677774259 菓子製造業 一般 ＳｍｔＡｓｓｏｃｉａｔｅｓ株式会社 代表取締役 釋迦戸 貴之 541-0059 大阪府大阪市中央区博労町四丁目２番８号４Ｆ 677774259 東播(加健)第410-1 令和4年4月11日 令和10年5月31日 令和4年4月11日
000028 3000188409 まほうのてっぱん 676-0022 高砂市高砂町浜田町２－２－８ 794516203 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 新宮 雅美 東播(加健)第401-10 令和4年4月11日 令和10年5月31日 令和4年4月11日
000028 3000188410 炭火焼鳥ときどき鮮魚 676-0082 高砂市曽根町字入江浜２５０５－２山陽曽根駅前店舗 794418734 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社まぁる 代表取締役 丸本 晋督 679-0205 兵庫県加東市北野２５４番地３ 792941848 東播(加健)第401-11 令和4年4月12日 令和10年5月31日 令和4年4月12日
000028 3000188420 洋食のオーニシ　高砂店 676-0077 高砂市松陽４丁目６４２ 794467077 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社オーニシ 代表取締役 大西 メリーアン 670-0049 兵庫県姫路市元町９３番地１　グラジオ元町１００３号 792913538 東播(加健)第401-13 令和4年4月12日 令和10年5月31日 令和4年4月12日
000028 3000188423 株式会社加古川温泉　みとろ荘 675-1212 加古川市上荘町井ノ口５２０ 794282004 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社加古川温泉みとろ荘 代表取締役 大西 聡則 675-1212 兵庫県加古川市上荘町井ノ口５２０番地 794282004 東播(加健)第401-12 令和4年4月12日 令和10年5月31日 令和4年4月12日
000028 3000188427 ｐｕａｌａ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 室谷 涼加 東播(加健)第401-15 令和4年4月12日 令和9年5月31日 令和4年4月12日
000028 3000188429 ナガサワ食品株式会社 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 794252200 飲食店営業(4)その他 露店80L ナガサワ食品株式会社 代表取締役 長澤 正直 675-0103 兵庫県加古川市平岡町高畑４９０番地１ 794252200 東播(加健)第401-14 令和4年4月12日 令和9年5月31日 令和4年4月12日
000028 3000188436 串揚げバイキング　天 675-0101 加古川市平岡町新在家１４９－７パレードビル１０３ 794909990 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松岡 楓 東播(加健)第401-16 令和4年4月12日 令和10年5月31日 令和4年4月12日
000028 3000188443 Ｊ　キッチン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 畑 多鶴子 東播(加健)第401-18 令和4年4月13日 令和9年5月31日 令和4年4月13日
000028 3000188447 Ｌｉｔｅｎ　ＣＯＦＦＥＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 森田 敏之 東播(加健)第401-19 令和4年4月13日 令和9年5月31日 令和4年4月13日
000028 3000188457 Ｔ－ｂａｒ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７７－８第二サンライフ１Ｆ 794234141 飲食店営業(4)その他 一般 馬場 貴典 東播(加健)第401-20 令和4年4月18日 令和11年5月31日 令和4年4月18日
000028 3000188458 串ひら 675-0101 加古川市平岡町新在家２－２７１－８ 794271151 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松岡 楓 東播(加健)第401-21 令和4年4月18日 令和10年5月31日 令和4年4月18日
000028 3000188465 淡路島バ－ガ－播磨町店 675-0143 加古郡播磨町宮北３丁目５－３０シャルマン宮北１０１ 794377900 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 成田 善彦 東播(加健)第401-23 令和4年4月18日 令和10年5月31日 令和4年4月18日
000028 3000188466 キ－ファ－洋菓子 675-0022 加古川市尾上町口里８１４－３８ 794238299 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社キ－ファ－ 代表取締役 竹田津 熱男 675-0022 兵庫県加古川市尾上町口里８１４番地の３８ 794238299 東播(加健)第401-24 令和4年4月20日 令和10年5月31日 令和4年4月20日
000028 3000188472 Ｓｗｉｎｇ　ｃａｆｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 長島 勲 東播(加健)第401-22 令和4年4月19日 令和9年5月31日 令和4年4月19日
000028 3000188505 かつさと加古川平岡店 675-0117 加古川市平岡町一色西一丁目２５３－１ 794904341 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社フードカルチャー 代表取締役 675-0012 兵庫県加古川市野口町野口６８７番地の７０ 794572515 東播(加健)第401-27 令和4年4月20日 令和10年5月31日 令和4年4月20日
000028 3000188506 呑み処　千寿 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７９－１スカイプラザ１階 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社北吉商店 代表取締役 北浦 広美 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家８０２－４７ 794221050 東播(加健)第401-28 令和4年4月21日 令和10年5月31日 令和4年4月21日
000028 3000188515 木村商店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店80L 木村 広典 東播(加健)第401-29 令和4年4月19日 令和9年5月31日 令和4年4月19日
000028 3000188525 焼肉　ホルモン　こてつ 675-0122 加古川市別府町別府９１８番地３ハーモニータウン１０２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 仲 徹也 東播(加健)第401-32 令和4年4月19日 令和10年5月31日 令和4年4月19日
000028 3000188526 ひなたぼっこ 675-0012 加古川市野口町野口１２９－１２２ 794515186 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 清水 美加 東播(加健)第401-33 令和4年4月19日 令和10年5月31日 令和4年4月19日
000028 3000188553 膳洋 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１イオン加古川１Ｆ 794572577 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社カテトス 代表取締役 南里 和則 675-0131 兵庫県加古川市別府町新野辺北町三丁目８１番地の１６ 東播(加健)第401-34 令和4年4月21日 令和10年5月31日 令和4年4月21日
000028 3000188663 やき笑フードサービス株式会社　稲美工場 675-1115 加古郡稲美町国岡５丁目２４番 そうざい製造業 一般 やき笑フードサービス株式会社 代表取締役 中作 晃祐 675-0122 兵庫県加古川市別府町別府７０５番地の１ 794360022 東播(加健)第424-1 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 3000188684 鶏甲 675-0012 加古川市野口町野口１４４－１９　２Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前田 裕甲 東播(加健)第401-40 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 3000188686 Ｂａｋｅｒｙ　Ｐｕｆｆｉｎ 675-0024 加古川市尾上町長田５１７－１０５ 菓子製造業 一般 泉 久美子 東播(加健)第410-5 令和4年4月27日 令和11年5月31日 令和4年4月27日
000028 3000188699 モザイク 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５７－１ＲＣビル４階 飲食店営業(4)その他 一般 田島 大地 東播(加健)第401-44 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 3000188720 札幌　ピリカ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L ＤＡＹＳ株式会社 代表取締役 山本 大介 286-0021 千葉県成田市土屋９８番地（ｆｏｒｅｎａｖｉｌｌａ２０１） 458771166 東播(加健)第401-50 令和4年5月6日 令和9年5月31日 令和4年5月6日
000028 3000188779 Ｍａｒｂｌｅ　ＣＡＦＥ 675-0017 加古川市野口町良野１７６２番地 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＪａｍＨｏｍｅエステート 代表取締役 三好 順子 675-0017 兵庫県加古川市野口町良野４１４－１ 794238835 東播(加健)第401-55 令和4年5月9日 令和10年5月31日 令和4年5月9日
000028 3000188794 オステリアガッティーニャ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 徳重 貴弘 東播(加健)第401-58 令和4年5月9日 令和9年5月31日 令和4年5月9日
000028 3000188863 珈琲　カミラ 675-0038 加古川市加古川町木村６９５－３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上埜 恵 東播(加健)第401-82 令和4年5月9日 令和10年5月31日 令和4年5月9日
000028 3000188864 なおちゃんフーズ２号車 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 松川 直樹 東播(加健)第401-79 令和4年5月9日 令和9年5月31日 令和4年5月9日
000028 3000188866 磐のほたる 676-0812 高砂市中筋５丁目１－５８ 菓子製造業 一般 山中 小百合 東播(加健)第410-10 令和4年5月9日 令和10年5月31日 令和4年5月9日
000028 3000188885 kaku°-Takeout Cafe & Gallery Space- 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５１－５新在家テナント１F－C 飲食店営業(4)その他 一般 西嶋 輝 東播(加健)第401-70 令和4年5月10日 令和10年5月31日 令和4年5月10日
000028 3000188894 とんかつ　きりしま 675-0131 加古川市別府町新野辺１１５０－１１ 794411510 そうざい製造業 一般 有限会社きりしま産業 代表取締役 中村 里恵 675-0131 兵庫県加古川市別府町新野辺１１５０番地の１１ 794411510 東播(加健)第424-2 令和4年5月10日 令和10年5月31日 令和4年5月10日
000028 3000188900 カフェ　七宝 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業（5）簡易な営業 露店80L 株式会社こっとんてーる 代表取締役 一色 真美 675-0038 兵庫県加古川市加古川町木村２２７番地 794224636 東播(加健)第401-69 令和4年5月10日 令和9年5月31日 令和4年5月10日
000028 3000188904 福福楼 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 上田 勉 東播(加健)第401-91 令和4年5月10日 令和9年5月31日 令和4年5月10日
000028 3000188905 スナック　零 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５７－１ＲＣビル２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 前田 綾 東播(加健)第401-90 令和4年5月10日 令和10年5月31日 令和4年5月10日
000028 3000188952 ワンミート 675-0045 加古川市西神吉町岸５００－２２ 794417431 食品の小分け業 一般 株式会社ワンリンク 代表取締役 白井 雅章 676-0807 兵庫県高砂市米田町島７４番地の１Ｔ・Ｓビル３－Ａ 794321078 東播(加健)第430-1 令和4年5月16日 令和10年5月31日 令和4年5月16日
000028 3000188978 チャーキー 675-0023 加古川市尾上町池田７１９－１ 794573737 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 藤久 紀子 東播(加健)第401-109 令和4年5月17日 令和10年5月31日 令和4年5月17日
000028 3000188999 おたやん 675-0017 加古川市野口町良野５１－１ 794227818 そうざい製造業 一般 有限会社おたやん商事 代表取締役 高橋 保 675-0017 兵庫県加古川市野口町良野５１番地の１ 794227818 東播(加健)第424-3 令和4年5月17日 令和11年5月31日 令和4年5月17日
000028 3000189006 翔 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 名和 幸男 東播(加健)第401-114 令和4年5月18日 令和9年5月31日 令和4年5月18日
000028 3000189027 カオルキッチン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 杉野 薫 東播(加健)第401-125 令和4年5月18日 令和9年5月31日 令和4年5月18日
000028 3000189031 ウェディングパレス鹿島殿 676-0828 高砂市阿弥陀町地徳２７５－３ 794471002 食肉販売業 一般 鹿島興産株式会社 代表取締役 山本 広高 676-0814 兵庫県高砂市春日野町２－６０ 794485104 東播(加健)第403-6 令和4年5月19日 令和10年5月31日 令和4年5月19日
000028 3000189032 ウェディングパレス鹿島殿 676-0828 高砂市阿弥陀町地徳２７５－３ 794471002 魚介類販売業 一般 鹿島興産株式会社 代表取締役 山本 広高 676-0814 兵庫県高砂市春日野町２－６０ 794485104 東播(加健)第404-6 令和4年5月19日 令和10年5月31日 令和4年5月19日
000028 3000189033 ウェディングパレス鹿島殿 676-0828 高砂市阿弥陀町地徳２７５－３ 794471002 そうざい製造業 一般 鹿島興産株式会社 代表取締役 山本 広高 676-0814 兵庫県高砂市春日野町２－６０ 794485104 東播(加健)第424-4 令和4年5月19日 令和10年5月31日 令和4年5月19日
000028 3000189036 かたりば竜　其の弐 675-0101 加古川市平岡町新在家字中才３３６番地１ 794905454 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 竜史 東播(加健)第401-122 令和4年5月19日 令和10年5月31日 令和4年5月19日
000028 3000189041 安芸しらす食堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社安芸水産 代表取締役 山本 諭 784-0020 高知県安芸市西浜３４１１番地４６ 887348810 東播(加健)第401-130 令和4年5月19日 令和9年5月31日 令和4年5月19日
000028 3000189058 (株)王子製作所　本社工場　現場  （ＣＣＢＪＩ受託） 675-0155 加古郡播磨町新島２３ 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第402-1 令和4年5月20日 令和9年5月31日 令和4年5月20日
000028 3000189068 一休亭 675-0321 加古川市志方町志方町１２１５－１ 飲食店営業(4)その他 一般 平井 文彦 東播(加健)第401-118 令和4年5月23日 令和10年5月31日 令和4年5月23日
000028 3000189073 寅政屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 村岡 創 東播(加健)第401-149 令和4年5月23日 令和9年5月31日 令和4年5月23日
000028 3000189103 （株）加古川製作所 675-1217 加古川市上荘町薬栗３２６ 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町二丁目５４番地 792365800 東播(加健)第402-4 令和4年5月27日 令和10年5月31日 令和4年5月27日
000028 3000189132 多恋人 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６４－５ＩＫＫＯＵ．ＢＬＤ　１－Ｃ 794250816 飲食店営業(4)その他 一般 岡田 由美子 東播(加健)第401-155 令和4年5月25日 令和10年5月31日 令和4年5月25日
000028 3000189134 Ｍ’ｓ　ｓｔｏｒｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 森 勇二 東播(加健)第401-156 令和4年5月25日 令和9年5月31日 令和4年5月25日
000028 3000189140 ムーブ．スタジオ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 小西 明美 東播(加健)第401-157 令和4年5月25日 令和9年5月31日 令和4年5月25日
000028 3000189206 ＮＡＯＮ 675-0101 加古川市平岡町新在家１０９７－１ 木戸ハイツ１のＢ 飲食店営業(4)その他 一般 宮下 なお子 東播(加健)第401-175 令和4年5月30日 令和10年5月31日 令和4年5月30日
000028 3000189210 イヤシロチ 675-1113 加古郡稲美町岡５６３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松村 芳樹 東播(加健)第401-176 令和4年5月30日 令和10年5月31日 令和4年5月30日
000028 3000189211 イヤシロチ 675-1113 加古郡稲美町岡５６３ 菓子製造業 一般 松村 芳樹 東播(加健)第410-20 令和4年5月30日 令和10年5月31日 令和4年5月30日
000028 3000189212 イヤシロチ 675-1113 加古郡稲美町岡５６３ そうざい製造業 一般 松村 芳樹 東播(加健)第424-6 令和4年5月30日 令和10年5月31日 令和4年5月30日
000028 3000189227 ＬＩＢＲＥ 675-0005 加古川市神野町石守１丁目３８ 794417812 菓子製造業 一般 寺北 隼人 東播(加健)第410-21 令和4年5月31日 令和10年5月31日 令和4年5月31日
000028 3000189240 スターバックスコーヒー兵庫播磨店 675-0147 加古郡播磨町南大中３－３－３０ 794417271 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 スターバックスコーヒージャパン株式会社 代表取締役 水口 貴文 141-0021 東京都品川区上大崎二丁目２５番２号 357455510 東播(加健)第401-180 令和4年5月31日 令和10年5月31日 令和4年5月31日
000028 3000189250 株式会社タイセイ 675-0143 加古郡播磨町宮北１丁目１３番９号 794375570 魚介類販売業 一般 株式会社タイセイ 代表取締役 空 英樹 675-0143 兵庫県加古郡播磨町宮北一丁目１３番９号 794375570 東播(加健)第404-9 令和4年5月31日 令和10年5月31日 令和4年5月31日
000028 3000189258 ＥＮ 675-0303 加古川市志方町細工所１２９ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福本 剛大 東播(加健)第401-182 令和4年5月31日 令和10年5月31日 令和4年5月31日
000028 3000189259 （株）八幡電機製作所 675-1204 加古川市八幡町上西条１１４９ 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第402-5 令和4年5月31日 令和9年5月31日 令和4年5月31日
000028 3000189281 港の風来坊 675-0135 加古川市別府町東町１６５－３ 飲食店営業(4)その他 一般 久保田 哲弥 東播(加健)第401-183 令和4年6月2日 令和10年8月31日 令和4年6月2日
000028 3000189305 ＬＡＴＴＯＲＯ 675-1111 加古郡稲美町印南７９１－１７３ 794904480 アイスクリーム類製造業 一般 有限会社エムアールプランニング 取締役 服部 儀正 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家２２９３番地の６９ 794236557 東播(加健)第411-2 令和4年6月6日 令和10年8月31日 令和4年6月6日
000028 3000189306 ＬＡＴＴＯＲＯ 675-1111 加古郡稲美町印南７９１－１７３ 794904480 菓子製造業 一般 有限会社エムアールプランニング 取締役 服部 儀正 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家２２９３番地の６９ 794236557 東播(加健)第410-22 令和4年6月6日 令和10年8月31日 令和4年6月6日
000028 3000189319 お食事処・焼肉　牛義 675-0041 加古川市西神吉町宮前８６３－３３ 794327432 食肉販売業 一般 北田 隆樹 東播(加健)第403-11 令和4年6月7日 令和10年8月31日 令和4年6月7日
000028 3000189333 鉄板工房マルマサ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 松村 真由美 東播(加健)第401-185 令和4年6月8日 令和9年8月31日 令和4年6月8日
000028 3000189335 すみれ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７６－１２スカイラークビル３Ｆ３０１ 794271251 飲食店営業(4)その他 一般 板谷 順子 東播(加健)第401-184 令和4年6月8日 令和10年8月31日 令和4年6月8日



000028 3000189337 ＣＡＦＥ　ＯＳＯＴＯ　ＧＯＨＡＮ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 田渕 陽子 東播(加健)第401-186 令和4年6月8日 令和9年8月31日 令和4年6月8日
000028 3000189349 鶏骨らぁめん　極み鶏 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 有限会社文明樓 代表取締役 入江 昭輔 676-0025 兵庫県高砂市西畑二丁目１１番１１号 794421371 東播(加健)第401-187 令和4年6月8日 令和9年8月31日 令和4年6月8日
000028 3000189354 ＳＥＡ　ＲＡＢＢＩＴ 675-0146 加古郡播磨町古田２丁目２３－１２ 菓子製造業 一般 上田 篤 東播(加健)第410-23 令和4年6月8日 令和10年8月31日 令和4年6月8日
000028 3000189367 マックスバリュ稲美店 675-1112 加古郡稲美町六分一字百丁歩１３６２－５１ 794953722 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 東播(加健)第402-6 令和4年6月9日 令和10年8月31日 令和4年6月9日
000028 3000189379 あいちゃん 675-0039 加古川市加古川町粟津４４８番３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大西 愛 東播(加健)第401-188 令和4年6月10日 令和10年8月31日 令和4年6月10日
000028 3000189381 Ｈａｎｄｍａｄｅ＆隠れ家カフェ結 675-0066 加古川市加古川町寺家町３４２－１４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社アシストワン 代表取締役 中嶋 まゆみ 675-1202 兵庫県加古川市八幡町野村６９３番地の３ 794562018 東播(加健)第401-189 令和4年6月10日 令和10年8月31日 令和4年6月10日
000028 3000189382 Ｈａｎｄｍａｄｅ＆隠れ家カフェ結 675-0066 加古川市加古川町寺家町３４２－１４ 菓子製造業 一般 株式会社アシストワン 代表取締役 中嶋 まゆみ 675-1202 兵庫県加古川市八幡町野村６９３番地の３ 794562018 東播(加健)第410-24 令和4年6月10日 令和10年8月31日 令和4年6月10日
000028 3000189383 カレー居酒屋　とんちんかん 676-0065 高砂市高砂町細工町１３５１ＹＭコーポ１０１号 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森田 仁美 東播(加健)第401-190 令和4年6月10日 令和10年8月31日 令和4年6月10日
000028 3000189392 志友館 676-0082 高砂市曽根町２２７６番地 794457714 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ソネック 代表取締役 福島 孝一 676-0082 兵庫県高砂市曽根町２２５７番地の１ 794471551 東播(加健)第401-191 令和4年6月10日 令和11年8月31日 令和4年6月10日
000028 3000189401 キッチンスタジオ　マーノ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 古賀 亮介 東播(加健)第401-192 令和4年6月13日 令和9年8月31日 令和4年6月13日
000028 3000189437 あの実 675-1111 加古郡稲美町印南２３０６－１４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 植木 喜三子 東播(加健)第401-193 令和4年6月14日 令和10年8月31日 令和4年6月14日
000028 3000189443 ワンミート 675-0045 加古川市西神吉町岸５００－２２ 794417431 そうざい製造業 一般 株式会社ワンリンク 代表取締役 白井 雅章 676-0807 兵庫県高砂市米田町島７４番地の１Ｔ・Ｓビル３－Ａ 794321078 東播(加健)第424-9 令和4年6月14日 令和10年8月31日 令和4年6月14日
000028 3000189444 コーカサス 675-0335 加古川市志方町原６８３－５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 増田 彩花 東播(加健)第401-194 令和4年6月14日 令和10年8月31日 令和4年6月14日
000028 3000189452 吾屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 工藤 真吾 東播(加健)第401-195 令和4年6月16日 令和9年8月31日 令和4年6月16日
000028 3000189487 ＴＨＥ　ＣＨＥＦＳ　ＫＯＢＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 酒井 宏光 東播(加健)第401-197 令和4年6月17日 令和9年8月31日 令和4年6月17日
000028 3000189499 サウンド・キッチン　プリーズツー 675-1122 加古郡稲美町中村字真谷１０７５－２ 飲食店営業(4)その他 一般 花房 克英 東播(加健)第401-198 令和4年6月20日 令和10年8月31日 令和4年6月20日
000028 3000189511 たい焼き　もりた 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 森田 悦子 東播(加健)第401-199 令和4年6月21日 令和9年8月31日 令和4年6月21日
000028 3000189520 ワンスタイル 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 原田 忠敬 東播(加健)第401-200 令和4年6月21日 令和9年8月31日 令和4年6月21日
000028 3000189528 Ｌｉｔｅｎ　ＣＯＦＦＥＥ 675-0101 加古川市平岡町新在家1丁目２５７－２ブレーンビル１Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森田 敏之 東播(加健)第401-202 令和4年6月22日 令和10年8月31日 令和4年6月22日
000028 3000189534 ＨＵＲＡＲＩ　ＳＴＡＮＤ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 池田 優子 東播(加健)第401-203 令和4年6月22日 令和9年8月31日 令和4年6月22日
000028 3000189593 ２９１　グループ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 福井 幸保 東播(加健)第401-205 令和4年6月27日 令和9年8月31日 令和4年6月27日
000028 3000189605 ＶＯＬＡＲＥ 675-0156 加古郡播磨町東本荘３丁目２－６　２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 中渕 一司 東播(加健)第401-208 令和4年6月27日 令和10年8月31日 令和4年6月27日
000028 3000189609 千成家　稲美店 675-1115 加古郡稲美町国岡１丁目１０６ダイキ稲美店 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社千成家 代表取締役 釼持 公一郎 672-8035 兵庫県姫路市飾磨区中島庄助新田３３５０番地 792431708 東播(加健)第401-206 令和4年6月28日 令和10年8月31日 令和4年6月28日
000028 3000189610 パティスリークリ　稲美店 675-1112 加古郡稲美町六分一１１７７－９９ 794929800 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社クリハラ 代表取締役 栗原 栄德 674-0092 兵庫県明石市二見町東二見７１５番地の１ 789412415 東播(加健)第401-207 令和4年6月28日 令和10年8月31日 令和4年6月28日
000028 3000189631 セブン－イレブン高砂西浜南店 671-0123 高砂市北浜町西浜１２０８－１００ 792541777 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社セブン－イレブン・ジャパン 代表取締役 永松 文彦 102-0084 東京都千代田区二番町８番地８ 362383711 東播(加健)第401-209 令和4年6月29日 令和11年8月31日 令和4年6月29日
000028 3000189643 じゅげむ 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２６２－１１ 794233555 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮田 紗綾香 東播(加健)第401-210 令和4年6月29日 令和10年8月31日 令和4年6月29日
000028 3000189647 Cafe Restaurant & Bar ON THE HILL 675-0061 加古川市加古川町大野１７５４－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩本 卓也 東播(加健)第401-211 令和4年6月29日 令和10年8月31日 令和4年6月29日
000028 3000189656 韓国屋台　あし跡 675-0101 加古川市平岡町新在家２－２７０－１富士ビル１Ｆ 794273177 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＡＭＯグループ 代表取締役 松本 桂一 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家２４４４番地大日加古川ビル１階 794221119 東播(加健)第401-212 令和4年7月1日 令和10年8月31日 令和4年7月1日
000028 3000189692 ペンギンベーカリー　加古川店 675-0122 加古川市別府町別府字堂田５５９－１ 菓子製造業 一般 株式会社アルバータダイニング 代表取締役 牧野 康博 670-0808 兵庫県姫路市白国一丁目５番１７号 792407754 東播(加健)第410-25 令和4年7月6日 令和10年8月31日 令和4年7月6日
000028 3000189693 中華料理　福 675-0103 加古川市平岡町高畑１３３－１ 794391028 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 村上商事株式会社 代表取締役 村上 隆也 674-0071 兵庫県明石市魚住町金ケ崎１１６０番 789456602 東播(加健)第401-213 令和4年7月6日 令和10年8月31日 令和4年7月6日
000028 3000189711 カフェ・ブルーノ 676-0035 高砂市高砂町清水町１５０６ 794904621 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 形鍬 吉郎 東播(加健)第401-215 令和4年7月6日 令和10年8月31日 令和4年7月6日
000028 3000189714 モナコリゾート 675-0024 加古川市尾上町長田１１－１ 794271312 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中西 葵 東播(加健)第401-217 令和4年7月6日 令和10年8月31日 令和4年7月6日
000028 3000189715 ＳＯＵＮＤ　ＡＮＤ　ＫＩＴＣＨＥＮ，エイト 675-0146 加古郡播磨町古田１－１１－２１ 飲食店営業(4)その他 一般 アンバ　ダイアナ　ジェーン 東播(加健)第401-216 令和4年7月6日 令和10年8月31日 令和4年7月6日
000028 3000189718 天馬らぁめん　土山駅前店 675-0158 加古郡播磨町北野添２丁目１－２ＢｉＶｉ土山　２－Ａ 789645195 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社アイ．ワールドカンパニー 代表取締役 井上 裕令 670-0964 兵庫県姫路市豊沢町８２パレーブランシェ８０３ 792842868 東播(加健)第401-218 令和4年7月7日 令和11年8月31日 令和4年7月7日
000028 3000189719 お好み居酒屋　まごみ 675-0101 加古川市平岡町新在家２－２７０－１１ラ・ブローテ東加古川２Ｆ 794905528 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＷＡＫＡ 代表取締役 冲中 尚平 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家２丁目２７０番地の１１ラブローテ東加古川２Ｆ 794905528 東播(加健)第401-219 令和4年7月7日 令和10年8月31日 令和4年7月7日
000028 3000189733 Ｐｕａｌａ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 室谷 涼加 東播(加健)第401-221 令和4年7月8日 令和9年8月31日 令和4年7月8日
000028 3000189739 お伊勢たい焼き　縁屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 吉田 渉 東播(加健)第401-222 令和4年7月8日 令和9年8月31日 令和4年7月8日
000028 3000189741 Récré 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 増田 裕介 東播(加健)第401-220 令和4年7月8日 令和9年8月31日 令和4年7月8日
000028 3000189780 ＣＨＥＧＯｓｕｒｕ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 藤波 紫乃 東播(加健)第401-224 令和4年7月14日 令和9年8月31日 令和4年7月14日
000028 3000189810 ＭＡＵＩ 675-0122 加古川市別府町別府９７４－４－２Ｆ－４ 飲食店営業(4)その他 一般 小川 マイリン 東播(加健)第401-227 令和4年7月14日 令和10年8月31日 令和4年7月14日
000028 3000189811 かさねや　加古川店 675-0039 加古川市加古川町粟津７１６－１パルネット加古１０３号室 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社ＳＢＩＣ 代表取締役 鬼頭 宏昌 461-0001 愛知県名古屋市東区泉一丁目２１番２９号ＩＺＵＭＩ桜鈴館１０２ 522535512 東播(加健)第401-196 令和4年7月19日 令和10年8月31日 令和4年7月19日
000028 3000189825 ジェラートが先か　タマゴが先か？ 675-0039 加古川市加古川町粟津４３７－１ 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 平林 明 東播(加健)第401-228 令和4年7月13日 令和10年8月31日 令和4年7月13日
000028 3000189826 お好み・鉄板焼　ｔｓｕｋｕ　ｔｓｕｋｕ 675-1112 加古郡稲美町六分一字百丁歩１３６６番地の１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橋本 薫 東播(加健)第401-225 令和4年7月13日 令和10年8月31日 令和4年7月13日
000028 3000189835 Ｍｉｘ　Ｂａｒ　ＲＯＯＫ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７６－１０ファーストビルディング１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 中西 剛規 東播(加健)第401-231 令和4年7月14日 令和10年8月31日 令和4年7月14日
000028 3000189841 ｇａｌｌｅｒｙ　ｃａｆｅ　乙粋 675-0002 加古川市山手２丁目２１－１８ 菓子製造業 一般 武田 玲子 東播(加健)第410-27 令和4年7月19日 令和10年8月31日 令和4年7月19日
000028 3000189842 ニコニコキッチン明石西・加古川店 675-0104 加古川市平岡町土山４８７－３ 789491152 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 河本 茂明 東播(加健)第401-229 令和4年7月19日 令和10年8月31日 令和4年7月19日
000028 3000189843 おかんのイカ焼き 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 戸田 和美 東播(加健)第401-232 令和4年7月19日 令和9年8月31日 令和4年7月19日
000028 3000189866 ＥＲＭＩＮＥ　ＣＯＦＦＥＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 野呂 雅和 東播(加健)第401-238 令和4年7月25日 令和9年8月31日 令和4年7月25日
000028 3000189870 ＢＡＲ　ＭＯＵ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７２－６ミツワビル２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 大内 幸成 東播(加健)第401-240 令和4年7月19日 令和10年8月31日 令和4年7月19日
000028 3000189893 こむぎ 675-0104 加古川市平岡町土山１２２５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 辻本 左江子 東播(加健)第401-241 令和4年7月25日 令和10年8月31日 令和4年7月25日
000028 3000189920 Ｏｒ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７６番地１２スカイラークビル１階１００号室 794975775 飲食店営業(4)その他 一般 岡本 典朗 東播(加健)第401-253 令和4年7月28日 令和10年8月31日 令和4年7月28日
000028 3000189948 Ｍ＆Ｃ 675-0026 加古川市尾上町旭２丁目６６－２ヴィーナスプラザ２階２０５ 飲食店営業(4)その他 一般 吉識 真琴 東播(加健)第401-261 令和4年7月25日 令和10年8月31日 令和4年7月25日
000028 3000189956 京懐石　輝髙 676-0022 高砂市高砂町浜田町２丁目８－１８ 794428675 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社輝髙 代表取締役 久保 公靖 676-0022 兵庫県高砂市高砂町浜田町二丁目８－１８ 794428675 東播(加健)第401-263 令和4年7月25日 令和10年8月31日 令和4年7月25日
000028 3000189976 二代目つね吉 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 平内 和人 東播(加健)第401-265 令和4年7月25日 令和9年8月31日 令和4年7月25日
000028 3000189982 Ａ（エース） 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６４－９テンポテンビル４Ａ 飲食店営業(4)その他 一般 大瀬良 哲也 東播(加健)第401-266 令和4年7月25日 令和10年8月31日 令和4年7月25日
000028 3000190054 カネカ高砂工業所光雲寮 676-0026 高砂市高砂町沖浜町２番６３号 794903114 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 コーベフーズ株式会社 代表取締役 久保 孝義 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町一丁目１番３号 783824700 東播(加健)第401-281 令和4年7月28日 令和11年8月31日 令和4年7月28日
000028 3000190055 ＴＲＩＣＫ 676-0038 高砂市高砂町栄町３７１－４ 飲食店営業(4)その他 一般 鉄矢 直樹 東播(加健)第401-280 令和4年7月28日 令和10年8月31日 令和4年7月28日
000028 3000190065 寺家町酒場　季 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 藤本 嘉明 東播(加健)第401-287 令和4年8月2日 令和9年8月31日 令和4年8月2日
000028 3000190074 淡路島バーガー専門店  ＳＨＩＭＡＵＭＡ　ＢＵＲＧＥＲ 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１イオン加古川店 794584438 飲食店営業(4)その他 一般 中村 麻美 東播(加健)第401-285 令和4年7月28日 令和11年8月31日 令和4年7月28日
000028 3000190085 印南養鶏農業協同組合　食鳥センター 675-0045 加古川市西神吉町岸８０２番地 794324129 そうざい製造業 一般 印南養鶏農業協同組合 代表理事 岩田 正明 675-0045 兵庫県加古川市西神吉町岸８０２番地 794324129 東播(加健)第424-10 令和4年7月28日 令和10年8月31日 令和4年7月28日
000028 3000190087 カラオケ　きっこ 675-0111 加古川市平岡町二俣９０５－９３ 794905125 飲食店営業(4)その他 一般 品川 紀代子 東播(加健)第401-289 令和4年8月2日 令和10年8月31日 令和4年8月2日
000028 3000190088 株式会社ＹＡＮＥＳＥＫＯ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社ＹＡＮＥＳＥＫＯ 代表取締役 矢根 和紀 675-0039 兵庫県加古川市加古川町粟津８１９－１ 東播(加健)第401-284 令和4年8月2日 令和9年8月31日 令和4年8月2日
000028 3000190102 和牛工房ゆかり　稲美総本店 675-1103 加古郡稲美町野谷４３４－１ 794962929 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社レアルトレード 代表取締役 岡島 弘明 675-1103 兵庫県加古郡稲美町野谷４３４番地の１ 794954129 東播(加健)第401-286 令和4年8月2日 令和10年8月31日 令和4年8月2日
000028 3000190103 和牛工房ゆかり　稲美総本店 675-1103 加古郡稲美町野谷４３４－１ 794962929 食肉販売業 一般 株式会社レアルトレード 代表取締役 岡島 弘明 675-1103 兵庫県加古郡稲美町野谷４３４番地の１ 794954129 東播(加健)第403-16 令和4年8月2日 令和10年8月31日 令和4年8月2日
000028 3000190137 デイリーヤマザキＪＲ曽根駅北店 676-0815 高砂市阿弥陀１丁目５－２３ 794460606 菓子製造業 一般 山崎製パン株式会社 代表取締役 飯島 延浩 101-0032 東京都千代田区岩本町三丁目１０番１号 338643111 東播(加健)第410-28 令和4年8月3日 令和11年8月31日 令和4年8月3日
000028 3000190154 Ｍｏｉｔｉｅ　ｍｏｉｔｉｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 山下 智美 東播(加健)第401-309 令和4年8月9日 令和9年8月31日 令和4年8月9日
000028 3000190157 Ｓｏｕｐ　Ｄｅｌｉ　ｅｉｎｏ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 足立 洋平 東播(加健)第401-310 令和4年8月9日 令和9年8月31日 令和4年8月9日
000028 3000190172 ＠２９ 675-0123 加古川市別府町朝日町５－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 久保田 愛里 東播(加健)第401-302 令和4年8月5日 令和10年8月31日 令和4年8月5日
000028 3000190194 𠮷野家　２号線加古川平野店 675-0063 加古川市加古川町平野４８２ 794546608 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社関西𠮷野家 代表取締役 渡邉 喜広 103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町３６番２号 356518601 東播(加健)第401-315 令和4年8月9日 令和10年8月31日 令和4年8月9日
000028 3000190198 季節料理　ＥＬＹ 676-0025 高砂市西畑１丁目１６－７　出汐館 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＢＩＴ 代表取締役 松井 昌一 676-0025 兵庫県高砂市西畑四丁目１４番１４号 794430940 東播(加健)第401-316 令和4年8月9日 令和11年8月31日 令和4年8月9日
000028 3000190220 おおきいクレヨン 675-0064 加古川市加古川町溝之口２１８－６ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤平 恵子 東播(加健)第401-318 令和4年8月9日 令和10年8月31日 令和4年8月9日
000028 3000190222 Ｓｕｎ！！！ 675-0019 加古川市野口町水足１番地の１０９ 794905953 飲食店営業(4)その他 一般 稲田 勇太 東播(加健)第401-319 令和4年8月9日 令和10年8月31日 令和4年8月9日
000028 3000190227 イオン加古川店　デリカ 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１ 794254121 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0000 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 432126500 東播(加健)第401-322 令和4年8月9日 令和11年8月31日 令和4年8月9日
000028 3000190232 ｓｈｉｓｈａ　ｃａｆｅ　＃Ｓａｄｄｙ 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２６３－１ＨＫビル６Ｂ 794235508 飲食店営業(4)その他 一般 藤田 隆聖 東播(加健)第401-320 令和4年8月12日 令和10年8月31日 令和4年8月12日
000028 3000190237 酒肴・しゃどう 675-0111 加古川市平岡町二俣６４２－１昭和ハイム南芳１０９ 794373708 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 難波 深雪 東播(加健)第401-323 令和4年8月12日 令和10年8月31日 令和4年8月12日
000028 3000190243 今年は肉ケ－キ 675-0121 加古川市別府町新野辺北町２丁目１１９－１シャイニ－Ｋ２０２ 食肉販売業 一般 株式会社ＡＺＣ 代表取締役 礒田 鋼 651-2257 兵庫県神戸市西区平野町中津７００番地 782245111 東播(加健)第403-19 令和4年8月12日 令和10年8月31日 令和4年8月12日
000028 3000190252 蝶鮫屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 862611550 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社Ｔｉｋｉナビトラベル 代表取締役 原 文男 702-8042 岡山県岡山市南区洲崎二丁目６番３３号 862611550 東播(加健)第401-327 令和4年8月12日 令和9年8月31日 令和4年8月12日
000028 3000190271 ＫＦ９２２２　ＡＧＣ高砂事業所 676-0074 高砂市梅井５丁目６－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 コ－ベフ－ズ株式会社 代表取締役 久保 孝義 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町一丁目１番３号 783824700 東播(加健)第401-333 令和4年8月15日 令和10年8月31日 令和4年8月15日
000028 3000190277 「百」喫茶店ショコラ 675-1112 加古郡稲美町六分一１３６６－１ 794955888 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 加藤 敏雄 東播(加健)第401-335 令和4年8月12日 令和10年8月31日 令和4年8月12日
000028 3000190279 ＴＡＫＡＭＩＯＫＡＫＩ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 髙見 恭平 東播(加健)第401-336 令和4年8月15日 令和9年8月31日 令和4年8月15日
000028 3000190285 パン工房　ｎｕｋｕｍｉ 675-0103 加古川市平岡町高畑３６１－２ 菓子製造業 一般 衣笠 照美 東播(加健)第410-31 令和4年8月17日 令和10年8月31日 令和4年8月17日
000028 3000190286 Ｎｉ－ｒａｉ☆ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 石川 恵美子 東播(加健)第401-328 令和4年8月17日 令和9年8月31日 令和4年8月17日
000028 3000190287 和多 675-1115 加古郡稲美町国岡３丁目６番地６ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長谷 美雪 東播(加健)第401-334 令和4年8月17日 令和10年8月31日 令和4年8月17日
000028 3000190303 脱毛・ダイエット専門店  ＫＵＫＵ　ｄｅ　ＨＥＲＵＳＹ 675-0150 加古郡播磨町南野添１－１７－７－２０１ 789645054 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 霊山 長子 東播(加健)第401-339 令和4年8月17日 令和10年8月31日 令和4年8月17日
000028 3000190312 焼肉　鈴 675-1122 加古郡稲美町中村１５６２－２ 794926839 そうざい製造業 一般 柴田 光 東播(加健)第424-11 令和4年8月18日 令和11年8月31日 令和4年8月18日
000028 3000190313 焼肉　鈴 675-1122 加古郡稲美町中村１５６２－２ 794926839 食肉販売業 一般 柴田 光 東播(加健)第403-21 令和4年8月18日 令和11年8月31日 令和4年8月18日
000028 3000190324 Ｎ－Ｔｈｅｏｒｙ　Ｎ－ｂｏｘ 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀１２２０－１－Ｎ１ 794399905 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 Ｎ－Ｔｈｅｏｒｙ株式会社 代表取締役 二宮 琢也 676-0827 兵庫県高砂市阿弥陀町阿弥陀１２２０－１－Ｎ１ 794399905 東播(加健)第401-343 令和4年8月22日 令和10年8月31日 令和4年8月22日
000028 3000190330 Ｍｉｍｉ＆ｌｉｌｙ 675-0115 加古川市平岡町一色７９３－８ 794902230 飲食店営業(4)その他 一般 深野 奏恵 東播(加健)第401-342 令和4年8月19日 令和10年8月31日 令和4年8月19日
000028 3000190332 ｄｉｎｉｎｇ３９／ｓａｋｕ 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２６２－１栄進ビル１階 794562929 食肉販売業 一般 林 サクラ 東播(加健)第403-20 令和4年8月19日 令和10年8月31日 令和4年8月19日
000028 3000190333 加古川医療センタ－内病院給食 675-0003 加古川市神野町神野２０３番 794381220 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社光洋 代表取締役 高木 孝昌 236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦一丁目５番１号 457012210 東播(加健)第401-346 令和4年8月17日 令和11年8月31日 令和4年8月17日
000028 3000190373 北井商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 北井 浩行 東播(加健)第401-358 令和4年8月23日 令和9年8月31日 令和4年8月23日
000028 3000190377 結び 675-0101 加古川市平岡町新在家１－２６３－１９テットロージェ・ダイキ１０２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 新村 かおり 東播(加健)第401-354 令和4年8月23日 令和10年8月31日 令和4年8月23日
000028 3000190388 果実ノ華　アリオ加古川店 675-0124 加古川市別府町緑町２アリオ加古川グリーンマート館 794350855 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＬＩＮＯ 代表取締役 神山 智博 550-0006 大阪府大阪市西区江之子島１－７－３ 649633422 東播(加健)第401-352 令和4年8月30日 令和10年8月31日 令和4年8月30日
000028 3000190404 セブン－イレブン加古川駅前店 675-0064 加古川市加古川町溝之口７００ 794200951 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット 代表取締役 中西 豊 661-0976 兵庫県尼崎市潮江一丁目２番１２号 649609819 東播(加健)第401-362 令和4年8月24日 令和11年8月31日 令和4年8月24日
000028 3000190405 ケグドラフトサケ　ＳＢＷ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L クリップクリエイティブ株式会社 代表取締役 渡邉 大 673-0892 兵庫県明石市本町二丁目２－８ 786009490 東播(加健)第401-363 令和4年8月30日 令和9年8月31日 令和4年8月30日
000028 3000190406 カフェ＆キッチンバー　凛花 675-0023 加古川市尾上町池田１８４２－４ 794212629 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松本 優一 東播(加健)第401-365 令和4年8月24日 令和10年8月31日 令和4年8月24日
000028 3000190465 創作焼肉　ＩＮＤＯＯＲ 675-0045 加古川市西神吉町岸２８４ 794418029 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高橋 浩樹 東播(加健)第401-371 令和4年8月29日 令和10年8月31日 令和4年8月29日
000028 3000190468 りんごのふたば 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 小泉 渉 東播(加健)第401-372 令和4年8月30日 令和9年8月31日 令和4年8月30日
000028 3000190471 村岡商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 村岡 聖史 東播(加健)第401-370 令和4年8月30日 令和9年8月31日 令和4年8月30日
000028 3000190488 鉄板ダイニング　かめ家 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 鍋谷 武史 東播(加健)第401-375 令和4年8月30日 令和9年8月31日 令和4年8月30日
000028 3000190494 加古川西高校　食堂 675-0037 加古川市加古川町本町１１８ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ＮＥＸＴ株式会社 代表取締役 山浦 一輝 980-0014 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１０番３３号第二日本オフィスビル５階５号室 227223050 東播(加健)第401-377 令和4年8月31日 令和10年8月31日 令和4年8月31日
000028 3000190532 ｄｏｕｘ　ｂｌａｎｃｈｅ 675-0038 加古川市加古川町木村６５やかたビル西３－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中島 孝 東播(加健)第401-381 令和4年9月5日 令和10年11月30日 令和4年9月5日
000028 3000190567 田舎ｆｅ　ほっ家 675-0341 加古川市志方町畑７７８ 794520192 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 垣内 永津子 東播(加健)第401-382 令和4年9月7日 令和10年11月30日 令和4年9月7日
000028 3000190593 つどいの家　えん 675-0104 加古川市平岡町土山６０６－３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西田 とし子 東播(加健)第401-383 令和4年9月9日 令和10年11月30日 令和4年9月9日
000028 3000190684 麹甘酒専門カフェ　甘糀家 675-0321 加古川市志方町志方町４６９－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中谷 美智子 東播(加健)第401-385 令和4年9月14日 令和10年11月30日 令和4年9月14日
000028 3000190688 喫茶　ぷぅくろ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 田中 寿樹 東播(加健)第401-386 令和4年9月14日 令和9年11月30日 令和4年9月14日
000028 3000190716 スターバックスコーヒー　高砂小松原店 676-0011 高砂市荒井町小松原４丁目１００５番 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 スターバックスコーヒージャパン株式会社 代表取締役 水口 貴文 141-0021 東京都品川区上大崎二丁目２５番２号 357455510 東播(加健)第401-387 令和4年9月20日 令和10年11月30日 令和4年9月20日
000028 3000190728 がきの一杯 676-0808 高砂市神爪１丁目３－７ノースビル１０６ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小林 優斗 東播(加健)第401-388 令和4年9月22日 令和11年11月30日 令和4年9月22日
000028 3000190782 ｈａｎａ－ｍｉ 675-0038 加古川市加古川町木村６５－５やかたビル西２０１ 飲食店営業(4)その他 一般 古閑 みちよ 東播(加健)第401-389 令和4年9月27日 令和10年11月30日 令和4年9月27日
000028 3000190787 利久庵 675-1115 加古郡稲美町国岡３１７ 794920607 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 古谷 久代 東播(加健)第401-390 令和4年9月27日 令和10年11月30日 令和4年9月27日
000028 3000190800 喫茶エミ 675-0057 加古川市東神吉町神吉１０１２－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡村 春美 東播(加健)第401-391 令和4年9月27日 令和11年11月30日 令和4年9月27日
000028 3000190816 ヒロさんちのスパイスカレー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 松川 寛子 東播(加健)第401-392 令和4年9月27日 令和9年11月30日 令和4年9月27日



000028 3000190817 コベルコ・コンプレッサ（株） 675-0155 加古郡播磨町新島４１ 794362101 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ウオクニ株式会社 代表取締役 野々村 充教 657-0842 兵庫県神戸市灘区船寺通四丁目５番１６号 788017755 東播(加健)第401-393 令和4年9月27日 令和10年11月30日 令和4年9月27日
000028 3000190820 カラオケ喫茶　とんとん 676-0001 高砂市中島３丁目５９９－３ 飲食店営業(4)その他 一般 天野 多美恵 東播(加健)第401-394 令和4年9月27日 令和10年11月30日 令和4年9月27日
000028 3000190840 お食事処　ごはんや 676-0001 高砂市中島２丁目２－４３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 堀部 満 東播(加健)第401-395 令和4年9月28日 令和11年11月30日 令和4年9月28日
000028 3000190841 ヴォワール 675-0066 加古川市加古川町寺家町１６３－５スギビル１Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 網谷 由美 東播(加健)第401-396 令和4年9月28日 令和10年11月30日 令和4年9月28日
000028 3000190907 ＴＡＮＴＯ屋 675-0017 加古川市野口町良野１７５９ 794542332 食肉販売業 一般 杉浦 史一 東播(加健)第403-24 令和4年10月6日 令和10年11月30日 令和4年10月6日
000028 3000190908 ＴＡＮＴＯ屋 675-0017 加古川市野口町良野１７５９ 794542332 そうざい製造業 一般 杉浦 史一 東播(加健)第424-15 令和4年10月6日 令和10年11月30日 令和4年10月6日
000028 3000190934 ＭＯＳＴ 675-0065 加古川市加古川町篠原町３－７シャトレドゥオールビル３階Ａ 794417233 飲食店営業(4)その他 一般 玉城 裕志 東播(加健)第401-398 令和4年10月6日 令和10年11月30日 令和4年10月6日
000028 3000190938 播磨珈琲焙煎所 675-0064 加古川市加古川町溝之口７６４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 濱田 大輝 東播(加健)第401-397 令和4年10月6日 令和10年11月30日 令和4年10月6日
000028 3000191020 高松製麺 675-1235 加古川市平荘町小畑９４４ 麺類製造業 一般 高松 弦 東播(加健)第423-2 令和4年10月6日 令和9年11月30日 令和4年10月6日
000028 3000191045 Ｖａｎｉｌｌａ 675-0101 加古川市平岡町新在家１－２６３－１ＨＫビル２ＦＡ 飲食店営業(4)その他 一般 大瀬良 哲也 東播(加健)第401-401 令和4年10月11日 令和10年11月30日 令和4年10月11日
000028 3000191067 玉 675-0024 加古川市尾上町長田４２０－４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 趙 玉順 東播(加健)第401-402 令和4年10月12日 令和10年11月30日 令和4年10月12日
000028 3000191068 ｃｏｆｆｅｅ　ｓｔａｎｄ　ｋａｋｕ° 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 西嶋 輝 東播(加健)第401-403 令和4年10月18日 令和9年11月30日 令和4年10月18日
000028 3000191070 炭火焼肉わをと 675-0101 加古川市平岡町新在家３９４－３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 池田 和貴 東播(加健)第401-400 令和4年10月12日 令和10年11月30日 令和4年10月12日
000028 3000191071 炭火焼肉わをと 675-0101 加古川市平岡町新在家３９４－３ 食肉販売業 一般 池田 和貴 東播(加健)第403-25 令和4年10月12日 令和10年11月30日 令和4年10月12日
000028 3000191072 Ｓｏｉｎ　Ｓａｌｏｎ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｉｍａｇｉｎｅ 675-0111 加古川市平岡町二俣４３７－３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 永井 祐子 東播(加健)第401-399 令和4年10月12日 令和10年11月30日 令和4年10月12日
000028 3000191075 ひなせキッチン 676-0805 高砂市米田町米田２３７番１第２北ビル１－Ａ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 土井建設株式会社 代表取締役 壁 貴義 676-0825 兵庫県高砂市阿弥陀町北池２７番地１ 794468787 東播(加健)第401-404 令和4年10月12日 令和11年11月30日 令和4年10月12日
000028 3000191082 Ｔａｃｏｓｂａｒ　ｋｅｎｎｙ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 佐々木 愛 東播(加健)第401-406 令和4年10月12日 令和9年11月30日 令和4年10月12日
000028 3000191085 イオン高砂店 676-0019 高砂市緑丘２丁目１番４０号 794442700 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１ 432126500 東播(加健)第401-405 令和4年10月12日 令和11年11月30日 令和4年10月12日
000028 3000191091 バナナライフ　東加古川駅前店 675-0101 加古川市平岡町新在家２－２８０－７赤松ビル１Ｆ 794251538 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アドポリ 代表取締役 川上 貴司 655-0039 兵庫県神戸市垂水区霞ケ丘六丁目８番３４－３０５号 782032179 東播(加健)第401-408 令和4年10月13日 令和10年11月30日 令和4年10月13日
000028 3000191092 Ｋｏｍａｓａ 675-0117 加古川市平岡町一色西１－５ 794975867 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小川 理恵 東播(加健)第401-407 令和4年10月13日 令和10年11月30日 令和4年10月13日
000028 3000191093 エムサン 675-0017 加古川市野口町良野５１４ 菓子製造業 一般 藤原 美奈 東播(加健)第410-36 令和4年10月13日 令和10年11月30日 令和4年10月13日
000028 3000191108 マンセルカレー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 坂原 望美 東播(加健)第401-409 令和4年10月17日 令和9年11月30日 令和4年10月17日
000028 3000191146 ハングリーあーちゃん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 新居 裕子 東播(加健)第401-410 令和4年10月18日 令和10年11月30日 令和4年10月18日
000028 3000191147 コノユビトマレ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 石田 裕子 東播(加健)第401-411 令和4年10月18日 令和9年11月30日 令和4年10月18日
000028 3000191158 味季料理　りんどう 675-0038 加古川市加古川町木村４７４－２ 794248100 そうざい製造業 一般 有限会社りんどう 代表取締役 宮本 鹿司夫 675-0038 兵庫県加古川市加古川町木村４７４番地の２ 794248100 東播(加健)第424-16 令和4年10月18日 令和10年11月30日 令和4年10月18日
000028 3000191178 クレープ　モンターニャ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 丹羽 勝浩 東播(加健)第401-413 令和4年10月17日 令和9年11月30日 令和4年10月17日
000028 3000191191 こぱん。 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 内田 亜矢子 東播(加健)第401-412 令和4年10月20日 令和9年11月30日 令和4年10月20日
000028 3000191206 ペストリー　ＫＡＲＩＮ 675-0065 加古川市加古川町篠原町２１－８ヤマトヤシキ７階 794563750 菓子製造業 一般 株式会社花梨 代表取締役 前川 満弘 675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原町２１番地の８ 794273748 東播(加健)第410-37 令和4年10月20日 令和10年11月30日 令和4年10月20日
000028 3000191208 餃子屋コソラ加古川駅前店 675-0065 加古川市加古川町篠原町２９浅野ビル１Ｆ北側 794902351 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社マザーフーズカンパニー 代表取締役 久保 秀樹 675-0063 兵庫県加古川市加古川町平野４１３番地アムール２０１号 794399704 東播(加健)第401-420 令和4年10月19日 令和10年11月30日 令和4年10月19日
000028 3000191232 麹甘酒専門カフェ　甘糀家 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 中谷 美智子 東播(加健)第401-430 令和4年10月20日 令和9年11月30日 令和4年10月20日
000028 3000191233 ほっともっと高砂伊保崎店 676-0076 高砂市伊保崎６－１０－１８ 794492575 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社プレナス 代表取締役 塩井 辰男 812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１９番２１号 924523640 東播(加健)第401-421 令和4年10月20日 令和10年11月30日 令和4年10月20日
000028 3000191235 ＦｏｏｔＲｉｓｅ　Ｋｉｔｃｈｅｎ 675-0012 加古川市野口町野口５８－１ 794535525 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｆｏｏｔ　Ｒｉｓｅ 代表取締役 土居 絢果 675-0012 兵庫県加古川市野口町野口５８番地の１ 794535525 東播(加健)第401-432 令和4年10月24日 令和10年11月30日 令和4年10月24日
000028 3000191240 ＣＬＵＢ　希々 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２６３－１ＨＫビル６階 飲食店営業(4)その他 一般 古家 希望 東播(加健)第401-425 令和4年10月24日 令和10年11月30日 令和4年10月24日
000028 3000191242 Ｂａｒ　ＮＫ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７６－１２スカイラークビル３０１ 飲食店営業(4)その他 一般 金井 祐作 東播(加健)第401-426 令和4年10月24日 令和10年11月30日 令和4年10月24日
000028 3000191260 Ｎきっちん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店80L 杉本 望 東播(加健)第401-439 令和4年10月24日 令和9年11月30日 令和4年10月24日
000028 3000191274 Ｔ－ｂｏｙ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７７－８第二サンライフ１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 馬場 貴典 東播(加健)第401-440 令和4年10月24日 令和11年11月30日 令和4年10月24日
000028 3000191288 張家 676-0082 高砂市曽根町２２８４－７ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 杉本 加奈 東播(加健)第401-445 令和4年10月25日 令和10年11月30日 令和4年10月25日
000028 3000191294 ごはん屋　稲穂 675-0103 加古川市平岡町高畑２０７－４３エクセル東加古川壱番館１０８ 794272255 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 森下 弘子 東播(加健)第401-441 令和4年10月27日 令和10年11月30日 令和4年10月27日
000028 3000191313 Ｎきっちん 675-0066 加古川市加古川町寺家町１６３－５スギビル１Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 杉本 望 東播(加健)第401-451 令和4年10月26日 令和10年11月30日 令和4年10月26日
000028 3000191314 ＹＵＲＵＫＩ　さくら 675-0122 加古川市別府町別府６７０－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｇｅｎｔｉａｎ 代表取締役 梁瀬 弘己 675-0112 兵庫県加古川市平岡町山之上６６１番１号 794515133 東播(加健)第401-450 令和4年10月26日 令和10年11月30日 令和4年10月26日
000028 3000191347 Ｂｏｍｓ　Ｃｕｒｒｙ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 重國 誠 東播(加健)第401-461 令和4年10月31日 令和9年11月30日 令和4年10月31日
000028 3000191349 野郎メシ 675-0023 加古川市尾上町池田７１９－９ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平井 恒次 東播(加健)第401-460 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 3000191352 ＯＫＵＴＯ 675-0023 加古川市尾上町池田８３－７１ そうざい製造業 一般 有限会社大濵 取締役 大濵 圭右 675-0023 兵庫県加古川市尾上町池田８４番地の２ 794547557 東播(加健)第424-20 令和4年11月2日 令和11年11月30日 令和4年11月2日
000028 3000191359 大阪屋　高砂店 676-0016 高砂市荒井町扇町１５－９ 794422811 飲食店営業(4)その他 一般 中島 典子 東播(加健)第401-462 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 3000191382 ８３９０　ＹＡＳＡＧＵＲＥ 676-0082 高砂市曽根町２５５４－３７ 飲食店営業(4)その他 一般 三好 竜二 東播(加健)第401-467 令和4年11月1日 令和10年11月30日 令和4年11月1日
000028 3000191390 桃心弁当 675-0103 加古川市平岡町高畑２１６－２ 794418685 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 谷川 晴士 東播(加健)第401-464 令和4年11月1日 令和10年11月30日 令和4年11月1日
000028 3000191392 響　ＨＩＢＩＫＩ 675-0111 加古川市平岡町二俣神鋼１００３番地 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平川 輝 東播(加健)第401-465 令和4年11月1日 令和10年11月30日 令和4年11月1日
000028 3000191394 ｍｏｃｃｏ　加古川店 675-0065 加古川市加古川町篠原町１３－３まるいビル１階 794975959 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ワンピース 代表取締役 久本 和明 675-0021 兵庫県加古川市尾上町安田４４３番地の１ 794360511 東播(加健)第401-476 令和4年11月1日 令和10年11月30日 令和4年11月1日
000028 3000191399 焼き芋専門店　芋まさ 675-0016 加古川市野口町長砂９８８番地 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社岡崎塾 代表取締役 岡﨑 正忠 677-0044 兵庫県西脇市上野５２番地 795243200 東播(加健)第401-480 令和4年11月4日 令和10年11月30日 令和4年11月4日
000028 3000191400 ＤＩＮＩＮＧ　＆　ＢＡＲ　Ｒ² 676-0808 高砂市神爪１－１２－９ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前田 麻由 東播(加健)第401-455 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 3000191436 ｓｈｕｆｆｌｅ＆ｄｅａｌ 675-0066 加古川市加古川町寺家町６６番地の８ＹＡＮＡＧＡＷＡ４Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 木東 裕志 東播(加健)第401-485 令和4年11月2日 令和10年11月30日 令和4年11月2日
000028 3000191443 韓国キンパ専門店　배고파～ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 小出 真名実 東播(加健)第401-487 令和4年11月7日 令和9年11月30日 令和4年11月7日
000028 3000191450 はりまや 675-0122 加古川市別府町別府１００１－２２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 関口 美津志 東播(加健)第401-484 令和4年11月4日 令和10年11月30日 令和4年11月4日
000028 3000191472 ほっかほっか亭　加古川イ－スト店 675-0064 加古川市加古川町溝之口６１８番地 794257709 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社エル 代表取締役 藤島 妃都美 675-0064 兵庫県加古川市加古川町溝之口６１８番地 794257709 東播(加健)第401-491 令和4年11月7日 令和10年11月30日 令和4年11月7日
000028 3000191475 Ｒｕｇｂｙ　Ｂａｒ　ＤＡＥＮ 675-0066 加古川市加古川町寺家町３６２－１ビアンテじけまち１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 別府 正二 東播(加健)第401-492 令和4年11月7日 令和10年11月30日 令和4年11月7日
000028 3000191522 ハリマ食品株式会社　加古川工場 675-0019 加古川市野口町水足１７９－１２ 794266462 菓子製造業 一般 ハリマ食品株式会社 代表取締役 小林 正彦 675-0019 兵庫県加古川市野口町水足１７９番地の１２ 794266462 東播(加健)第410-42 令和4年10月25日 令和10年11月30日 令和4年10月25日
000028 3000191523 ハリマ食品株式会社　加古川工場 675-0019 加古川市野口町水足１７９－１２ 794266462 密封包装食品製造業 一般 ハリマ食品株式会社 代表取締役 小林 正彦 675-0019 兵庫県加古川市野口町水足１７９番地の１２ 794266462 東播(加健)第429-1 令和4年10月25日 令和10年11月30日 令和4年10月25日
000028 3000191606 ２９　Ｔｗｅｎｔｙ　Ｎｉｎｅ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７７－８第二サンライフ１Ｆ 794902295 飲食店営業(4)その他 一般 北野 利彦 東播(加健)第401-503 令和4年11月11日 令和10年11月30日 令和4年11月11日
000028 3000191611 明石夢工房、あかし玉子焼ひろめ隊 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社夢工房 代表取締役 古志 利宗 673-0866 兵庫県明石市朝霧町三丁目１３番２号 782208352 東播(加健)第401-504 令和4年11月14日 令和9年11月30日 令和4年11月14日
000028 3000191676 Ｌｉｅｎ 676-0022 高砂市高砂町浜田町２丁目５－１０ 飲食店営業(4)その他 一般 平井 眞理阿 東播(加健)第401-505 令和4年11月16日 令和10年11月30日 令和4年11月16日
000028 3000191683 （有）大福精肉店 675-0332 加古川市志方町横大路３８３ 794524886 そうざい製造業 一般 有限会社大福精肉店 代表取締役 大浦 義平 675-0332 兵庫県加古川市志方町横大路３８３ 794524886 東播(加健)第424-22 令和4年11月17日 令和10年11月30日 令和4年11月17日
000028 3000191709 ｍｙａｍｍｙ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 田中 恵 東播(加健)第401-515 令和4年11月17日 令和9年11月30日 令和4年11月17日
000028 3000191736 プティレーヴ 675-0061 加古川市加古川町大野１０５－１８ 794515738 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 生柄 正人 東播(加健)第401-516 令和4年11月25日 令和10年11月30日 令和4年11月25日
000028 3000191774 麺屋　縁　６８ 675-0146 加古郡播磨町古田１丁目１－３５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小林 克則 東播(加健)第401-526 令和4年11月22日 令和11年11月30日 令和4年11月22日
000028 3000191790 ほっこり酒場　陽だまり 675-0066 加古川市加古川町寺家町１６３－５スギビル２ＦＡ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岸井 美香 東播(加健)第401-527 令和4年11月22日 令和10年11月30日 令和4年11月22日
000028 3000191798 ＴＯＭＢＯＡＴ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 水上 竜飛 東播(加健)第401-529 令和4年11月28日 令和9年11月30日 令和4年11月28日
000028 3000191806 ＴＡＭＡＲＩ　ＢＡＲ 675-0026 加古川市尾上町旭２丁目６６番２ヴィーナスプラザ２０７ 飲食店営業(4)その他 一般 五十嵐 紀仁 東播(加健)第401-534 令和4年11月25日 令和10年11月30日 令和4年11月25日
000028 3000191808 丸亀製麺号 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 342218900 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社トリドールホールディングス 代表取締役 粟田 貴也 150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目２１番１号 342218900 東播(加健)第401-528 令和4年11月29日 令和9年11月30日 令和4年11月29日
000028 3000191812 アサイーヤ　加古川店 675-0122 加古川市別府町別府７０８－７－１－Ａ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ラーリナ ユリア 東播(加健)第401-533 令和4年11月25日 令和10年11月30日 令和4年11月25日
000028 3000191823 関西熱化学（株）  加古川　北ハウス（ＣＣＢＪＩ受託） 675-0137 加古川市金沢町７ 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 東播(加健)第402-12 令和4年11月25日 令和9年11月30日 令和4年11月25日
000028 3000191835 株式会社籠谷　浜風工場 676-0008 高砂市荒井町新浜２丁目９番２１号 794442400 そうざい製造業 一般 株式会社籠谷 代表取締役 小畑 成久 676-0005 兵庫県高砂市荒井町御旅二丁目１番１７号 794422405 東播(加健)第424-23 令和4年11月25日 令和10年11月30日 令和4年11月25日
000028 3000191847 ほまれ 676-0804 高砂市美保里２５－２０サンシャイン’９１　１０３号 飲食店営業(4)その他 一般 杉本 美恵 東播(加健)第401-542 令和4年11月25日 令和10年11月30日 令和4年11月25日
000028 3000191854 神戸工業試験場　播磨事業所　社員食堂 675-0155 加古郡播磨町新島４７－１３ 794355010 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＬＥＯＣ 代表取締役 森井 秀和 100-0004 東京都千代田区大手町一丁目１番３号 352208550 東播(加健)第401-543 令和4年11月28日 令和10年11月30日 令和4年11月28日
000028 3000191856 ＦＯＯＤ　ＴＲＡＣＫ　ｎｉｃｏ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 合同会社Ｋラインワークス 代表社員 狩野 拓哉 704-8173 岡山県岡山市東区可知五丁目１４－６７ 東播(加健)第401-545 令和4年11月25日 令和10年11月30日 令和4年11月25日
000028 3000191858 和牛工房ゆかり 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社レアルトレード 代表取締役 岡島 弘明 675-1103 兵庫県加古郡稲美町野谷４３４－１ 794954129 東播(加健)第401-540 令和4年11月28日 令和10年11月30日 令和4年11月28日
000028 3000191862 和食さと　加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家４８７－１ 794515860 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 サトフードサービス株式会社 代表取締役 重里 政彦 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町二丁目３番１３号大阪国際ビルディング３０階 672223104 東播(加健)第401-549 令和4年11月29日 令和10年11月30日 令和4年11月29日
000028 3000191863 和食さと　加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家４８７－１ 794515860 食肉販売業 一般 サトフードサービス株式会社 代表取締役 重里 政彦 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町二丁目３番１３号大阪国際ビルディング３０階 672223104 東播(加健)第403-34 令和4年11月29日 令和10年11月30日 令和4年11月29日
000028 3000191864 ＢＡＲ　０９ 675-0156 加古郡播磨町東本荘２丁目７－１２共進ビル９号室 飲食店営業(4)その他 一般 木山 祐輔 東播(加健)第401-550 令和4年11月28日 令和10年11月30日 令和4年11月28日
000028 3000191871 ＦＡＲＣＲＹ　ＢＲＥＷＩＮＧ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 277323446 飲食店営業(4)その他 自動車40L 株式会社ｐｅｒｋ 代表取締役 小林 宏明 376-0035 群馬県桐生市仲町二丁目１１番４号 277323446 東播(加健)第401-552 令和4年11月25日 令和9年11月30日 令和4年11月25日
000028 3000191910 キューピット食堂加古川 675-0016 加古川市野口町長砂９５－２０ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｄｅａｒ　Ｐｌｕｓ　Ｏｎｅ 代表取締役 鈴木 良治 272-0004 千葉県市川市原木１－１６－２３ 477048297 東播(加健)第401-555 令和4年11月30日 令和10年11月30日 令和4年11月30日
000028 3000191931 エスコアハーツ土山工場　１Ｆ喫煙所 675-1114 加古郡稲美町国安１１２３ 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 東播(加健)第402-14 令和4年11月30日 令和9年11月30日 令和4年11月30日
000028 3000191933 Ｃａｆｅ　９１９ 675-0008 加古川市新神野５－７－７　津田ビル１Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤﨑 真貴子 東播(加健)第401-559 令和4年11月30日 令和10年11月30日 令和4年11月30日
000028 3000191937 ｃｏｃｏｎｕｔｓ　ｈｏｕｓｅ 675-0103 加古川市平岡町高畑１５１－５エルエスビル１０２ 794548220 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橋口 ゆうこ 東播(加健)第401-560 令和4年11月30日 令和10年11月30日 令和4年11月30日
000028 3000191953 台湾料理　龍祥石守店 675-0005 加古川市神野町石守１２４２－１０ 794902285 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 王 朝臣 東播(加健)第401-562 令和4年12月2日 令和11年2月28日 令和4年12月2日
000028 3000191969 ヒーローズカフェ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 平井 雅之 東播(加健)第401-563 令和4年12月1日 令和10年2月29日 令和4年12月1日
000028 3000191970 ＨＯＫＵＨＯＫＵ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 合同会社ＨＯＫＵＨＯＫＵ 代表社員 藤原 陽介 675-0025 兵庫県加古川市尾上町養田１６－１ 東播(加健)第401-564 令和4年12月5日 令和10年2月29日 令和4年12月5日
000028 3000191972 炭火焼肉　あじと 675-0066 加古川市加古川町寺家町１５１－５銀河ビル１Ｆ 794515359 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中村 竜太 東播(加健)第401-565 令和4年12月5日 令和11年2月28日 令和4年12月5日
000028 3000191981 こころ 675-0066 加古川市加古川町寺家町１５７－１１ツカサビル１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 谷口 延代 東播(加健)第401-566 令和4年12月2日 令和12年2月28日 令和4年12月2日
000028 3000191986 ＰＡＲＴＩＫ　ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７９－１　２Ｆ 794217112 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ＫＡＮＤＥＬ ＳＵＪＡＮ 東播(加健)第401-568 令和4年12月2日 令和11年2月28日 令和4年12月2日
000028 3000191990 ごめんね、二郎　加古川店 675-0034 加古川市加古川町稲屋９０５－１ 794903383 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高松 弦 東播(加健)第401-567 令和4年12月6日 令和11年2月28日 令和4年12月6日
000028 3000191998 韓国料理　サンチョン 675-0031 加古川市加古川町北在家２７２３センタービル１Ｆ　１号室 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 忠本 智勝 東播(加健)第401-569 令和4年12月6日 令和11年2月28日 令和4年12月6日
000028 3000192022 プレステーズ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７６－１２スカイラークビル２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 花房 克英 東播(加健)第401-570 令和4年12月6日 令和11年2月28日 令和4年12月6日
000028 3000192024 アニメイトカフェ出張版 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社アニメイトカフェ 代表取締役 多田 健児 170-0013 東京都豊島区東池袋三丁目２番１号 666306481 東播(加健)第401-571 令和4年12月7日 令和10年2月29日 令和4年12月7日
000028 3000192045 ハサミとコーヒー 675-0052 加古川市東神吉町出河原８２４－５ 794397838 飲食店営業(4)その他 一般 濱田 俊哉 東播(加健)第401-572 令和4年12月9日 令和11年2月28日 令和4年12月9日
000028 3000192053 ｃａｔｅｒｉｎｇｃａｆｅ　マーニ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 松本 史華 東播(加健)第401-573 令和4年12月12日 令和10年2月29日 令和4年12月12日
000028 3000192075 おときや 675-0053 加古川市米田町船頭４８７－６２ 菓子製造業 一般 柿本 琢子 東播(加健)第410-53 令和4年12月13日 令和11年2月28日 令和4年12月13日
000028 3000192093 兵庫県立農業高等学校 675-0101 加古川市平岡町新在家９０２－４ 794243341 漬物製造業 一般 兵庫県立農業高等学校 校長 澤井 正志 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家９０２－４ 794243341 東播(加健)第428-1 令和4年12月14日 令和11年2月28日 令和4年12月14日
000028 3000192094 兵庫県立農業高等学校 675-0101 加古川市平岡町新在家９０２－４ 794243341 密封包装食品製造業 一般 兵庫県立農業高等学校 校長 澤井 正志 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家９０２－４ 794243341 東播(加健)第429-2 令和4年12月14日 令和11年2月28日 令和4年12月14日
000028 3000192096 カラオケまりバー 676-0816 高砂市金ケ田町５－３３ 飲食店営業(4)その他 一般 𠮷田 昭代 東播(加健)第401-574 令和4年12月15日 令和11年2月28日 令和4年12月15日
000028 3000192103 釣り船　海神丸 675-0122 加古川市別府町別府町東町４ 魚介類販売業 一般 岩井 宏 東播(加健)第404-19 令和4年12月15日 令和11年2月28日 令和4年12月15日
000028 3000192104 炭焼地鶏　しずく 675-0063 加古川市加古川町平野３６４番地 794269015 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社しずく 代表取締役 阿江 靖文 679-0212 兵庫県加東市下滝野５０９番地３ 794269015 東播(加健)第401-575 令和4年12月16日 令和11年2月28日 令和4年12月16日
000028 3000192106 ＡＺＵＬ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６４－９テンポテン２－Ａ 飲食店営業(4)その他 一般 長谷 亮佑 東播(加健)第401-576 令和4年12月15日 令和11年2月28日 令和4年12月15日
000028 3000192107 Ｌｉｎｊｏｙ　ｆｌｏｗｅｒ ａｎｄ ｃｏｆｆｅｅ 675-0063 加古川市加古川町平野４２－１ソレイユ平野１０２ 794905515 飲食店営業(4)その他 一般 大西 優子 東播(加健)第401-577 令和4年12月15日 令和11年2月28日 令和4年12月15日
000028 3000192109 まこっちゃん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 原野 奈美 東播(加健)第401-578 令和4年12月16日 令和10年2月29日 令和4年12月16日
000028 3000192117 マルトマル 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 合同会社ソソルモノカンパニー 代表社員 黒石 加奈 650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通二丁目３番１号三宮駅前パーキングビル３階 東播(加健)第401-579 令和4年12月16日 令和10年2月29日 令和4年12月16日
000028 3000192131 シカゴデリータ　加古川店 675-0021 加古川市尾上町安田３５１ 794259300 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ケイフードサービス 代表取締役 小口 哲弥 676-0806 兵庫県高砂市米田町塩市２０３番２ 794908989 東播(加健)第401-580 令和4年12月20日 令和11年2月28日 令和4年12月20日
000028 3000192133 陽なた加古川店 675-0021 加古川市尾上町安田３５１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ハヤブサ 代表取締役 小口 房子 676-0037 兵庫県高砂市高砂町藍屋町１６９２番地の１２ 794908989 東播(加健)第401-581 令和4年12月20日 令和11年2月28日 令和4年12月20日
000028 3000192139 ぐっちょっぱ 675-0066 加古川市加古川町寺家町３６２－１ビアンテビル２階 飲食店営業(4)その他 一般 谷井 大智 東播(加健)第401-582 令和4年12月19日 令和11年2月28日 令和4年12月19日
000028 3000192151 喫茶マロニエ 675-1225 加古川市平荘町中山８２６－３ 794283407 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長谷川 真弓 東播(加健)第401-583 令和4年12月20日 令和11年2月28日 令和4年12月20日
000028 3000192161 ふきお工房 675-0012 加古川市野口町野口２８６－１東加古川ハイタウンＡ１１０６ 菓子製造業 一般 前川 かおり 東播(加健)第410-54 令和4年12月21日 令和11年2月28日 令和4年12月21日
000028 3000192162 ちゃた 675-0012 加古川市野口町野口１２９－１２２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 添田 将之 東播(加健)第401-584 令和4年12月21日 令和11年2月28日 令和4年12月21日
000028 3000192177 囲み 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７５－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡本 紗矢香 東播(加健)第401-585 令和4年12月21日 令和11年2月28日 令和4年12月21日



000028 3000192191 すなっく　点燈屋 675-0066 加古川市加古川町寺家町１５５－６田中ビル１Ｆ 794267088 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松本 紀子 東播(加健)第401-586 令和4年12月22日 令和11年2月28日 令和4年12月22日
000028 3000192193 加古ストアー 676-0018 高砂市荒井町若宮町２－１ 794435121 飲食店営業(4)その他 一般 加古 哲也 東播(加健)第401-588 令和4年12月23日 令和11年2月28日 令和4年12月23日
000028 3000192194 加古ストアー 676-0018 高砂市荒井町若宮町２－１ 794435121 食肉販売業 一般 加古 哲也 東播(加健)第403-36 令和4年12月23日 令和11年2月28日 令和4年12月23日
000028 3000192195 加古ストアー 676-0018 高砂市荒井町若宮町２－１ 794435121 魚介類販売業 一般 加古 哲也 東播(加健)第404-20 令和4年12月23日 令和11年2月28日 令和4年12月23日
000028 3000192197 サンタがキタ！ 676-0022 高砂市高砂町浜田町２丁目２－７ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 喜多電機有限会社 代表取締役 喜多 正也 676-0022 兵庫県高砂市高砂町浜田町二丁目８番５号 794421273 東播(加健)第401-587 令和4年12月23日 令和11年2月28日 令和4年12月23日
000028 3000192200 中華　萬順 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社三和商事 代表取締役 閆 志遠 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家字岸の下１３５５番地１２ 794981076 東播(加健)第401-589 令和4年12月23日 令和10年2月29日 令和4年12月23日
000028 3000192225 Ｂｅｌｉｅｖｅ 675-0122 加古川市別府町別府９７４－４別府ビル２階 飲食店営業(4)その他 一般 河合 明日香 東播(加健)第401-590 令和4年12月28日 令和11年2月28日 令和4年12月28日
000028 3000192228 ＣＯＣＯＹＡ 676-0808 高砂市神爪１丁目７－１０グレンヴュー北野１０１ 794331600 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社木場工務店 代表取締役 福田 悟士 612-0866 京都府京都市伏見区深草十九軒町５６２番地の１１－２０３ 東播(加健)第401-591 令和4年12月27日 令和11年2月28日 令和4年12月27日
000028 3000192240 Ｍｅｍｂｅｒ’ｓ　Ｎａｏ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７５－８みぞこしビル２Ｆ－Ａ 794270775 飲食店営業(4)その他 一般 橋本 直美 東播(加健)第401-592 令和5年1月4日 令和11年2月28日 令和5年1月4日
000028 3000192245 エムサン 676-0016 高砂市荒井町扇町１０－３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 美奈 東播(加健)第401-593 令和5年1月4日 令和11年2月28日 令和5年1月4日
000028 3000192256 イモですが何か？ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 東井 絵里帆 東播(加健)第401-594 令和5年1月6日 令和10年2月29日 令和5年1月6日
000028 3000192262 石窯パン工房マナレイア野口店 675-0016 加古川市野口町長砂９５－６ 794250978 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社ヒルズフィールドキッチン 代表社員 岡野 吉高 671-0234 兵庫県姫路市御国野町国分寺２５６ 7056685286 東播(加健)第401-595 令和5年1月12日 令和11年2月28日 令和5年1月12日
000028 3000192263 石窯パン工房マナレイア野口店 675-0016 加古川市野口町長砂９５－６ 794250978 菓子製造業 一般 合同会社ヒルズフィールドキッチン 代表社員 岡野 吉高 671-0234 兵庫県姫路市御国野町国分寺２５６ 7056685286 東播(加健)第410-55 令和5年1月12日 令和11年2月28日 令和5年1月12日
000028 3000192272 ｓｎａｃｋ　牡丹 676-0814 高砂市春日野町２９６７－１ 飲食店営業(4)その他 一般 榎本 要 東播(加健)第401-596 令和5年1月12日 令和11年2月28日 令和5年1月12日
000028 3000192324 駄菓子屋いと 675-0113 加古川市平岡町中野１０ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 正木 美乃里 東播(加健)第401-599 令和5年1月17日 令和11年2月28日 令和5年1月17日
000028 3000192329 トーカロ(株)播磨工場 675-0164 加古郡播磨町東新島１５－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ウオクニ株式会社 代表取締役 野々村 充教 657-0842 兵庫県神戸市灘区船寺通四丁目５番１６号 794242258 東播(加健)第401-600 令和5年1月20日 令和12年2月28日 令和5年1月20日
000028 3000192335 源平　うどん 675-0163 加古郡播磨町古宮３－５－１２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鞍谷 祐平 東播(加健)第401-601 令和5年1月20日 令和11年2月28日 令和5年1月20日
000028 3000192341 居酒屋　いっちー　もつ鍋 676-0016 高砂市荒井町扇町１９番７号かどやビル１０３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 市山 正彦 東播(加健)第401-604 令和5年1月19日 令和11年2月28日 令和5年1月19日
000028 3000192342 菊マル 676-0814 高砂市春日野町２９６７－１ 794417875 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 正木 智子 東播(加健)第401-605 令和5年1月19日 令和11年2月28日 令和5年1月19日
000028 3000192357 Ｈｕｔｔｅａ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 藤内 美貴 東播(加健)第401-608 令和5年1月20日 令和10年2月29日 令和5年1月20日
000028 3000192366 Ｗａｋｕ　Ｗａｋｕ　Ｂａｋｅｒｙ 675-0002 加古川市山手２－２５－１４ 菓子製造業 一般 山野本 陽子 東播(加健)第410-57 令和5年1月19日 令和11年2月28日 令和5年1月19日
000028 3000192368 boulangerie mes anges 675-0055 加古川市東神吉町西井ノ口２－３ 794322900 菓子製造業 一般 巽 紀子 東播(加健)第410-58 令和5年1月19日 令和11年2月28日 令和5年1月19日
000028 3000192369 ＬＵＸ　ＳＰＯ 675-0321 加古川市志方町志方町１４６５－５ 794405526 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＴＲＵＳＴＥＱ 代表取締役 天川 智文 672-8001 兵庫県姫路市兼田６５番地５ 794532933 東播(加健)第401-612 令和5年1月19日 令和11年2月28日 令和5年1月19日
000028 3000192372 炭火焼肉　ごえ門　播磨店 675-0144 加古郡播磨町北本荘１丁目６６１－４ 794904969 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ごえ門 代表取締役 清水 万紀久 675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂１２８４番地の１６ 794272709 東播(加健)第401-614 令和5年1月20日 令和12年2月28日 令和5年1月20日
000028 3000192392 ごんママのキムチ 676-0805 高砂市米田町米田３９９－２ 794321678 漬物製造業 一般 辛 虎基 東播(加健)第428-2 令和5年1月23日 令和11年2月28日 令和5年1月23日
000028 3000192399 サンマルクカフェ　ニッケパークタウン加古川店 675-0066 加古川市加古川町寺家町１７３－１ニッケパークタウン本館１Ｆ 794534309 菓子製造業 一般 株式会社サンマルクカフェ 代表取締役 鎌田 滋之 700-0952 岡山県岡山市北区平田１７３番地１０４ 862375309 東播(加健)第410-59 令和5年1月23日 令和11年2月28日 令和5年1月23日
000028 3000192416 陽だまり家 675-1235 加古川市平荘町小畑１０７７ 794394602 飲食店営業(4)その他 一般 高松 美紀子 東播(加健)第401-626 令和5年1月24日 令和11年2月28日 令和5年1月24日
000028 3000192417 はち助 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社はち助 代表取締役 山路 武志 561-0832 大阪府豊中市庄内西町三丁目１９番１４号 663320834 東播(加健)第401-627 令和5年1月26日 令和10年2月29日 令和5年1月26日
000028 3000192434 ＭＵＵ　－ＫＡＫＯＧＡＷＡ－ 675-0066 加古川市加古川町寺家町３６２番地の１ビアンテじけまち２階２６号室 794977410 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社フラッツ 代表取締役 遠藤 拓彌 810-0021 福岡県福岡市中央区今泉二丁目５番１９号グランアルト天神タワー７０４ 東播(加健)第401-629 令和5年1月26日 令和11年2月28日 令和5年1月26日
000028 3000192439 キムチとやきいも　なかむら 675-1116 加古郡稲美町蛸草１４４８－２ 漬物製造業 一般 中村 裕 東播(加健)第428-3 令和5年1月26日 令和11年2月28日 令和5年1月26日
000028 3000192476 くうねるん　＆　Ａ．Ｅ．ｂａｒ 675-0158 加古郡播磨町北野添２丁目２　Ａ－１１９ 飲食店営業(4)その他 一般 細田 武男 東播(加健)第401-634 令和5年1月31日 令和11年2月28日 令和5年1月31日
000028 3000192477 ヒノシタコーヒー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 小坂井 勇哉 東播(加健)第401-635 令和5年1月31日 令和10年2月29日 令和5年1月31日
000028 3000192490 ブンセン株式会社　稲美工場 675-1101 加古郡稲美町下草谷３４０－１８１ 794951901 そうざい製造業 一般 ブンセン株式会社 代表取締役 田中 智樹 679-4313 兵庫県たつの市新宮町新宮３８７ 791751151 東播(加健)第424-24 令和5年2月2日 令和11年2月28日 令和5年2月2日
000028 3000192513 ＴＯＮＥＺ工場 676-0822 高砂市阿弥陀町魚橋５３０ 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 353210701 東播(加健)第402-16 令和5年1月31日 令和11年2月28日 令和5年1月31日
000028 3000192515 ＢＡＣＫＳ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７６－１２スカイラークビル２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 三宅 大貴 東播(加健)第401-640 令和5年2月2日 令和11年2月28日 令和5年2月2日
000028 3000192541 牡蛎処　桝政　高砂店 676-0001 高砂市中島２－３－３ 794431900 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社ひなたコーポレーション 代表社員 井藤 貴司 675-0062 兵庫県加古川市加古川町美乃利１１３番地の１６ 東播(加健)第401-652 令和5年2月3日 令和11年2月28日 令和5年2月3日
000028 3000192561 amusement　mix　bar　ZYNX 675-0156 加古郡播磨町東本荘１丁目２－６第２福田ビル３０２ 飲食店営業(4)その他 一般 若本 航 東播(加健)第401-658 令和5年2月7日 令和12年2月28日 令和5年2月7日
000028 3000192596 大西鮮魚 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 魚介類販売業 自動車40L 大西 栄二 東播(加健)第404-23 令和5年2月7日 令和11年2月28日 令和5年2月7日
000028 3000192600 川崎重工業播磨工場食堂 675-0155 加古郡播磨町新島８番地 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 コーベフーズ株式会社 代表取締役 久保 孝義 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町一丁目１番３号 783824700 東播(加健)第401-665 令和5年2月7日 令和12年2月28日 令和5年2月7日
000028 3000192614 ｏｒｉｚｅ 675-0066 加古川市加古川町寺家町６０９ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤本 美穂 東播(加健)第401-667 令和5年2月9日 令和11年2月28日 令和5年2月9日
000028 3000192615 ｏｒｉｚｅ 675-0066 加古川市加古川町寺家町６０９ 菓子製造業 一般 藤本 美穂 東播(加健)第410-62 令和5年2月9日 令和11年2月28日 令和5年2月9日
000028 3000192640 シナモンキッチンカー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社アニメイトカフェ 代表取締役 多田 健児 170-0013 東京都豊島区東池袋三丁目２番１号 359952200 東播(加健)第401-666 令和5年2月9日 令和10年2月29日 令和5年2月9日
000028 3000192661 きちん 675-0101 加古川市平岡町新在家６１５－１イオン加古川内１Ｆ 794245532 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社入船 代表取締役 入江 建介 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町１０３３番地 794575566 東播(加健)第401-671 令和5年2月10日 令和11年2月28日 令和5年2月10日
000028 3000192662 珈集　東加古川店 675-0102 加古川市平岡町西谷２０６ 794516106 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社珈集 取締役 平野 薫大 673-0433 兵庫県三木市福井字八幡谷２１６５番地の１ 794886690 東播(加健)第401-669 令和5年2月10日 令和11年2月28日 令和5年2月10日
000028 3000192664 ゆっこ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 松岡 結衣 東播(加健)第401-674 令和5年2月13日 令和10年2月29日 令和5年2月13日
000028 3000192676 セブン－イレブン加古川別府店 675-0122 加古川市別府町別府５５２番１ 飲食店営業(4)その他 一般 やまだや株式会社 代表取締役 山田 健 675-0115 兵庫県加古川市平岡町一色５９４番３ 794373811 東播(加健)第401-677 令和5年2月14日 令和12年2月28日 令和5年2月14日
000028 3000192682 Ｓｅｃｒｅｔ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７０－１フジビル１ ３Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 Ｓ－Ｂｒａｎｄ株式会社 代表取締役 橋本 大弥 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家一丁目２６３番地の１ＨＫビル４Ｆ 794902422 東播(加健)第401-678 令和5年2月13日 令和11年2月28日 令和5年2月13日
000028 3000192703 Ｒｅｍｅｒｃｉｅｒ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 中谷 謙斗 東播(加健)第401-682 令和5年2月15日 令和10年2月29日 令和5年2月15日
000028 3000192711 く－とん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社空都 代表取締役 山内 奈央美 673-0044 兵庫県明石市藤江９７７番地４ 東播(加健)第401-684 令和5年2月16日 令和10年2月29日 令和5年2月16日
000028 3000192717 ファミリーマート高砂伊保店 676-0078 高砂市伊保４丁目３８２ 794493030 飲食店営業(4)その他 一般 西山 正浩 東播(加健)第401-683 令和5年2月17日 令和12年2月28日 令和5年2月17日
000028 3000192719 Ａｐｒｅｓ　ｍｉｄｉ 675-0057 加古川市東神吉町神吉６５１－２２２ 菓子製造業 一般 藤本 愛子 東播(加健)第410-65 令和5年2月17日 令和11年2月28日 令和5年2月17日
000028 3000192722 ミバエもバエル 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 東 幸代 東播(加健)第401-689 令和5年2月17日 令和10年2月29日 令和5年2月17日
000028 3000192730 介護老人保健施設サンライズ　富士産業厨房 675-1114 加古郡稲美町国安１２３７ 794970778 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 富士産業株式会社 代表取締役 中村 勝彦 105-0004 東京都港区新橋五丁目３２番７号 354006111 東播(加健)第401-685 令和5年2月17日 令和11年2月28日 令和5年2月17日
000028 3000192733 キング醸造株式会社 675-1116 加古郡稲美町蛸草３２１ 794950010 密封包装食品製造業 一般 キング醸造株式会社 代表取締役 大西 浩介 675-1116 兵庫県加古郡稲美町蛸草３２１番地 794950010 東播(加健)第429-3 令和5年2月17日 令和11年2月28日 令和5年2月17日
000028 3000192742 濃厚タンメン無双家 675-0017 加古川市野口町良野４２－３ 794419880 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 弘樹 東播(加健)第401-694 令和5年2月17日 令和11年2月28日 令和5年2月17日
000028 3000192758 ファミリ－マ－ト加古川稲屋 675-0034 加古川市加古川町稲屋１３５－１ 794535506 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社サンフィールド 代表取締役 三野 卓志 654-0013 兵庫県神戸市須磨区大手町五丁目１番３０－１０２号 787337006 東播(加健)第401-700 令和5年2月20日 令和11年2月28日 令和5年2月20日
000028 3000192763 稲空 675-1105 加古郡稲美町加古２７５３ 794965060 菓子製造業 一般 株式会社野元メンテナンスサービス 代表取締役 野元 一真 675-1105 兵庫県加古郡稲美町加古２７５３ 794965060 東播(加健)第410-67 令和5年2月21日 令和11年2月28日 令和5年2月21日
000028 3000192764 稲空 675-1105 加古郡稲美町加古２７５３ 794965060 そうざい製造業 一般 株式会社野元メンテナンスサービス 代表取締役 野元 一真 675-1105 兵庫県加古郡稲美町加古２７５３ 794965060 東播(加健)第424-25 令和5年2月21日 令和11年2月28日 令和5年2月21日
000028 3000192772 ｐｉｚｚａ　ｂａｒ　ＰＥＥＰＳ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 澤 麻梨奈 東播(加健)第401-703 令和5年2月21日 令和10年2月29日 令和5年2月21日
000028 3000192775 カラオケＳＡＫＡＢＡ　マリリン 676-0001 高砂市中島２丁目３－１０リバーサイドみふく１０３号 飲食店営業(4)その他 一般 藤川 恵美子 東播(加健)第401-698 令和5年2月21日 令和11年2月28日 令和5年2月21日
000028 3000192783 加古川ワインバル 675-0066 加古川市加古川町寺家町１６３－６ 794515960 菓子製造業 一般 溝口 浩太郎 東播(加健)第410-64 令和5年2月21日 令和11年2月28日 令和5年2月21日
000028 3000192790 きちん　アスパ高砂店 676-0019 高砂市緑丘２丁目１－４０アスパ高砂内 794442756 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社入船 代表取締役 入江 建介 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町１０３３番地 794575566 東播(加健)第401-676 令和5年2月21日 令和11年2月28日 令和5年2月21日
000028 3000192800 焼き芋専門店　芋まさ 675-0016 加古川市野口町長砂９８８ 菓子製造業 一般 株式会社岡崎塾 代表取締役 岡﨑 正忠 677-0044 兵庫県西脇市上野５２番地 795243200 東播(加健)第410-69 令和5年2月21日 令和11年2月28日 令和5年2月21日
000028 3000192801 インド　レストラン　ミラン 675-0021 加古川市尾上町安田９０７　Ａ 794588852 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ＫＡＮＤＥＬ ＡＧＡＮＤＨＡＲ 東播(加健)第401-706 令和5年2月21日 令和11年2月28日 令和5年2月21日
000028 3000192807 キコ－ナ加古川店内  ｃａｆｅ　Ｌｕｍｉｅｒｅ 675-0018 加古川市野口町坂元４５－１ 飲食店営業(4)その他 一般 Ａ．Ｐ．Ｃ株式会社 代表取締役 藤岡 利之 918-8231 福井県福井市問屋町四丁目７０５番 776292226 東播(加健)第401-707 令和5年2月21日 令和11年2月28日 令和5年2月21日
000028 3000192808 東播磨港湾労働者福祉センター 675-0155 加古郡播磨町新島５２番地 794356220 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 瀧口 由香利 東播(加健)第401-708 令和5年2月21日 令和11年2月28日 令和5年2月21日
000028 3000192809 クロッケ 675-0065 加古川市加古川町篠原町１８番地 794519099 菓子製造業 一般 株式会社プントワークス 代表取締役 宮永 敏英 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町４３１番地の１ 794222969 東播(加健)第410-71 令和5年2月21日 令和11年2月28日 令和5年2月21日
000028 3000192810 クロッケ 675-0065 加古川市加古川町篠原町１８番地 794519099 冷凍食品製造業 一般 株式会社プントワークス 代表取締役 宮永 敏英 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町４３１番地の１ 794222969 東播(加健)第426-1 令和5年2月21日 令和11年2月28日 令和5年2月21日
000028 3000192812 カフェ・ブル－ノ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 形鍬 吉郎 東播(加健)第401-709 令和5年2月21日 令和10年2月29日 令和5年2月21日
000028 3000192821 旬菜料理　居酒屋昊ＳＯＲＡ 675-0009 加古川市神野町西条４２７ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北村 淳子 東播(加健)第401-710 令和5年2月22日 令和11年2月28日 令和5年2月22日
000028 3000192823 （株）大浦ミート 675-0321 加古川市志方町志方町１３０６ 794524038 食肉処理業 一般 株式会社大浦ミート 代表取締役 大浦 達也 675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町１３０６番地 794524038 東播(加健)第409-4 令和5年2月22日 令和11年2月28日 令和5年2月22日
000028 3000192824 （株）大浦ミート 675-0321 加古川市志方町志方町１３０６ 794524038 食肉製品製造業 一般 株式会社大浦ミート 代表取締役 大浦 達也 675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町１３０６番地 794524038 東播(加健)第414-2 令和5年2月22日 令和11年2月28日 令和5年2月22日
000028 3000192825 （株）大浦ミート 675-0321 加古川市志方町志方町１３０６ 794524038 そうざい製造業 一般 株式会社大浦ミート 代表取締役 大浦 達也 675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町１３０６番地 794524038 東播(加健)第424-26 令和5年2月22日 令和11年2月28日 令和5年2月22日
000028 3000192830 ｅｉｇｈｔ　ｏｎｅ　ｃａｆｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 眞鍋 諒史 東播(加健)第401-711 令和5年2月22日 令和10年2月29日 令和5年2月22日
000028 3000192845 日立建機株式会社　播州工場 675-1113 加古郡稲美町岡２６８０番地 794951211 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社入船 代表取締役 入江 建介 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町１０３３番地 794435500 東播(加健)第401-714 令和5年2月24日 令和12年2月28日 令和5年2月24日
000028 3000192847 洋食　星亭 675-0101 加古川市平岡町新在家１１９２－４８０トヨシマビル１Ｆ 794509223 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 土井 章 東播(加健)第401-713 令和5年2月24日 令和11年2月28日 令和5年2月24日
000028 3000192870 オスティア 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社ライフェック 代表取締役 政次 弘 652-0862 兵庫県神戸市兵庫区上庄通二丁目１番５号 786520455 東播(加健)第401-719 令和5年2月27日 令和10年2月29日 令和5年2月27日
000028 3000192882 プリン　みっき－ 675-0022 加古川市尾上町口里８１４－７６ 菓子製造業 一般 西川 成仁 東播(加健)第410-72 令和5年2月28日 令和11年2月28日 令和5年2月28日
000028 3000192890 Ｔｈｉｓ　ｉｓ　ｍｙ　ＣＨＩＣＫＥＮ 675-0027 加古川市尾上町今福７１－２ 794975880 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社イーグル 代表取締役 笹部 隆三 675-0067 兵庫県加古川市加古川町河原２７７番地の１ 794419374 東播(加健)第401-720 令和5年2月28日 令和11年2月28日 令和5年2月28日
000028 3000192891 門脇商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店80L 門脇 弘樹 東播(加健)第401-723 令和5年2月28日 令和10年2月29日 令和5年2月28日
000028 3000192892 くつろぎ居酒屋のんびりや 675-0017 加古川市野口町良野１７１１番地 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 白木 明 東播(加健)第401-721 令和5年3月2日 令和11年5月31日 令和5年3月2日
000028 3000192899 Pão 675-0104 加古川市平岡町土山１１７７－７ 菓子製造業 一般 神吉 加代子 東播(加健)第410-73 令和5年2月28日 令和11年2月28日 令和5年2月28日
000028 3000192913 和創作　典 676-0016 高砂市荒井町扇町１４－１４ 794904710 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社典 代表取締役 浅見 大介 676-0016 兵庫県高砂市荒井町扇町１３－１５ 794904710 東播(加健)第401-728 令和5年2月28日 令和12年2月28日 令和5年2月28日
000028 3000192934 ｎａｔｕｒａｌ　ｆｏｏｄｓ　ｋｉｔｃｈｅｎ　ひらく 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 上阪 花恋 東播(加健)第401-729 令和5年2月28日 令和10年2月29日 令和5年2月28日
000028 3000192945 歌姫 675-0122 加古川市別府町別府１０００ 飲食店営業(4)その他 一般 山下 麗子 東播(加健)第401-730 令和5年3月3日 令和11年5月31日 令和5年3月3日
000028 3000192959 Ｋａｉｍａｎａ  Ｃｏｆｆｅｅ＆Ｇｅａｒ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 木村 哲也 東播(加健)第401-731 令和5年3月2日 令和10年5月31日 令和5年3月2日
000028 3000192976 久保田商会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 清水 咲那 東播(加健)第401-732 令和5年3月3日 令和10年5月31日 令和5年3月3日
000028 3000192990 いつでも世界を旅するカフェ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 木全 明希歩 東播(加健)第401-733 令和5年3月7日 令和10年5月31日 令和5年3月7日
000028 3000193015 じゃーく 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 鳴瀧 敦 東播(加健)第401-735 令和5年3月7日 令和10年5月31日 令和5年3月7日
000028 3000193019 ＤＡＹ　ＴＲＩＰＰＥＲＳ 675-0038 加古川市加古川町木村６５　やかたビル西２－２号 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 増田 博 東播(加健)第401-736 令和5年3月7日 令和11年5月31日 令和5年3月7日
000028 3000193033 西陣屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社西陣屋 代表取締役 田中 武史 621-0242 京都府亀岡市宮前町神前下長野２ 771568125 東播(加健)第401-734 令和5年3月8日 令和10年5月31日 令和5年3月8日
000028 3000193051 ＣＬＵＢ　Ｓ－ＣＬＡＳＳ 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２６３－１ＨＫビル４階Ａ号室 794902422 飲食店営業(4)その他 一般 Ｓ－Ｂｒａｎｄ株式会社 代表取締役 橋本 大弥 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家一丁目２６３番地の１ＨＫビル４Ｆ 794902422 東播(加健)第401-737 令和5年3月8日 令和11年5月31日 令和5年3月8日
000028 3000193052 ロージーカフェ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 柚原 雅人 東播(加健)第401-738 令和5年3月8日 令和10年5月31日 令和5年3月8日
000028 3000193053 ガトーラボ　カペラ 675-0104 加古川市平岡町土山１０３３－６土山アパートＢ号室 菓子製造業 一般 後藤 真帆 東播(加健)第410-75 令和5年3月8日 令和11年5月31日 令和5年3月8日
000028 3000193071 まごころ弁当　加古川店 675-0111 加古川市平岡町二俣７６２－２ 794410522 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 宮地 篤司 東播(加健)第401-739 令和5年3月9日 令和11年5月31日 令和5年3月9日
000028 3000193104 中華料理　天山閣 676-0004 高砂市荒井町千鳥２丁目２－１８ 794434455 そうざい製造業 一般 株式会社山富 代表取締役 長野 益大 676-0004 兵庫県高砂市荒井町千鳥二丁目２番１８号 794434455 東播(加健)第424-28 令和5年3月14日 令和11年5月31日 令和5年3月14日
000028 3000193118 パシュパティ　カレー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L ＳＨＡＲＭＡ　ＫＡＮＤＥＬ　ＮＡＢＩＮ 東播(加健)第401-740 令和5年3月14日 令和10年5月31日 令和5年3月14日
000028 3000193150 ＥＵＰＨＯＲＩＡ 675-0063 加古川市加古川町平野１９２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 𠮷田 周平 東播(加健)第401-741 令和5年3月15日 令和11年5月31日 令和5年3月15日
000028 3000193165 おばＢａｒ　Ｆｉｒｓｔ　Ｓｔａｇｅ 675-0065 加古川市加古川町篠原町３－７ヤング開発ビル　シャトレドゥオール２F 飲食店営業(4)その他 一般 山崎 智彩恵 東播(加健)第401-742 令和5年3月15日 令和11年5月31日 令和5年3月15日
000028 3000193176 ＣｏＣｏ－ｉｋｏ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２８０－４幸平ビル３Ｆ－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 枝里 東播(加健)第401-744 令和5年3月16日 令和11年5月31日 令和5年3月16日
000028 3000193182 肉のよいち　東加古川店 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２５２－１０ミツヤビル１Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川古 祐希 東播(加健)第401-746 令和5年3月16日 令和11年5月31日 令和5年3月16日
000028 3000193190 長尾楽笑村組合 676-0827 高砂市阿弥陀町阿弥陀３８０ 密封包装食品製造業 一般 松本 雅夫 東播(加健)第429-4 令和5年3月16日 令和11年5月31日 令和5年3月16日
000028 3000193191 兵庫大学食堂 675-0101 加古川市平岡町新在家２３０１兵庫大学５号館１階 794516073 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社カノコ 代表取締役 大辻 利紀 675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原町１４番地の６ 794242678 東播(加健)第401-747 令和5年3月16日 令和11年5月31日 令和5年3月16日
000028 3000193192 Ｂａｒ　ＢＯＳＳ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２６５－１０レインボープラザ２Ｆ２０７ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社大野工業 代表取締役 大野 正博 675-0035 兵庫県加古川市加古川町友沢１８－１ 794975323 東播(加健)第401-745 令和5年3月16日 令和11年5月31日 令和5年3月16日
000028 3000193206 Ｎきっちん 675-0066 加古川市加古川町寺家町１６３－５スギビル１Ｆ 菓子製造業 一般 杉本 望 東播(加健)第410-76 令和5年3月17日 令和11年5月31日 令和5年3月17日
000028 3000193235 オーニシ 676-0077 高砂市松陽４丁目６４２ 794516811 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社オーニシ 代表取締役 大西 メリーアン 670-0049 兵庫県姫路市元町９３番地１　グラジオ元町１００３号 792913538 東播(加健)第401-748 令和5年3月17日 令和11年5月31日 令和5年3月17日
000028 3000193252 稲美ぐりーんふぁーむの店 675-0101 加古川市平岡町新在家６７５－３　１号室 菓子製造業 一般 岡田 美咲 東播(加健)第410-77 令和5年3月17日 令和11年5月31日 令和5年3月17日
000028 3000193253 稲美ぐりーんふぁーむの店 675-0101 加古川市平岡町新在家６７５－３　１号室 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡田 美咲 東播(加健)第401-752 令和5年3月17日 令和11年5月31日 令和5年3月17日
000028 3000193257 주미 675-0026 加古川市尾上町旭２－４ 飲食店営業(4)その他 一般 島津 歩 東播(加健)第401-743 令和5年3月20日 令和11年5月31日 令和5年3月20日
000028 3000193258 俺のらーめん　丸髙家 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 794903031 飲食店営業(4)その他 露店80L 藤田 恭平 東播(加健)第401-751 令和5年3月17日 令和10年5月31日 令和5年3月17日
000028 3000193261 しこう庵 675-0135 加古川市別府町東町２５－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社信玄 代表取締役 濱田 浩行 675-0135 兵庫県加古川市別府町東町２５－１ 東播(加健)第401-749 令和5年3月22日 令和11年5月31日 令和5年3月22日
000028 3000193262 ノアーズ 676-0022 高砂市高砂町浜田町１丁目５－１ 794429877 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ノングループ 代表取締役 野村 善胤 676-0022 兵庫県高砂市高砂町浜田町二丁目１５番１９号 794425977 東播(加健)第401-754 令和5年3月22日 令和11年5月31日 令和5年3月22日



000028 3000193264 高千穂 675-0026 加古川市尾上町旭２丁目６６の２ヴィーナスプラザ１０７号 794278178 飲食店営業(4)その他 一般 河村 力子 東播(加健)第401-750 令和5年3月22日 令和11年5月31日 令和5年3月22日
000028 3000193266 Ｌｉｌｙ 675-0101 加古川市平岡町新在家１丁目２６３－１ＨＫビル６Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 谷口 夏樹 東播(加健)第401-753 令和5年3月22日 令和11年5月31日 令和5年3月22日
000028 3000193273 ｏｉｍｏ　ｓｔａｎｄ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 中井 亮介 東播(加健)第401-755 令和5年3月22日 令和10年5月31日 令和5年3月22日
000028 3000193295 おじぎ屋 675-0021 加古川市尾上町安田３９４－１ 794535000 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山口 洋 東播(加健)第401-756 令和5年3月22日 令和11年5月31日 令和5年3月22日
000028 3000193312 おネェＢａｒ　カロリーナ 675-0101 加古川市平岡町新在家２丁目２７５番地の８みぞこしビル２階Ｂ店舗 794245077 飲食店営業(4)その他 一般 岩重 和明 東播(加健)第401-758 令和5年3月22日 令和11年5月31日 令和5年3月22日
000028 3000193313 ＴＡＣＯｓｔｏｒｅ　森 675-0101 加古川市平岡町新在家２－２７１－１二番館ビル１Ｆ 794977332 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中川 洋輔 東播(加健)第401-757 令和5年3月22日 令和11年5月31日 令和5年3月22日
000028 3000193314 メダカフェ 676-0082 高砂市曽根町８４４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松本 めぐみ 東播(加健)第401-759 令和5年3月23日 令和11年5月31日 令和5年3月23日
000028 3000193317 福本食品 675-0335 加古川市志方町原９６３の１ 794529966 食肉処理業 一般 株式会社ますふく 代表取締役 福本 則隆 675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町１４４１番地の３ 794529966 東播(加健)第409-5 令和5年3月23日 令和11年5月31日 令和5年3月23日
000028 3000193328 ＭＡＳ’ｓ　ｃｏｆｆｅｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 小松 正侑 東播(加健)第401-760 令和5年3月23日 令和10年5月31日 令和5年3月23日
000028 3000193329 ＣＲＯＱＵＥＲ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 安井 恵美 東播(加健)第401-761 令和5年3月23日 令和10年5月31日 令和5年3月23日
000028 3000193346 神戸クロ鯛ＢＩＯ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社日本地域活性研究所 代表取締役 四元 順一 650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通五丁目３番１２号 783601531 東播(加健)第401-762 令和5年3月24日 令和10年5月31日 令和5年3月24日
000028 3000193348 東洋紡株式会社　高砂工場 676-0082 高砂市曽根町２９００番地 794477162 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社入船 代表取締役 入江 建介 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町１０３３番地 794435500 東播(加健)第401-763 令和5年3月23日 令和11年5月31日 令和5年3月23日
000028 3000193349 あるこキッチン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L オークラサービス株式会社 代表取締役 大庫 隆夫 675-0014 兵庫県加古川市野口町古大内９００番地 794258632 東播(加健)第401-765 令和5年3月24日 令和10年5月31日 令和5年3月24日
000028 3000193353 ｍａｒｕ．セントラル 675-0101 加古川市平岡町新在家１３５９－３ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｄｌｉｆｅｐｌａｎｎｉｎｇ 代表取締役 大下 礼子 550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀二丁目５番２６－８０４号 669407552 東播(加健)第401-764 令和5年3月23日 令和11年5月31日 令和5年3月23日
000028 3000193361 株式会社籠谷 676-0005 高砂市荒井町御旅２丁目１－１７ 794422470 アイスクリーム類製造業 一般 株式会社籠谷 代表取締役 小畑 成久 676-0005 兵庫県高砂市荒井町御旅二丁目１番１７号 794422470 東播(加健)第411-3 令和5年3月24日 令和11年5月31日 令和5年3月24日
000028 3000193364 ＳＨＩＭＡ’ｓ　キッチン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 佐久間 一也 東播(加健)第401-766 令和5年3月24日 令和10年5月31日 令和5年3月24日
000028 3000193386 フレンドリー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 佐川 智美 東播(加健)第401-768 令和5年3月27日 令和10年5月31日 令和5年3月27日
000028 3000193388 兵庫県立加古川東高等学校　食堂 675-0039 加古川市加古川町粟津２３２－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ＮＥＸＴ株式会社 代表取締役 山浦 一輝 980-0014 宮城県仙台市青葉区本町二丁目１０番３３号第二日本オフィスビル５階５号室 227223050 東播(加健)第401-767 令和5年3月29日 令和11年5月31日 令和5年3月29日
000028 3000193416 Ｓｎａｃｋ　ＣｉｅＬ 676-0805 高砂市米田町米田１１８－５　２－Ｄ 794517269 飲食店営業(4)その他 一般 谷口 憂 東播(加健)第401-771 令和5年3月28日 令和11年5月31日 令和5年3月28日
000028 3000193441 さくらこ 676-0022 高砂市高砂町浜田町２丁目６－５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山田 文子 東播(加健)第401-769 令和5年3月28日 令和11年5月31日 令和5年3月28日
000028 3000193444 ＲＵＲＡＬ　ＫＩＴＣＨＥＮ 675-0041 加古川市西神吉町宮前１６０ 794975378 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 丸野 仁 東播(加健)第401-770 令和5年3月28日 令和11年5月31日 令和5年3月28日
000028 3000193449 ｂａｒ　ｋｏｚａｋｅ 675-0122 加古川市別府町別府９１８－３３Ｆ　３０３号 飲食店営業(4)その他 一般 野夫井 夏樹 東播(加健)第401-772 令和5年3月29日 令和11年5月31日 令和5年3月29日
000028 3000193452 エグレット 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 浅見 義人 東播(加健)第401-773 令和5年3月29日 令和10年5月31日 令和5年3月29日
000028 3000193456 ヤマザキショップ兵庫大学店 675-0101 加古川市平岡町新在家２３０１兵庫大学５号館２F 794516303 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社カノコ 代表取締役 大辻 利紀 675-0065 兵庫県加古川市加古川町篠原町１４番地の６ 794242678 東播(加健)第401-775 令和5年3月28日 令和11年5月31日 令和5年3月28日
000028 3000193460 メフォス　１０６７１号店 675-0160 加古郡播磨町西野添４丁目３番１号 789443030 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社メフォス 代表取締役 長江 孝之 107-0052 東京都港区赤坂二丁目２３番１号 362347600 東播(加健)第401-774 令和5年3月29日 令和12年5月31日 令和5年3月29日
000028 3000193461 木村沙織商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 木村 沙織 東播(加健)第401-776 令和5年3月29日 令和10年5月31日 令和5年3月29日
000028 3000193464 姫路三菱自動車販売株式会社 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 姫路三菱自動車販売株式会社 代表取締役 松本 秀一 671-0253 兵庫県姫路市花田町一本松字深田８９番地 792533111 東播(加健)第401-777 令和5年3月29日 令和10年5月31日 令和5年3月29日
000028 3000193485 カフェ・バンカレラ新加古川店 675-0053 加古川市米田町船頭字奥野２１番１他 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社マルハンダイニング 代表取締役 窪田 猛 135-0033 東京都江東区深川二丁目８番１９号 356466777 東播(加健)第401-778 令和5年3月30日 令和12年5月31日 令和5年3月30日
000028 3000193489 ハマーダの酒場 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 髙濱 誠一郎 東播(加健)第401-779 令和5年3月30日 令和10年5月31日 令和5年3月30日
000028 3000193509 川西フードサプライ 675-0057 加古川市東神吉町神吉１８４５－１６ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川西 守 東播(加健)第401-782 令和5年3月31日 令和12年5月31日 令和5年3月31日
000028 3000193512 Ｂｏｔｔａｋｕｒｉ 676-0082 高砂市曽根町２５５４－４５ 飲食店営業(4)その他 一般 小滝 梨菜 東播(加健)第401-781 令和5年3月31日 令和11年5月31日 令和5年3月31日
000028 3000193524 ＲＵＣＫＥＲ　ＣＯＦＦＥＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 堀本 侑汰 東播(加健)第401-783 令和5年3月31日 令和10年5月31日 令和5年3月31日
000028 3000193525 ごはん屋はれいろ 675-0057 加古川市東神吉町神吉１０２０番地の１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 若林 千秋 東播(加健)第401-780 令和5年3月31日 令和11年5月31日 令和5年3月31日
000028 3000193527 凛々と 676-0082 高砂市曽根町８４６－７ 794407854 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 天野 美幸 東播(加健)第401-784 令和5年3月31日 令和11年5月31日 令和5年3月31日
000028 3000193539 Ｃｕｒｒｙ　＆　Ｃａｆｅ　るぅ～む 676-0822 高砂市阿弥陀町魚橋１０４８－４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石川 直樹 東播(加健)第401-785 令和5年3月31日 令和11年5月31日 令和5年3月31日
000028 3000193540 有限会社鳥桂 675-0104 加古川市平岡町土山４５９－６マイコーポ土山１０１ 789645700 食肉販売業 一般 有限会社鳥桂 代表取締役 木村 俊作 675-0016 兵庫県加古川市野口町長砂７０７番地 789645700 東播(加健)第403-41 令和5年3月31日 令和11年5月31日 令和5年3月31日
000028 3000193541 隠家　韻 675-0066 加古川市加古川町寺家町４６３番地の１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橋本 翔子 東播(加健)第401-786 令和5年3月31日 令和11年5月31日 令和5年3月31日
000028 3000193544 ＣＡＦＥ　ＢＲＡＺＩＬ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L アベ　デ　ソウザ ジャリィ 東播(加健)第401-787 令和5年3月31日 令和10年5月31日 令和5年3月31日
000028 3000193550 定食屋さん。 676-0005 高砂市荒井町御旅１丁目４－５カドヤビル１０６ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大西 理恵 東播(加健)第401-2 令和5年4月4日 令和11年5月31日 令和5年4月4日
000028 3000193552 ｋａｃｋｅｙ’ｓ　ＣＯＦＦＥＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 柿本 寿史 東播(加健)第401-3 令和5年4月4日 令和11年5月31日 令和5年4月4日
000028 3000193553 みやび本舗 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 平山 雅人 東播(加健)第401-4 令和5年4月4日 令和10年5月31日 令和5年4月4日
000028 3000193571 燦縁 675-0016 加古川市野口町長砂１２３２－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 杉本 彩 東播(加健)第401-5 令和5年4月5日 令和11年5月31日 令和5年4月5日
000028 3000193572 燦縁 675-0016 加古川市野口町長砂１２３２－２ 菓子製造業 一般 杉本 彩 東播(加健)第410-1 令和5年4月5日 令和11年5月31日 令和5年4月5日
000028 3000193589 きままクック 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 井澤 千春 東播(加健)第401-6 令和5年4月6日 令和10年5月31日 令和5年4月6日
000028 3000193608 鳥輪 675-0031 加古川市加古川町北在家２５２９ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西尾 勝将 東播(加健)第401-8 令和5年4月12日 令和11年5月31日 令和5年4月12日
000028 3000193609 とんこつラーメン　鷹多花 675-0134 加古川市別府町元町２０３-１ 794375455 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大西 健太郎 東播(加健)第401-7 令和5年4月12日 令和11年5月31日 令和5年4月12日
000028 3000193628 ｃａｆｅビオラ 675-0057 加古川市東神吉町神吉１２５０－２ 794229855 そうざい製造業 一般 特定非営利活動法人ビオラ 理事 岸田 毅志 675-0057 兵庫県加古川市東神吉町神吉８２３－２４３ 794229855 東播(加健)第424-1 令和5年4月11日 令和11年5月31日 令和5年4月11日
000028 3000193629 ｃａｆｅビオラ 675-0057 加古川市東神吉町神吉１２５０－２ 794229855 漬物製造業 一般 特定非営利活動法人ビオラ 理事 岸田 毅志 675-0057 兵庫県加古川市東神吉町神吉８２３－２４３ 794229855 東播(加健)第428-1 令和5年4月11日 令和11年5月31日 令和5年4月11日
000028 3000193630 ごはんどき新加古川店 675-0053 加古川市米田町船頭字奥野２１番１他 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社マルハンダイニング 代表取締役 窪田 猛 135-0033 東京都江東区深川二丁目８番１９号 356466777 東播(加健)第401-10 令和5年4月12日 令和11年5月31日 令和5年4月12日
000028 3000193635 はるちゃんカフェ 675-0054 加古川市米田町平津４９２－１５ 794310171 菓子製造業 一般 明定 一女 東播(加健)第410-2 令和5年4月11日 令和11年5月31日 令和5年4月11日
000028 3000193651 すみれ 675-0066 加古川市加古川町寺家町６５４和富久ビル４Ａ 飲食店営業(4)その他 一般 長谷川 雅代 東播(加健)第401-11 令和5年4月14日 令和11年5月31日 令和5年4月14日
000028 3000193662 大同海産株式会社 675-0148 加古郡播磨町北古田２丁目１５５－１ 794905550 魚介類販売業 一般 大同海産株式会社 代表取締役 橘 由人 675-0148 兵庫県加古郡播磨町北古田二丁目４番１号 794905550 東播(加健)第404-1 令和5年4月12日 令和11年5月31日 令和5年4月12日
000028 3000193672 Ｖｉｅｔｎａｍ　Ｄｉｎｉｎｇ  Ｃａｔ　Ｂｉ 675-0023 加古川市尾上町池田７３９－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 早川 和樹 東播(加健)第401-16 令和5年4月17日 令和11年5月31日 令和5年4月17日
000028 3000193674 実幸豚饅 676-0068 高砂市高砂町鍛冶屋町１３９７－１ 飲食店営業(4)その他 一般 杉本 実幸 東播(加健)第401-17 令和5年4月17日 令和11年5月31日 令和5年4月17日
000028 3000193679 ＢＨ２４４７兵庫 675-0019 加古川市野口町水足１０９－１ 794246950 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社グリーンヘルスケアサービス 代表取締役 黒川 知輝 163-1477 東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 333791211 東播(加健)第401-15 令和5年4月17日 令和12年5月31日 令和5年4月17日
000028 3000193680 ０Ｈ２４４７兵庫 675-0019 加古川市野口町水足１０７－１ 794246950 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社グリーンヘルスケアサービス 代表取締役 黒川 知輝 163-1477 東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 333791211 東播(加健)第401-14 令和5年4月17日 令和12年5月31日 令和5年4月17日
000028 3000193688 播磨珈琲焙煎所 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 濱田 大輝 東播(加健)第401-13 令和5年4月17日 令和10年5月31日 令和5年4月17日
000028 3000193692 実幸豚饅 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 杉本 実幸 東播(加健)第401-18 令和5年4月17日 令和10年5月31日 令和5年4月17日
000028 3000193704 俵や 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 岡上 幸子 東播(加健)第401-20 令和5年4月17日 令和10年5月31日 令和5年4月17日
000028 3000193746 酔謙 675-0054 加古川市米田町平津４５６－３ホーデンバーンフォーフ北１０２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田辺 謙 東播(加健)第401-26 令和5年4月18日 令和11年5月31日 令和5年4月18日
000028 3000193747 ＳＡＫＡＮＡＺＵＫＩ 676-0019 高砂市緑丘２丁目１－４０アスパ高砂店１Ｆ 794442745 飲食店営業(4)その他 一般 北斗エンタープライズ株式会社 代表取締役 石原 良平 672-8037 兵庫県姫路市飾磨区阿成植木１１２１番地 792332640 東播(加健)第401-27 令和5年4月18日 令和12年5月31日 令和5年4月18日
000028 3000193748 ＳＡＫＡＮＡＺＵＫＩ 676-0019 高砂市緑丘２丁目１－４０アスパ高砂店１Ｆ 794442745 魚介類販売業 一般 北斗エンタープライズ株式会社 代表取締役 石原 良平 672-8037 兵庫県姫路市飾磨区阿成植木１１２１番地 792332640 東播(加健)第404-2 令和5年4月18日 令和12年5月31日 令和5年4月18日
000028 3000193755 麦の家 675-0121 加古川市別府町新野辺北町６丁目８３番地 794417525 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 津田 佳代子 東播(加健)第401-24 令和5年4月19日 令和11年5月31日 令和5年4月19日
000028 3000193756 本家かつめし亭加古川駅前店 675-0065 加古川市加古川町篠原町３００リトハ加古川Ａ棟１０１号室 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大下 裕司 東播(加健)第401-25 令和5年4月19日 令和11年5月31日 令和5年4月19日
000028 3000193757 濵さき 675-0156 加古郡播磨町東本荘１－２－３　福田ビル１Ｆ 794366066 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 濵﨑 将文 東播(加健)第401-19 令和5年4月19日 令和11年5月31日 令和5年4月19日
000028 3000193761 オモニの味 675-0039 加古川市加古川町粟津２５－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 金 錫勲 東播(加健)第401-32 令和5年4月20日 令和11年5月31日 令和5年4月20日
000028 3000193762 呑み処　ともちゃん 675-0122 加古川市別府町別府１００１－２２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小林 朋美 東播(加健)第401-33 令和5年4月20日 令和11年5月31日 令和5年4月20日
000028 3000193790 Ｐａｌｅｔｔｅ 675-0054 加古川市米田町平津６７２－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 池田 一輝 東播(加健)第401-36 令和5年4月21日 令和11年5月31日 令和5年4月21日
000028 3000193793 ♯アイスでカンパイ 676-0016 高砂市荒井町扇町１３－２３ 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 藤田 翔 東播(加健)第401-38 令和5年4月21日 令和11年5月31日 令和5年4月21日
000028 3000193810 カラオケ輪 676-0082 高砂市曽根町２５５４－４５ 飲食店営業(4)その他 一般 藤田 節夫 東播(加健)第401-46 令和5年4月20日 令和11年5月31日 令和5年4月20日
000028 3000193824 Lil　Stone 675-0122 加古川市別府町別府９１８－３ハーモニタウンビル３０４ 飲食店営業(4)その他 一般 鍛冶 京吾 東播(加健)第401-49 令和5年4月21日 令和11年5月31日 令和5年4月21日
000028 3000193834 ホリーズカフェ　イオン高砂店 676-0019 高砂市緑丘２－１－４０ 794454333 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ホリーズ 代表取締役 堀尾 隆 601-8322 京都府京都市南区吉祥院定成町４番地２ 756820018 東播(加健)第401-56 令和5年4月24日 令和12年5月31日 令和5年4月24日
000028 3000193835 ０Ｈ２２２７兵庫 676-0824 高砂市阿弥陀町南池９４－１ 794477456 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社グリーンヘルスケアサービス 代表取締役 黒川 知輝 163-1477 東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 333791211 東播(加健)第401-40 令和5年4月24日 令和12年5月31日 令和5年4月24日
000028 3000193836 ０Ｈ２２１８兵庫 675-1221 加古川市平荘町山角１０３８－４ 794281282 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社グリーンヘルスケアサービス 代表取締役 黒川 知輝 163-1477 東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 333791211 東播(加健)第401-41 令和5年4月24日 令和11年5月31日 令和5年4月24日
000028 3000193837 ＢＨ２２１８兵庫 675-1221 加古川市平荘町山角２５１番地２ 794281282 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社グリーンヘルスケアサービス 代表取締役 黒川 知輝 163-1477 東京都新宿区西新宿三丁目２０番２号 333791211 東播(加健)第401-42 令和5年4月24日 令和12年5月31日 令和5年4月24日
000028 3000193839 ＴＥＡ　ＬＡＢＯＲＡＴＯＲＹ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 大原 由美子 東播(加健)第401-45 令和5年4月25日 令和10年5月31日 令和5年4月25日
000028 3000193843 マルトマル 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 黒石 武伸 東播(加健)第401-52 令和5年4月25日 令和10年5月31日 令和5年4月25日
000028 3000193844 松﨑商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 松﨑 一樹 東播(加健)第401-53 令和5年4月25日 令和10年5月31日 令和5年4月25日
000028 3000193845 松﨑商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 松﨑 一樹 東播(加健)第401-54 令和5年4月25日 令和10年5月31日 令和5年4月25日
000028 3000193848 フードアンドドリンクトレーラー　まる 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 中﨑 啓太 東播(加健)第401-39 令和5年4月25日 令和11年5月31日 令和5年4月25日
000028 3000193857 ローソン加古川平岡町新在家店 675-0101 加古川市平岡町新在家９０－１ 794903239 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社松岡商店 代表取締役 松岡 稚香子 651-2276 兵庫県神戸市西区春日台三丁目１番地７－３０２号 789615709 東播(加健)第401-58 令和5年4月25日 令和12年5月31日 令和5年4月25日
000028 3000193858 ご縁食堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 長田 幸次郎 東播(加健)第401-47 令和5年4月25日 令和10年5月31日 令和5年4月25日
000028 3000193859 井上いちご農園　ジャム工房 675-1121 加古郡稲美町北山２７７－１ 密封包装食品製造業 一般 井上 三郎 東播(加健)第429-1 令和5年4月20日 令和11年5月31日 令和5年4月20日
000028 3000193873 キッチンカー８０８ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 有限会社スナガワオート 代表取締役 砂川 武志 676-0812 兵庫県高砂市中筋二丁目４番１２号 794461290 東播(加健)第401-57 令和5年4月25日 令和10年5月31日 令和5年4月25日
000028 3000193883 Ｂｒｏｔｈｅｒ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 本多 正樹 東播(加健)第401-66 令和5年4月26日 令和10年5月31日 令和5年4月26日
000028 3000193887 山王丸商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 山王丸 綾香 東播(加健)第401-65 令和5年4月26日 令和10年5月31日 令和5年4月26日
000028 3000193888 黒毛和牛聖 675-1112 加古郡稲美町六分一１１７７番地の９６ 794920600 食肉製品製造業 一般 有限会社聖 代表取締役 田中 昭彦 675-1112 兵庫県加古郡稲美町六分一１１７７番地の９６ 794920600 東播(加健)第414-1 令和5年4月26日 令和11年5月31日 令和5年4月26日
000028 3000193896 ＬＡＳＩＮＧ 675-0101 加古川市平岡町新在家３丁目２８１－３シャトー東加古川１１１ 飲食店営業(4)その他 一般 蒲原 征平 東播(加健)第401-67 令和5年4月26日 令和11年5月31日 令和5年4月26日
000028 3000193901 炭火焼　分家忠助 676-0016 高砂市荒井町扇町１３－１５－２Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中右 弘一郎 東播(加健)第401-62 令和5年4月26日 令和11年5月31日 令和5年4月26日
000028 3000193904 ＴＨＥ　ＣＨＥＦＳ　ＫＯＢＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 酒井 宏光 東播(加健)第401-68 令和5年4月26日 令和10年5月31日 令和5年4月26日
000028 3000193957 ほっともっと高砂米田店 676-0805 高砂市米田町米田２８６－２ 794341300 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社プレナス 代表取締役 塩井 辰男 812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１９番２１号 332898311 東播(加健)第401-69 令和5年4月27日 令和11年5月31日 令和5年4月27日
000028 3000193968 la famille 675-0051 加古川市東神吉町升田９３６－２ 菓子製造業 一般 藤原 綾 東播(加健)第410-7 令和5年4月28日 令和10年5月31日 令和5年4月28日
000028 3000193982 Ｆｌｏｗｅｒ　ｃａｋｅ　ＯＴＯ 675-0013 加古川市野口町二屋１２１－５ 菓子製造業 一般 横川 千春 東播(加健)第410-10 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 3000194003 ざぶ～ん 675-0008 加古川市新神野５丁目７－２花房マンション１０４号 魚介類販売業 一般 塚原 孔亮 東播(加健)第404-5 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 3000194004 ざぶ～ん 675-0008 加古川市新神野５丁目７－２花房マンション１０４号 飲食店営業(4)その他 一般 塚原 孔亮 東播(加健)第401-81 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 3000194012 ２５２５ｓｍｉｌｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 橋口 ゆうこ 東播(加健)第401-82 令和5年4月28日 令和10年5月31日 令和5年4月28日
000028 3000194026 亀次郎商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 長谷川 美佳 東播(加健)第401-80 令和5年4月28日 令和10年5月31日 令和5年4月28日
000028 3000194057 有限会社　松井食品 675-0162 加古郡播磨町二子６２０－１ 789421305 密封包装食品製造業 一般 有限会社松井食品 代表取締役 松井 昭雄 675-0162 兵庫県加古郡播磨町二子６２０番地の１ 789421305 東播(加健)第429-2 令和5年4月27日 令和11年5月31日 令和5年4月27日
000028 3000194058 Ｇｏｏｄ　Ｎｅｗｓ　Ｃａｆｅ 675-0061 加古川市加古川町大野１８５－８ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中野 暢之 東播(加健)第401-74 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 3000194059 Ｇｏｏｄ　Ｎｅｗｓ　Ｃａｆｅ 675-0061 加古川市加古川町大野１８５－８ 菓子製造業 一般 中野 暢之 東播(加健)第410-11 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 3000194077 志方亭　稲美店 675-1115 加古郡稲美町国岡１－１０６ 794970029 そうざい製造業 一般 神戸肉推進機構株式会社 代表取締役 新田 大 675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町４９４番地の２ 794412989 東播(加健)第424-3 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 4000060510 東条湖グランド赤坂 673-1301 加東市黒谷1197-23 795470158 飲食店営業(3)旅館 一般 兵庫観光株式会社 代表取締役 常深 寛子 673-1301 兵庫県加東市黒谷1197番地23 795470158 北播(加健)第311-115 平成29年11月9日 令和6年11月30日 昭和56年11月24日
000028 4000060512 東条湖グランド赤坂 673-1301 加東市黒谷1197-23 795470158 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 兵庫観光株式会社 代表取締役 常深 寛子 673-1301 兵庫県加東市黒谷1197番地23 795470158 北播(加健)第311-62 平成29年7月21日 令和5年8月31日 昭和61年6月30日
000028 4000060538 今津製菓所 673-1304 加東市長貞1321 795470069 菓子製造業 一般 今津 正勝 北播(加健)第311-65 令和1年10月9日 令和7年11月30日 昭和62年10月20日
000028 4000060544 魚国総本社大阪27493レストラン 673-1304 加東市長貞1843 795470906 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社魚国総本社 代表取締役社長 田所 伸浩 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町1-6-19 662035571 北播(加健)第311-110 平成30年8月22日 令和6年8月31日 平成12年7月17日
000028 4000060547 田中製麺所 673-1311 加東市天神474 795470046 麺類製造業 一般 田中 和之 北播(加健)第311-45 令和3年7月16日 令和9年8月31日 令和3年7月16日
000028 4000060549 開進堂 673-1311 加東市天神355 795470027 菓子製造業 一般 藤原 常隆 北播(加健)第311-180 令和3年1月21日 令和9年2月28日 昭和53年12月9日
000028 4000060551 藤本食料品店 673-1311 加東市天神567 795470036 魚介類販売業 一般 藤本 省三 北播(加健)第311-99 平成30年8月13日 令和6年8月31日 昭和49年8月29日
000028 4000060553 なべや旅館 673-1311 加東市天神475 795470016 飲食店営業(3)旅館 一般 都倉 一夫 北播(加健)第311-125 令和2年1月23日 令和8年2月28日 平成8年2月16日
000028 4000060554 千寿 673-1311 加東市天神363-1　ハリマビル 795470886 飲食店営業(4)その他 一般 吉野 千寿 北播(加健)第311-108 令和1年11月25日 令和7年11月30日 平成4年11月6日
000028 4000060565 こばやし 673-1311 加東市天神273-1 795471017 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小林 陽一 北播(加健)第311-150 平成30年1月31日 令和6年2月29日 昭和45年12月19日
000028 4000060568 お食事処　まるぎ 673-1311 加東市天神480-4 795470067 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 玉田 弘治 北播(加健)第311-147 令和2年2月4日 令和8年2月28日 平成4年12月21日



000028 4000060581 スナック　ひまわり 673-1311 加東市天神251-1 795470514 飲食店営業(4)その他 一般 谷 和子 北播(加健)第311-104 平成30年8月13日 令和6年8月31日 昭和49年7月25日
000028 4000060590 ＡＢＣゴルフ倶楽部レストラン 673-1313 加東市永福933-20 795471000 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　ＡＢＣゴルフ倶楽部 代表取締役 岡村 清司 673-1313 兵庫県加東市永福933番地の20 795471000 北播(加健)第311-18 平成29年4月26日 令和6年5月31日 平成11年4月1日
000028 4000060593 積水ハウス㈱兵庫工場食堂 673-1314 加東市横谷字石谷798積水ハウス㈱兵庫工場 795471771 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ナフス株式会社 代表取締役 濱田 茂 544-0015 大阪府大阪市生野区巽南5-4-26 667918962 北播(加健)第311-162 令和2年11月18日 令和8年11月30日 平成8年11月11日
000028 4000060594 やまざと 673-1314 加東市横谷583 795470093 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社やまざと 代表取締役 田中 良一 673-1314 兵庫県加東市横谷583番地 795470093 北播(加健)第311-16 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 4000060613 来友軒 673-1323 加東市岡本320 795461180 飲食店営業(4)その他 一般 井上 昭弘 北播(加健)第311-45 平成29年5月22日 令和5年5月31日 昭和61年5月26日
000028 4000060614 東条デイサービスセンター 673-1323 加東市岡本字川原1571-1 795460913 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人　加東市社会福祉協議会 会長 吉村 進吾 673-1431 兵庫県加東市社26 795422006 北播(加健)第311-67 令和2年7月14日 令和8年8月31日 平成5年8月31日
000028 4000060632 宇城コース　クラブハウス 673-1325 加東市大畑字古ヤシキ1071-20東条の森カントリークラブ　宇城コース 795460300 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社東条の森 代表取締役 三品 裕太 673-1324 兵庫県加東市新定字流尾2063番3 795461301 北播(加健)第311-87 令和4年11月7日 令和10年11月30日 令和4年11月7日
000028 4000060633 コース売店（ＩＮー１５Ｈ） 673-1325 加東市大畑字古ヤシキ1071-20東条の森カントリークラブ　宇城コース 795460300 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社東条の森 代表取締役 三品 裕太 673-1324 兵庫県加東市新定字流尾2063番3 795461301 北播(加健)第311-88 令和4年11月7日 令和10年11月30日 令和4年11月7日
000028 4000060634 コース売店（ＯＵＴー５Ｈ） 673-1325 加東市大畑字古ヤシキ1071-20東条の森カントリークラブ　宇城コース 795460300 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社東条の森 代表取締役 三品 裕太 673-1324 兵庫県加東市新定字流尾2063番3 795461301 北播(加健)第311-89 令和4年11月7日 令和10年11月30日 令和4年11月7日
000028 4000060638 ワイルド　ダック 673-1325 加東市大畑1468-3 795460547 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 正一 北播(加健)第311-101 平成30年8月13日 令和6年8月31日 平成12年6月9日
000028 4000060663 スナック紫陽花 673-1335 加東市薮384-1 795461321 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉川 登美 北播(加健)第311-15 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 4000060672 磨呂の館 673-1338 加東市厚利100-2 795461441 飲食店営業(4)その他 一般 橋間 眞由美 北播(加健)第311-178 平成30年2月14日 令和6年2月29日 昭和61年12月17日
000028 4000060673 獅子銀とうじょう店 673-1341 加東市南山1-5-1 795472888 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社獅子銀 代表取締役 溝畑 敏樹 669-2143 兵庫県丹波篠山市今田町釜屋73 795972481 北播(加健)第311-47 平成30年5月16日 令和6年5月31日 平成12年4月17日
000028 4000060680 道の駅とうじょう 673-1341 加東市南山1-5-3 795472400 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社夢街人とうじょう 代表取締役社長 土肥 富幸 673-1341 兵庫県加東市南山1-5-3 795472400 北播(加健)第311-41 令和2年4月30日 令和7年5月31日 平成12年4月24日
000028 4000060683 道の駅とうじょう 673-1341 加東市南山1-5-3 795472400 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社夢街人とうじょう 代表取締役社長 土肥 富幸 673-1341 兵庫県加東市南山1-5-3 795472400 北播(加健)第311-168 令和2年11月19日 令和7年11月30日 平成12年11月6日
000028 4000060687 清水寺宿院 673-1402 加東市平木1194 795450025 飲食店営業(3)旅館 一般 宗教法人　清水寺 代表役員 清水谷 善英 673-1402 兵庫県加東市平木1194 795450025 北播(加健)第311-152 令和2年11月4日 令和8年11月30日 昭和47年9月18日
000028 4000060717 東条湖カントリー倶楽部食堂 673-1412 加東市廻淵字北山31-52 795440811 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 公友不動産株式会社 代表取締役 安達 暁子 673-1301 兵庫県加東市黒谷1206-127 795440811 北播(加健)第311-103 平成30年8月13日 令和6年8月31日 昭和52年8月15日
000028 4000060739 本炭焼肉　煌 673-1415 加東市下久米102-12 795442929 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 畠山 裕紀 北播(加健)第311-119 令和5年2月27日 令和11年2月28日 令和5年2月27日
000028 4000060757 はっぴぃとぉーく 673-1421 加東市山国2014-141 795425364 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長谷川 健 北播(加健)第311-3 平成30年4月17日 令和6年5月31日 平成4年4月22日
000028 4000060760 御食事処　大月 673-1421 加東市山国字東野2013-577 795427583 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大月 信二 北播(加健)第311-99 令和3年11月15日 令和9年11月30日 令和3年11月15日
000028 4000060767 エンジェル 673-1423 加東市東古瀬1-1 795425817 飲食店営業(4)その他 一般 岸本 優子 北播(加健)第311-38 令和2年4月28日 令和8年5月31日 平成8年4月26日
000028 4000060769 ㈲割烹にしき 673-1423 加東市東古瀬100 795425659 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ㈲割烹にしき 代表取締役 西木 久行 673-1423 兵庫県加東市東古瀬100 795425659 北播(加健)第311-113 令和2年8月11日 令和8年8月31日 平成8年8月12日
000028 4000060774 バニー 673-1423 加東市東古瀬138-2 794635280 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡田 佐知子 北播(加健)第311-185 令和3年1月21日 令和9年2月28日 昭和58年12月23日
000028 4000060792 社菓庵末永 673-1431 加東市社1050-1 795421800 菓子製造業 一般 末永 和明 北播(加健)第311-126 令和2年1月23日 令和8年2月28日 昭和63年2月15日
000028 4000060793 広畑商店 673-1431 加東市社字若ケ谷1738-81 795425385 菓子製造業 一般 廣畑 知治 北播(加健)第311-61 平成30年7月19日 令和6年8月31日 昭和52年8月10日
000028 4000060794 広畑商店 673-1431 加東市社字若ケ谷1738-81 795425385 飲食店営業(4)その他 一般 廣畑 知治 北播(加健)第311-62 平成30年7月19日 令和6年8月31日 昭和52年8月2日
000028 4000060796 南坊店 673-1431 加東市社357-2 795420227 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 井上 健 北播(加健)第311-126 平成29年11月17日 令和5年11月30日 昭和48年11月19日
000028 4000060801 パン工房　たかはし 673-1431 加東市社572 795421320 飲食店営業(4)その他 一般 髙橋 誠 北播(加健)第311-42 平成30年5月14日 令和6年5月31日 昭和62年3月5日
000028 4000060802 パン工房　たかはし 673-1431 加東市社572 795421320 菓子製造業 一般 髙橋 誠 北播(加健)第311-43 平成30年5月14日 令和6年5月31日 昭和62年3月5日
000028 4000060813 寿司割烹　みやの 673-1431 加東市社718 795421326 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮野 曉子 北播(加健)第311-92 令和4年11月16日 令和10年11月30日 令和4年11月16日
000028 4000060832 食堂やしろ 673-1431 加東市社1381-1 795425330 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井上 喜代次 北播(加健)第311-47 令和3年7月26日 令和9年8月31日 令和3年7月26日
000028 4000060833 CAFE PLAZA KOBAYASHI ｶﾌｪ ﾌﾟﾗｻﾞ ｺﾊﾞﾔｼ 673-1431 加東市社字宮の下1142-3 795421900 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小林 良樹 北播(加健)第311-1 令和3年4月13日 令和9年5月31日 平成6年4月22日
000028 4000060834 雅殿 673-1431 加東市社77-16 795422077 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 八田 邦正 北播(加健)第311-22 令和2年4月21日 令和8年5月31日 昭和63年4月28日
000028 4000060846 ｸﾚｰﾌﾟﾊﾞｰｶﾞｰﾊｳｽ　フレンド 673-1431 加東市社1738-93 795421199 飲食店営業(4)その他 一般 大橋 秀子 北播(加健)第311-34 令和3年5月14日 令和9年5月31日 平成1年5月23日
000028 4000060847 末永商店 673-1431 加東市社735-1 795420202 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　末永商店 代表取締役 末永 峯雄 673-1431 兵庫県加東市社735-1 795420202 北播(加健)第311-149 令和2年2月10日 令和8年2月28日 昭和34年12月12日
000028 4000060854 イオン社店 673-1431 加東市社1126-1 795402300 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126000 北播(加健)第311-11 令和2年4月21日 令和8年5月31日 平成8年5月20日
000028 4000060855 イオン社店 673-1431 加東市社1126-1 795402300 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126000 北播(加健)第311-12 令和2年4月21日 令和8年5月31日 平成8年5月20日
000028 4000060856 イオン社店 673-1431 加東市社1126-1 795402300 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126000 北播(加健)第311-13 令和2年4月21日 令和8年5月31日 平成8年5月20日
000028 4000060857 イオン社店 673-1431 加東市社1126-1 795402300 食肉販売業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126000 北播(加健)第311-14 令和2年4月21日 令和8年5月31日 平成8年5月20日
000028 4000060859 イオン社店 673-1431 加東市社1126-1 795402300 魚介類販売業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126000 北播(加健)第311-10 令和2年4月21日 令和8年5月31日 平成8年5月20日
000028 4000060877 若大将 673-1431 加東市社834 795422001 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 出井 慎一郎 北播(加健)第311-91 令和2年7月22日 令和8年8月31日 昭和58年7月4日
000028 4000060878 房 673-1431 加東市社479-8 795422460 飲食店営業(4)その他 一般 竹林 正子 北播(加健)第311-60 令和2年7月9日 令和8年8月31日 昭和58年7月30日
000028 4000060886 スナックやま 673-1431 加東市社570-5 795424673 飲食店営業(4)その他 一般 橋本 壱子 北播(加健)第311-44 令和4年7月27日 令和10年8月31日 令和4年7月27日
000028 4000060906 福田　福寿堂 673-1431 加東市社719-1 795420237 菓子製造業 一般 福田 民生 北播(加健)第311-8 令和3年4月21日 令和9年5月31日 平成9年3月24日
000028 4000060929 四六時中 やしろ店 673-1431 加東市社1126-1やしろショッピングパークＢＩＯ 795427833 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社イオンイーハート 代表取締役 奥野 善德 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432962350 北播(加健)第311-119 令和4年1月26日 令和10年2月29日 令和4年1月26日
000028 4000060939 三福 673-1431 加東市社479-1 795420460 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 沖山 高志 北播(加健)第311-1 令和4年4月12日 令和10年5月31日 令和4年4月12日
000028 4000060946 まさご 673-1431 加東市社1201-7 795425086 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社まさご 代表取締役 藤原 資央 673-1431 兵庫県加東市社1201番地の7 795425086 北播(加健)第311-104 令和5年1月11日 令和11年2月28日 令和5年1月11日
000028 4000060952 その 673-1431 加東市社1724-4 795420013 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福冨 照子 北播(加健)第311-116 平成29年11月9日 令和5年11月30日 平成11年10月26日
000028 4000060954 南坊店　つくばね亭 673-1431 加東市社357-2 795420227 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井上 健 北播(加健)第311-157 平成30年1月31日 令和5年11月30日 平成12年1月7日
000028 4000060980 御食事喫茶　大石 673-1434 加東市東実751-128 795423322 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西山 幸雄 北播(加健)第311-125 平成29年11月17日 令和5年11月30日 昭和51年10月21日
000028 4000060982 みちくさ 673-1434 加東市東実751-40 795423546 飲食店営業(4)その他 一般 山中 宣一 北播(加健)第311-134 令和2年10月22日 令和8年11月30日 昭和50年10月31日
000028 4000060984 味処　豊後 673-1434 加東市東実795-1 795427900 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ㈲豊後 代表取締役 川口 宏道 673-1434 兵庫県加東市東実795-1 795427900 北播(加健)第311-111 平成29年11月2日 令和5年11月30日 平成11年11月19日
000028 4000060991 和菓子の大長堂 673-1444 加東市沢部613-14 795420181 菓子製造業 一般 蓬莱 克郎 北播(加健)第311-76 令和1年10月17日 令和7年11月30日 平成4年9月29日
000028 4000060992 株式会社　マルヤナギ小倉屋　社工場 673-1444 加東市沢部655 795421121 そうざい製造業 一般 株式会社　マルヤナギ小倉屋 代表取締役 柳本 勇治 658-0044 兵庫県神戸市東灘区御影塚町四丁目9番21号 788411456 北播(加健)第311-148 令和2年2月10日 令和8年2月28日 平成5年1月11日
000028 4000060993 栄屋 673-1444 加東市沢部563 795421111 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 井上 雅晴 北播(加健)第311-116 令和5年2月16日 令和11年2月28日 令和5年2月16日
000028 4000060996 中国料理　木蘭 673-1444 加東市沢部173-31 795425827 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北川 定夫 北播(加健)第311-18 令和2年4月21日 令和8年5月31日 平成8年4月16日
000028 4000061051 夢園温泉 673-1451 加東市家原707-1 795420457 飲食店営業(3)旅館 一般 やしろ夢園温泉㈱ 代表取締役 大西 一丙 673-1451 兵庫県加東市家原707-1 795420457 北播(加健)第311-111 令和3年11月30日 令和9年11月30日 令和3年11月30日
000028 4000061073 炭焼屋　ＪＡＭ 673-1455 加東市西垂水223-3 795427176 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西岡 伸穂 北播(加健)第311-105 令和3年11月22日 令和9年11月30日 令和3年11月22日
000028 4000061090 富勝 673-1461 加東市木梨692 795421661 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 臼井 勝 北播(加健)第311-100 令和3年11月15日 令和10年11月30日 令和3年11月15日
000028 4000061100 ＰＩＮＫ　ＨＯＵＳＥ 673-1462 加東市藤田307 795426776 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 正彦 北播(加健)第311-74 令和4年10月21日 令和10年11月30日 令和4年10月21日
000028 4000061116 珈琲　鹿鳴館 673-1463 加東市梶原字花谷255-1 795425151 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 (株)鹿鳴館 代表取締役 岸本 正明 673-1461 兵庫県加東市木梨601 795420557 北播(加健)第311-30 令和3年5月7日 令和9年5月31日 昭和59年5月30日
000028 4000061117 ㈱鹿鳴館 673-1463 加東市梶原字花谷256-1 795425050 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社鹿鳴館 代表取締役 岸本 正明 673-1461 兵庫県加東市木梨601番地 795420557 北播(加健)第311-58 令和4年8月26日 令和10年8月31日 令和4年8月26日
000028 4000061122 ランズ 673-1463 加東市梶原387 795423991 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木村 龍二 北播(加健)第311-53 令和3年7月29日 令和9年8月31日 令和3年7月29日
000028 4000061181 エーデル 673-1472 加東市上三草字寺の西115-186 420092 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中村 秀結 北播(加健)第311-43 令和3年7月16日 令和9年8月31日 令和3年7月16日
000028 4000061195 ㈱ウエストワンズ（１Ｆレストラン） 673-1472 加東市上三草1136-67 795422401 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ウエストワンズ 代表取締役 大津留 勤 673-1472 兵庫県加東市上三草字三草山1136-67 727516801 北播(加健)第311-96 平成30年8月10日 令和6年8月31日 平成12年8月8日
000028 4000061196 ㈱ウエストワンズ（２Ｆレストラン） 673-1472 加東市上三草1136-67 795422401 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ウエストワンズ 代表取締役 大津留 勤 673-1472 兵庫県加東市上三草字三草山1136-67 727516801 北播(加健)第311-97 平成30年8月10日 令和6年8月31日 平成12年8月8日
000028 4000061197 ヤシロカントリークラブレストラン 673-1474 加東市牧野小豆谷1860-2ヤシロカントリークラブ 795426000 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ＰＧＭプロパティーズ㈱ 代表取締役 田中 耕太郎 110-0015 東京都台東区東上野1-14-7 357768800 北播(加健)第311-76 令和2年7月20日 令和8年8月31日 平成5年7月29日
000028 4000061198 ６番ホールコース売店 673-1474 加東市牧野小豆谷1860-2ヤシロカントリークラブ 795426000 飲食店営業(4)その他 一般 ＰＧＭプロパティーズ㈱ 代表取締役 田中 耕太郎 110-0015 東京都台東区東上野1-14-7 357768800 北播(加健)第311-77 令和2年7月20日 令和8年8月31日 平成5年7月29日
000028 4000061199 １４番ホールコース売店 673-1474 加東市牧野小豆谷1860-2ヤシロカントリークラブ 795426000 飲食店営業(4)その他 一般 ＰＧＭプロパティーズ㈱ 代表取締役 田中 耕太郎 110-0015 東京都台東区東上野1-14-7 357768800 北播(加健)第311-78 令和2年7月20日 令和8年8月31日 平成5年7月29日
000028 4000061212 小野グランドカントリークラブ 675-1304 小野市中谷町1413 794671500 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 グランド開発株式会社 代表取締役 松島 二郎 675-1304 兵庫県小野市中谷町1413番地 794671500 北播(加健)第311-92 令和3年10月27日 令和9年11月30日 令和3年10月27日
000028 4000061216 戸田ストアー 675-1304 小野市中谷町173 794670068 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 戸田 悦司 北播(加健)第311-203 令和3年1月29日 令和9年2月28日 昭和59年2月29日
000028 4000061217 戸田ストアー 675-1304 小野市中谷町173 794670068 魚介類販売業 一般 戸田 悦司 北播(加健)第311-204 令和3年1月29日 令和9年2月28日 昭和59年2月29日
000028 4000061228 ザ・コーヒー・クラブ 675-1316 小野市天神町774-2 794635488 飲食店営業(4)その他 一般 友藤 信吾 北播(加健)第311-135 令和2年1月27日 令和8年2月28日 平成7年12月26日
000028 4000061231 ミルカーズ 675-1317 小野市浄谷町1544共進牧場　浄谷工場内 794637497 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社共進舎牧農園 代表取締役社長 中尾 弘三 650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1丁目2番12号 783711761 北播(加健)第311-71 令和4年10月14日 令和10年11月30日 令和4年10月14日
000028 4000061232 ㈱共進牧場　浄谷工場 675-1317 小野市浄谷町1544 794635751 乳処理業 一般 株式会社　共進牧場 代表取締役社長 中尾 嘉延 650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-12 783711761 北播(加健)第311-26 令和1年5月21日 令和8年5月31日 平成2年4月2日
000028 4000061233 ㈱共進牧場　浄谷工場 675-1317 小野市浄谷町1544 794635751 乳製品製造業 一般 株式会社　共進牧場 代表取締役社長 中尾 嘉延 650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-12 783711761 北播(加健)第311-27 令和1年5月21日 令和8年5月31日 平成2年4月2日
000028 4000061234 ㈱共進牧場　浄谷工場 675-1317 小野市浄谷町1544 794635751 清涼飲料水製造業 一般 株式会社　共進牧場 代表取締役社長 中尾 嘉延 650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-12 783711761 北播(加健)第311-28 令和1年5月21日 令和8年5月31日 平成2年4月2日
000028 4000061235 ㈱共進牧場　浄谷工場 675-1317 小野市浄谷町1544 794635751 アイスクリーム類製造業 一般 株式会社　共進牧場 代表取締役社長 中尾 嘉延 650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-12 783711761 北播(加健)第311-138 令和4年2月18日 令和10年2月29日 令和4年2月18日
000028 4000061251 日本ハム食品㈱関西プラント 675-1322 小野市匠台19 794638139 複合型そうざい製造業 一般 日本ハム食品株式会社 代表取締役 川畑 大一 498-0814 三重県桑名郡木曽岬町大字三崎601番地の1 567683171 北播(加健)第311-64 令和3年8月6日 令和9年8月31日 令和3年8月6日
000028 4000061252 日本ハム食品㈱関西プラント 675-1322 小野市匠台19 794638139 食肉製品製造業 一般 日本ハム食品株式会社 代表取締役 川畑 大一 498-0814 三重県桑名郡木曽岬町大字三崎601番地の1 567683171 北播(加健)第311-65 令和3年8月6日 令和9年8月31日 令和3年8月6日
000028 4000061257 シスメックス㈱国際試薬小野工場 675-1322 小野市匠台17シスメックス小野事業所 794630915 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目3番20号 664583901 北播(加健)第311-107 令和5年1月13日 令和11年2月28日 令和5年1月13日
000028 4000061259 新明和工業株式会社流体事業部食堂 675-1322 小野市匠台14新明和工業㈱産業機械事業部内　社員食堂 794638075 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目3番20号 664583901 北播(加健)第311-21 平成30年4月26日 令和7年5月31日 平成4年4月30日
000028 4000061333 風の森 675-1325 小野市樫山町1455-16 794620478 飲食店営業(4)その他 一般 ㈱ダイナン 代表取締役 大南 律雄 675-1325 兵庫県小野市樫山町1455-16 794620478 北播(加健)第311-136 令和4年2月17日 令和10年2月29日 令和4年2月17日
000028 4000061346 うの花 675-1327 小野市市場町字渕端1237-3 794626777 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ㈲招喜 代表取締役 辻村 英俊 675-0062 兵庫県加古川市加古川町美乃利282-9 794243581 北播(加健)第311-31 令和3年5月11日 令和9年5月31日 平成9年3月24日
000028 4000061355 コンセルボ　アイン 675-1331 小野市神明町216 794622667 菓子製造業 一般 松尾 一郎 北播(加健)第311-91 令和3年10月25日 令和9年11月30日 令和3年10月25日
000028 4000061356 喫茶　アイン 675-1331 小野市神明町216 794622667 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松尾 一郎 北播(加健)第311-90 令和3年10月25日 令和9年11月30日 令和3年10月25日
000028 4000061358 藤原商店 675-1331 小野市神明町274-1 794634184 魚介類販売業 一般 藤原 和代 北播(加健)第311-160 令和2年11月13日 令和8年11月30日 昭和50年11月5日
000028 4000061368 孫市 675-1331 小野市神明町213-15 794637133 飲食店営業(4)その他 一般 井上 和夫 北播(加健)第311-202 令和3年1月28日 令和9年2月28日 昭和53年12月11日
000028 4000061374 ぱっくん　えびな 675-1332 小野市中町348-5 794636777 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 海老名 喜祐 北播(加健)第311-82 平成29年8月24日 令和5年8月31日 昭和61年7月29日
000028 4000061383 シェリル 675-1332 小野市中町410-4 794625402 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤井 真由美 北播(加健)第311-70 令和4年10月13日 令和10年11月30日 令和4年10月13日
000028 4000061387 たいこ屋 675-1332 小野市中町344-3 794664896 飲食店営業(4)その他 露店 小林 章 北播(加健)第311-187 令和3年1月25日 令和8年2月28日 平成4年2月20日
000028 4000061391 好きやめん 675-1333 小野市垂井町647-1 794636909 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 南部 康雄 北播(加健)第311-133 令和4年2月14日 令和10年2月29日 令和4年2月14日
000028 4000061395 プライフーズ株式会社　小野工場 675-1334 小野市大島町880 794626266 食肉処理業 一般 プライフーズ株式会社 代表取締役 藤井 伸一 039-1121 青森県八戸市北白山台二丁目６番３０号 178282154 北播(加健)第311-86 令和3年10月19日 令和9年11月30日 令和3年10月19日
000028 4000061416 ㈱とみさん 675-1335 小野市片山町1542-1 794622335 魚介類販売業 一般 株式会社とみさん 代表取締役 井上 均 675-1335 兵庫県小野市片山町1542-1 794622335 北播(加健)第311-19 令和5年4月20日 令和11年5月31日 令和5年4月20日
000028 4000061417 ㈱とみさん 675-1335 小野市片山町1542-1 794622335 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社とみさん 代表取締役 井上 均 675-1335 兵庫県小野市片山町1542-1 794622335 北播(加健)第311-20 令和5年4月20日 令和11年5月31日 令和5年4月20日
000028 4000061432 鳥ちゅう 675-1341 小野市西脇町359-2 794626228 飲食店営業(4)その他 一般 田中 忠男 北播(加健)第311-6 令和2年4月21日 令和8年5月31日 平成5年4月23日
000028 4000061437 小野ゴルフ倶楽部 675-1343 小野市来住町1225 794631212 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小野観光開発㈱ 代表取締役 乾 康之 675-1343 兵庫県小野市来住町1225番地 794631212 北播(加健)第311-48 令和3年7月26日 令和9年8月31日 令和3年7月26日
000028 4000061455 ㈱松井開盛堂 675-1352 小野市復井町430 794667096 菓子製造業 一般 ㈱松井開盛堂 代表取締役 松井 正道 675-1352 兵庫県小野市復井町430 794667096 北播(加健)第311-176 令和3年1月7日 令和9年2月28日 昭和41年12月16日
000028 4000061456 ㈱松井開盛堂 675-1352 小野市復井町430 794667096 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社松井開盛堂 代表取締役 松井 正道 675-1352 兵庫県小野市復井町430番地 794667096 北播(加健)第311-105 令和5年1月12日 令和11年2月28日 令和5年1月12日
000028 4000061483 肉ハウスＡＺ（アズ） 675-1357 小野市三和町中島1308 794662561 食肉販売業 一般 中元 秀美 北播(加健)第311-115 令和4年1月18日 令和10年2月29日 令和4年1月18日
000028 4000061484 肉ハウスＡＺ（アズ） 675-1357 小野市三和町中島1308 794662561 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中元 秀美 北播(加健)第311-114 令和4年1月18日 令和10年2月29日 令和4年1月18日
000028 4000061503 小紫食料品店 675-1361 小野市住吉町291-3 794671112 飲食店営業(4)その他 一般 小紫 豊一 北播(加健)第311-14 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 4000061504 小紫食料品店 675-1361 小野市住吉町291-3 794671112 魚介類販売業 一般 小紫 豊一 北播(加健)第311-24 令和3年4月30日 令和9年5月31日 昭和45年5月16日
000028 4000061522 コーヒースタジオ　マカール 675-1362 小野市久保木町1834-17 794637448 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ㈲ティーアールケイ 代表取締役 坂田 隆一 675-1362 兵庫県小野市久保木町1834-17 794637448 北播(加健)第311-50 令和4年8月8日 令和10年8月31日 令和4年8月8日
000028 4000061526 旨いとんかつ　だるま家　小野店 675-1363 小野市古川町溝向37 794638999 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 マサキインターナショナル㈱ 代表取締役 小林 正宜 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋1-19-6ミタカビル 663580075 北播(加健)第311-50 令和2年5月25日 令和8年5月31日 平成8年5月2日
000028 4000061529 御菓子司　吉田本舗 675-1367 小野市敷地町1033-1 794633781 菓子製造業 一般 北播(加健)第311-72 平成30年7月20日 令和6年8月31日 昭和49年6月13日
000028 4000061530 ㈱グラテス 675-1367 小野市敷地町957 794627373 菓子製造業 一般 ㈱グラテス 代表取締役 樫山 誠昭 675-1367 兵庫県小野市敷地町957 794627373 北播(加健)第311-44 令和2年5月11日 令和8年5月31日 平成5年4月13日
000028 4000061532 庵 675-1367 小野市敷地町1519-3 794630623 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長谷川 好美 北播(加健)第311-54 平成30年5月24日 令和5年5月31日 昭和52年5月30日
000028 4000061533 由紀 675-1367 小野市敷地町1382-214 794635699 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松本 薫 北播(加健)第311-137 令和2年10月23日 令和8年11月30日 昭和58年9月22日
000028 4000061535 ホテル　レイク　イン 675-1367 小野市敷地町字ウチダ1382-137 794625854 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社ティ･エム 取締役 岡田 博久 675-1367 兵庫県小野市敷地町字ウチダ1382-137 794625854 北播(加健)第311-78 平成29年8月18日 令和5年8月31日 昭和61年6月30日
000028 4000061538 小野マルタマフーズ㈱ 675-1367 小野市敷地町1412-1 794631110 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 小野マルタマフーズ㈱ 代表取締役 畑 昭身 675-1367 兵庫県小野市敷地町1412-1 794631110 北播(加健)第311-122 令和2年10月12日 令和8年11月30日 平成5年10月22日
000028 4000061573 スナック　エジンバラ 675-1371 小野市黒川町字西野67-4 794637417 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 美千代 北播(加健)第311-78 令和1年10月17日 令和7年11月30日 昭和57年11月29日



000028 4000061596 藤井製菓 675-1372 小野市本町42-2 794622424 菓子製造業 一般 藤井 善文 北播(加健)第311-34 令和2年4月23日 令和8年5月31日 昭和58年3月23日
000028 4000061606 誠友 675-1372 小野市本町644-1 794636586 飲食店営業(4)その他 一般 谷河 誠 北播(加健)第311-89 令和2年7月20日 令和8年8月31日 平成8年6月27日
000028 4000061607 山海 675-1372 小野市本町47 794635386 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岸本 晴代 北播(加健)第311-1 令和2年4月10日 令和8年5月31日 昭和58年5月12日
000028 4000061608 クレオール珈琲店 675-1372 小野市本町598-8 794637445 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 東羅 利行 北播(加健)第311-41 令和4年7月27日 令和10年8月31日 令和4年7月27日
000028 4000061610 お食事処　すえひろ 675-1372 小野市本町664 794622572 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 末広 哲哉 北播(加健)第311-129 平成29年11月22日 令和5年11月30日 昭和61年11月29日
000028 4000061615 ㈲魚商人うを弘 675-1373 小野市東本町382-3 794622588 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 ㈲魚商人うを弘 代表取締役 井上 五十吉 675-1373 兵庫県小野市東本町382-3 794622588 北播(加健)第311-111 令和2年8月6日 令和8年8月31日 昭和63年8月23日
000028 4000061645 お好み焼　城 675-1377 小野市葉多町828-3 飲食店営業(4)その他 一般 岩﨑 三郎 北播(加健)第311-66 平成30年7月19日 令和6年8月31日 昭和49年6月7日
000028 4000061650 ㈱福徳食品　小野工場 675-1378 小野市王子町57 794633923 そうざい製造業 一般 ㈱福徳食品 代表取締役 久語 真奈美 536-0011 大阪府大阪市城東区放出西1-1-13 669687463 北播(加健)第311-99 平成29年10月24日 令和5年11月30日 昭和48年10月9日
000028 4000061652 己佳 675-1378 小野市王子町784-5 794622412 飲食店営業(4)その他 一般 吉田 千尋 北播(加健)第311-73 令和1年10月10日 令和7年11月30日 平成4年11月4日
000028 4000061655 スタンド割烹　福寿 675-1378 小野市王子町937-4 794632285 飲食店営業(4)その他 一般 河嶋 富明 北播(加健)第311-80 平成30年8月8日 令和6年8月31日 昭和49年7月25日
000028 4000061658 グリーンハウス 675-1378 小野市王子町917-1 794630766 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 柏木 昌三 北播(加健)第311-24 令和2年4月21日 令和8年5月31日 平成5年3月26日
000028 4000061668 橋本精肉店 675-1378 小野市王子町868エステート王子ビル１Ｆ 794623353 飲食店営業(4)その他 一般 橋本 渡 北播(加健)第311-86 令和2年7月20日 令和8年8月31日 昭和63年8月31日
000028 4000061669 橋本精肉店 675-1378 小野市王子町868エステート王子ビル１Ｆ 794623353 食肉販売業 一般 橋本 渡 北播(加健)第311-87 令和2年7月20日 令和8年8月31日 昭和63年8月31日
000028 4000061674 おのコーヒーハウス 675-1378 小野市王子町806 794624875 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　小野自動車教習所 代表取締役 小林 武彦 675-1378 兵庫県小野市王子町806 794624875 北播(加健)第311-145 平成30年1月18日 令和6年2月29日 平成4年2月13日
000028 4000061676 クローバーハウス 675-1378 小野市王子町291-2 794633760 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井上 優 北播(加健)第311-113 平成30年8月28日 令和6年8月31日 昭和57年7月8日
000028 4000061683 三楽 675-1378 小野市王子町938-10 794626204 飲食店営業(4)その他 一般 木村 春子 北播(加健)第311-9 令和3年4月22日 令和9年5月31日 昭和59年5月2日
000028 4000061692 イオン小野店　ベーカーシェフ 675-1378 小野市王子町868-1イオン小野店 794635121 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0000 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126500 北播(加健)第311-87 令和1年11月12日 令和7年11月30日 平成4年11月18日
000028 4000061693 イオン小野店　ベーカーシェフ 675-1378 小野市王子町868-1イオン小野店 794635121 菓子製造業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0000 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126500 北播(加健)第311-88 令和1年11月12日 令和7年11月30日 平成4年11月18日
000028 4000061696 イオン小野店　畜産 675-1378 小野市王子町868-1イオン小野店 794635121 食肉販売業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0000 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126500 北播(加健)第311-89 令和1年11月12日 令和7年11月30日 平成4年11月18日
000028 4000061698 イオン小野店　漁火 675-1378 小野市王子町868-1イオン小野店 794635121 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0000 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126500 北播(加健)第311-90 令和1年11月12日 令和7年11月30日 平成4年11月18日
000028 4000061701 四六時中　イオン小野店 675-1378 小野市王子町868-1イオン小野内 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社イオンイーハート 代表取締役 奥野 善德 261-8501 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432962350 北播(加健)第311-42 令和2年4月30日 令和8年5月31日 平成8年4月3日
000028 4000061707 株式会社ロッテリアイオン小野店 675-1378 小野市王子町868-1 794631493 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ロッテリア 代表取締役 長久保 文康 108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 333781205 北播(加健)第311-91 令和1年11月8日 令和7年11月30日 平成4年11月18日
000028 4000061712 ダイリキ小野店 675-1378 小野市王子町868-1イオン小野店１Ｆ 794636888 食肉販売業 一般 ダイリキ株式会社 代表取締役社長 髙橋 淳 550-0013 大阪府大阪市西区新町1-27-9 665357770 北播(加健)第311-92 令和1年11月8日 令和7年11月30日 平成4年11月18日
000028 4000061715 フレッシュバザール小野王子店 675-1378 小野市王子町山ノ下37 794620310 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 北播(加健)第311-49 令和3年7月29日 令和9年8月31日 令和3年7月29日
000028 4000061719 フレッシュバザール小野王子店 675-1378 小野市王子町山ノ下37 794620310 魚介類販売業 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 北播(加健)第311-50 令和3年7月29日 令和9年8月31日 令和3年7月29日
000028 4000061752 亀屋本舗 675-1379 小野市上本町100-1 794622126 菓子製造業 一般 松尾 孝昭 北播(加健)第311-106 平成29年10月31日 令和5年11月30日 昭和45年11月18日
000028 4000061754 森本豆腐店 675-1379 小野市上本町82 794634934 豆腐製造業 一般 森本 範和 北播(加健)第311-194 令和3年1月28日 令和9年2月28日 昭和33年1月23日
000028 4000061783 山波 675-1379 小野市上本町151-1 794637489 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 呉島 京祐 北播(加健)第311-85 令和3年10月14日 令和9年11月30日 令和3年10月14日
000028 4000061784 竹の子 675-1379 小野市上本町193-5 794631868 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡田 克己 北播(加健)第311-89 令和3年10月22日 令和9年11月30日 令和3年10月22日
000028 4000061788 ステーキコース料理　吉田 675-1379 小野市上本町137-5 794622984 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉田 勝三 北播(加健)第311-101 令和1年11月13日 令和7年11月30日 昭和62年11月12日
000028 4000061789 凰蘭 675-1379 小野市上本町130-2 794637274 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西谷 修 北播(加健)第311-79 令和1年10月23日 令和7年11月30日 昭和62年10月15日
000028 4000061791 酔心 675-1379 小野市上本町29-2 794638370 飲食店営業(4)その他 一般 竹本 千恵子 北播(加健)第311-50 平成30年5月16日 令和6年5月31日 昭和62年4月30日
000028 4000061793 あけぼの 675-1379 小野市上本町20 794622481 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 脇坂 重 北播(加健)第311-91 平成30年8月8日 令和6年8月31日 平成4年7月23日
000028 4000061801 哀愁のカサブランカ 675-1379 小野市上本町29-3 794628337 飲食店営業(4)その他 一般 大段 千代乃 北播(加健)第311-5 令和3年4月20日 令和9年5月31日 平成9年4月9日
000028 4000061808 オールドコース　イン売店 675-1304 小野市中谷町1413 794671500 飲食店営業(4)その他 一般 グランド開発株式会社 代表取締役 松島 二郎 675-1304 兵庫県小野市中谷町1413番地 794671500 北播(加健)第311-77 令和4年10月24日 令和10年11月30日 令和4年10月24日
000028 4000061809 オールドコース　アウト売店 675-1304 小野市中谷町1413 794671500 飲食店営業(4)その他 一般 グランド開発株式会社 代表取締役 松島 二郎 675-1304 兵庫県小野市中谷町1413番地 794671500 北播(加健)第311-78 令和4年10月24日 令和10年11月30日 令和4年10月24日
000028 4000061810 ニューコース　イン売店 675-1304 小野市中谷町1413 794671500 飲食店営業(4)その他 一般 グランド開発株式会社 代表取締役 松島 二郎 675-1304 兵庫県小野市中谷町1413番地 794671500 北播(加健)第311-75 令和4年10月24日 令和10年11月30日 令和4年10月24日
000028 4000061811 ニューコース　アウト売店 675-1304 小野市中谷町1413 794671500 飲食店営業(4)その他 一般 グランド開発株式会社 代表取締役 松島 二郎 675-1304 兵庫県小野市中谷町1413番地 794671500 北播(加健)第311-76 令和4年10月24日 令和10年11月30日 令和4年10月24日
000028 4000061817 サン 675-1306 小野市船木町字上の地69-1 794671234 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 秀造 北播(加健)第311-25 令和3年4月30日 令和9年5月31日 昭和48年4月7日
000028 4000061825 万勝寺創庵 675-1311 小野市万勝寺町550-9 794672111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 古川 政子 北播(加健)第311-48 令和4年8月3日 令和10年8月31日 令和4年8月3日
000028 4000061859 カフェテリア小野店 675-1322 小野市匠台15小野工業団地　大日本印刷㈱ 794620517 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＤＮＰファシリティサービス 代表取締役 楠川 宏之 162-0848 東京都新宿区市谷鷹匠町2番地 332664963 北播(加健)第311-23 令和5年4月24日 令和12年5月31日 令和5年4月24日
000028 4000061871 ブルーメン 675-1324 小野市育ケ丘町1475-404 794633613 菓子製造業 一般 竹内 正美 北播(加健)第311-89 平成29年8月31日 令和5年8月31日 平成11年6月16日
000028 4000061875 お好み家庭料理　かんぱゐ 675-1325 小野市樫山町555-8 794621890 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上田 博文 北播(加健)第311-67 平成29年8月4日 令和5年8月31日 平成11年7月13日
000028 4000061897 鳥一松本 675-1331 小野市神明町417-16 794636211 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社松本 代表取締役 松本 和也 675-1331 兵庫県小野市神明町417番地の16 794628315 北播(加健)第311-184 平成31年2月20日 令和7年2月28日 平成12年12月11日
000028 4000061936 コーヒーショップ巽 675-1354 小野市河合西町175-1 794667922 飲食店営業(4)その他 一般 堀井 陽三 北播(加健)第311-28 令和4年7月8日 令和10年8月31日 令和4年7月8日
000028 4000061958 ㈲アベニュー・ド・ラペ 675-1366 小野市中島町363-1 794631355 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社アベニュー・ド・ラペ 代表取締役 河島 正吾 675-1366 兵庫県小野市中島町363-1 794631355 北播(加健)第311-48 平成30年5月16日 令和6年5月31日 平成12年4月10日
000028 4000061959 ㈲アベニュー・ド・ラペ 675-1366 小野市中島町363-1 794631355 菓子製造業 一般 有限会社アベニュー・ド・ラペ 代表取締役 河島 正吾 675-1366 兵庫県小野市中島町363-1 794631355 北播(加健)第311-49 平成30年5月16日 令和6年5月31日 平成12年4月10日
000028 4000061966 藤本食品㈱　兵庫工場 675-1368 小野市住永町26 794620534 そうざい製造業 一般 藤本食品株式会社 代表取締役 藤本 典子 649-6245 和歌山県岩出市中島928番地 734522346 北播(加健)第311-135 平成29年11月22日 令和5年11月30日 平成7年10月19日
000028 4000061967 藤本食品㈱　兵庫工場 675-1368 小野市住永町26 794620534 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 藤本食品株式会社 代表取締役 藤本 典子 649-6245 和歌山県岩出市中島928番地 734522346 北播(加健)第311-136 平成29年11月22日 令和5年11月30日 平成7年10月19日
000028 4000061976 天ぷら・割烹　ひろ乃 675-1371 小野市黒川町232-2 794620118 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小林 英 北播(加健)第311-11 令和4年4月22日 令和10年5月31日 令和4年4月22日
000028 4000061978 スタジオ歌寿実草 675-1371 小野市黒川町67-5 794636999 飲食店営業(4)その他 一般 藤田 美紀 北播(加健)第311-30 令和4年7月13日 令和10年8月31日 令和4年7月13日
000028 4000061992 マックスバリュ西日本㈱黒川店 675-1371 小野市黒川町127 794637890 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第311-35 平成30年5月9日 令和6年5月31日 平成12年4月27日
000028 4000061993 マックスバリュ西日本㈱黒川店 675-1371 小野市黒川町127 794637890 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第311-36 平成30年5月9日 令和6年5月31日 平成12年4月27日
000028 4000061995 マックスバリュ西日本㈱黒川店 675-1371 小野市黒川町127 794637890 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第311-38 平成30年5月9日 令和6年5月31日 平成12年4月27日
000028 4000061996 マックスバリュ西日本㈱黒川店 675-1371 小野市黒川町127 794637890 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第311-39 平成30年5月9日 令和6年5月31日 平成12年4月27日
000028 4000062013 ㈱増富 675-1372 小野市本町33-10 794635529 食肉販売業 一般 株式会社　増富 代表取締役 増田 治郎 675-1372 兵庫県小野市本町33-10 794635529 北播(加健)第311-92 平成30年8月8日 令和7年8月31日 平成12年7月5日
000028 4000062027 萬福 675-1378 小野市王子町937-20 794622655 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社萬福 代表取締役 榎本 幹広 675-1378 兵庫県小野市王子町937-20 794622655 北播(加健)第311-62 令和4年8月31日 令和10年8月31日 令和4年8月31日
000028 4000062048 マックスバリュ王子店 675-1378 小野市王子町591 794635380 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第311-81 平成30年8月8日 令和6年8月31日 平成12年8月17日
000028 4000062049 マックスバリュ王子店 675-1378 小野市王子町591 794635380 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第311-82 平成30年8月8日 令和6年8月31日 平成12年8月17日
000028 4000062053 マックスバリュ王子店 675-1378 小野市王子町591 794635380 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第311-84 平成30年8月8日 令和6年8月31日 平成12年8月17日
000028 4000062054 マックスバリュ王子店 675-1378 小野市王子町591 794635380 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第311-85 平成30年8月8日 令和6年8月31日 平成12年8月17日
000028 4000062082 モンテゴ・ベイ 679-0201 加東市曽我29-3 795480061 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉田 典義 北播(加健)第311-19 令和4年5月12日 令和10年5月31日 令和4年5月12日
000028 4000062092 チロリアン 679-0205 加東市北野182 795482148 菓子製造業 一般 稲岡 直美 北播(加健)第311-128 令和2年1月23日 令和8年2月28日 平成5年1月29日
000028 4000062129 お好み焼明石焼　寛美 679-0211 加東市上滝野2061 795485841 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 下崎 正代 北播(加健)第311-71 令和3年8月24日 令和9年8月31日 令和3年8月24日
000028 4000062131 麦藁帽子 679-0211 加東市上滝野1632 795484380 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佃 典子 北播(加健)第311-49 令和2年5月18日 令和8年5月31日 昭和63年5月17日
000028 4000062134 やすらぎ 679-0211 加東市上滝野794 795484311 飲食店営業(4)その他 一般 松井 博 北播(加健)第311-147 令和2年10月30日 令和8年11月30日 昭和58年9月2日
000028 4000062155 中華そば　滝野大橋 679-0211 加東市上滝野814-5 483091 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ㈲大橋食堂 代表取締役 大橋 晴美 679-0211 兵庫県加東市上滝野814-5 483091 北播(加健)第311-56 令和3年8月3日 令和9年8月31日 令和3年8月3日
000028 4000062160 たんと　たんと 679-0211 加東市上滝野1341-1 795485898 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大垣 人美 北播(加健)第311-93 令和2年7月22日 令和8年8月31日 平成8年7月4日
000028 4000062163 天国 679-0211 加東市上滝野185-1 795485285 飲食店営業(4)その他 一般 丸山 清春 北播(加健)第311-15 令和3年4月27日 令和9年5月31日 昭和54年3月28日
000028 4000062173 御食事処　千成 679-0211 加東市上滝野263-1 795480906 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三木 邦義 北播(加健)第311-42 令和3年7月16日 令和9年8月31日 令和3年7月16日
000028 4000062181 ㈲滝寺荘 679-0211 加東市上滝野字滝ノ肩278.279-1 795483223 飲食店営業(3)旅館 一般 ㈲滝寺荘 代表取締役 澤野 俊一 679-0211 兵庫県加東市上滝野283 795483223 北播(加健)第311-104 令和3年11月22日 令和9年11月30日 令和3年11月22日
000028 4000062190 喫茶居酒屋すりーはーと 679-0211 加東市上滝野2426 795480077 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前田 やよい 北播(加健)第311-7 令和5年4月19日 令和11年5月31日 令和5年4月19日
000028 4000062192 ティアラ 679-0211 加東市上滝野186-10 795482933 飲食店営業(4)その他 一般 近藤 美樹 北播(加健)第311-88 平成29年8月31日 令和5年8月31日 平成11年6月17日
000028 4000062199 Ｃafe　野の花 679-0211 加東市上滝野2076メゾン滝野 795481066 飲食店営業(4)その他 一般 岩本 博子 北播(加健)第311-98 平成30年8月10日 令和6年8月31日 平成12年6月26日
000028 4000062202 遠藤コンス㈱ 679-0211 加東市上滝野857 795483205 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 遠藤コンス株式会社 代表取締役 齋藤 福三郎 679-0211 兵庫県加東市上滝野857 795483205 北播(加健)第311-117 平成30年10月23日 令和6年11月30日 平成12年11月15日
000028 4000062204 神結酒造(株) 679-0212 加東市下滝野474 795483011 酒類製造業 一般 神結酒造株式会社 代表取締役 長谷川 眞一郎 679-0212 兵庫県加東市下滝野474 795483011 北播(加健)第311-27 令和3年4月30日 令和9年5月31日 昭和33年4月21日
000028 4000062207 日光園 679-0212 加東市下滝野1330 795483322 飲食店営業(3)旅館 一般 播磨観光開発㈱ 取締役社長 坂上 糾史 679-0212 兵庫県加東市下滝野1330 795483322 北播(加健)第311-150 令和2年2月10日 令和8年2月28日 昭和50年1月7日
000028 4000062211 カフェレストラン　マリオネット 679-0212 加東市下滝野35-2 795483416 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長谷川 正久 北播(加健)第311-16 令和3年4月27日 令和9年5月31日 昭和59年3月16日
000028 4000062218 炭焼　二和鳥 679-0212 加東市下滝野1-98 795489280 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 治居 和弘 北播(加健)第311-38 令和4年7月26日 令和10年8月31日 令和4年7月26日
000028 4000062226 鹿鳴館 679-0212 加東市下滝野1046 795485566 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　鹿鳴館 代表取締役 岸本 正明 673-1461 兵庫県加東市木梨601 795420557 北播(加健)第311-90 令和4年11月10日 令和10年11月30日 令和4年11月10日
000028 4000062235 鮎里 679-0212 加東市下滝野4-31 795484878 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 良己 北播(加健)第311-127 令和4年2月14日 令和10年2月29日 令和4年2月14日
000028 4000062246 三和 679-0212 加東市下滝野360-1 795482204 飲食店営業(4)その他 一般 大久保 秀記 北播(加健)第311-148 平成31年1月11日 令和7年2月28日 平成13年1月22日
000028 4000062247 コーヒーハウス　アルハンブラ 679-0213 加東市光明寺120-1 795482428 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北詰 孝雄 北播(加健)第311-8 令和4年4月19日 令和10年5月31日 令和4年4月19日
000028 4000062248 エースコック株式会社　関西滝野工場 679-0221 加東市河高字黒石1816-175 795485580 めん類製造業 一般 エースコック株式会社 代表取締役 村岡 寛 564-0063 大阪府吹田市江坂町一丁目12番40号 663385585 北播(加健)第311-122 平成28年10月26日 令和5年11月30日 昭和62年10月19日
000028 4000062255 まるやま 679-0221 加東市河高2594-1 795484726 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 丸山 隆義 北播(加健)第311-188 令和3年1月25日 令和9年2月28日 昭和51年2月6日
000028 4000062293 有限会社丸山食料品店 679-0221 加東市河高2483-10 795482112 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　丸山食料品店 代表取締役 丸山 勝之 679-0221 兵庫県加東市河高2487-2 795482112 北播(加健)第311-122 平成30年10月26日 令和6年11月30日 平成12年11月6日
000028 4000062294 有限会社丸山食料品店 679-0221 加東市河高2483-10 795482112 魚介類販売業 一般 有限会社　丸山食料品店 代表取締役 丸山 勝之 679-0221 兵庫県加東市河高2487-2 795482112 北播(加健)第311-123 平成30年10月26日 令和6年11月30日 平成12年11月6日
000028 4000062295 有限会社丸山食料品店 679-0221 加東市河高2483-10 795482112 菓子製造業 一般 有限会社　丸山食料品店 代表取締役 丸山 勝之 679-0221 兵庫県加東市河高2487-2 795482112 北播(加健)第311-124 平成30年10月26日 令和6年11月30日 平成12年11月6日
000028 4000062299 山田酒造食品㈱ 679-0222 加東市高岡978-1 795483153 酒類製造業 一般 山田酒造食品株式会社 代表取締役 山田 文彦 679-0222 兵庫県加東市高岡1033 795483153 北播(加健)第311-8 令和5年4月21日 令和12年5月31日 令和5年4月21日
000028 4000062306 やまや 679-0222 加東市高岡180 795482372 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤本 嘉希 北播(加健)第311-130 令和2年1月23日 令和8年2月28日 昭和63年1月22日
000028 4000062467 BELLA DONNA 673-1312 加東市掎鹿谷246-1 795471585 飲食店営業(4)その他 一般 石本 由美子 北播(加健)第311-22 令和1年5月14日 令和7年5月31日 平成13年3月12日
000028 4000062497 カレー・かつめし　勝平 675-1327 小野市市場町1236-5 794631420 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 植原 典彦 北播(加健)第311-8 平成31年4月22日 令和7年5月31日 平成13年4月18日
000028 4000062501 らーめん八角　小野店 675-1331 小野市神明町128-5 794629212 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　八角 代表取締役 大西 慎也 675-0033 兵庫県加古川市加古川町南備後45-1 794565757 北播(加健)第311-6 平成31年4月22日 令和7年5月31日 平成13年5月9日
000028 4000062649 ケーキのアトリエ　ルージュフォンセ 675-1371 小野市黒川町1829 794628858 菓子製造業 一般 有限会社パティスリースミモト 代表取締役 住本 和之 675-1344 兵庫県小野市下来住町1299-1 794620069 北播(加健)第311-46 令和1年7月19日 令和7年8月31日 平成13年7月10日
000028 4000062664 まみー 679-0221 加東市河高2437-1 795484628 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 藤井 雅己 北播(加健)第311-36 令和1年7月5日 令和7年8月31日 平成13年7月31日
000028 4000062772 カラオケ喫茶　さつき 675-1332 小野市中町394 794632611 飲食店営業(4)その他 一般 多賀 洋子 北播(加健)第311-60 令和1年8月30日 令和7年8月31日 平成13年8月9日
000028 4000062818 ㈱ＹＫＫ四国工場兵庫グループ 673-1465 加東市喜田1-4-1㈱YKK四国工場兵庫ｸﾞﾙｰﾌﾟ 795425915 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 名阪食品㈱ 代表取締役 清水 克能 633-0065 奈良県桜井市大字吉備452-7 744439090 北播(加健)第311-115 令和2年8月11日 令和8年8月31日 平成8年8月20日
000028 4000062834 ㈱リコーやしろ工場 673-1447 加東市佐保30-1 795428684 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ジャパンウェルネス株式会社 代表取締役 鎌田 正則 171-0042 東京都豊島区高松1-1-11 359613211 北播(加健)第311-80 令和1年10月30日 令和7年11月30日 平成13年9月10日
000028 4000062885 吉野家１７５号線滝野社ＩＣ店 679-0205 加東市北野字北坂根647-1 795459170 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　関西吉野家 代表取締役 山本 茂之 103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 356518601 北播(加健)第311-103 令和3年11月22日 令和9年11月30日 令和3年11月22日
000028 4000062896 ガスト社店 673-1431 加東市社字駒通1202-1 795438225 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保一丁目25番8号 422375218 北播(加健)第311-85 令和1年11月8日 令和7年11月30日 平成13年10月29日
000028 4000062909 居酒屋　のん兵衛 675-1379 小野市上本町31-5 794646688 飲食店営業(4)その他 一般 邑上 深喜 北播(加健)第311-93 令和1年11月8日 令和7年11月30日 平成13年10月31日
000028 4000062945 やきとり暫 675-1335 小野市片山町1021-1 794624802 飲食店営業(4)その他 一般 藤田 耕助 北播(加健)第311-64 令和1年10月4日 令和7年11月30日 平成13年11月9日
000028 4000063028 すなっく　よしみ 675-1371 小野市黒川町94-170 794624918 飲食店営業(4)その他 一般 中村 好美 北播(加健)第311-160 令和2年2月28日 令和8年2月28日 平成14年1月18日
000028 4000063044 こころ 673-1434 加東市東実711 795421239 飲食店営業(4)その他 一般 山口 奈穂美 北播(加健)第311-131 令和2年1月24日 令和8年2月28日 平成14年2月25日
000028 4000063064 スナック　ラベンダー 675-1371 小野市黒川町67 794634861 飲食店営業(4)その他 一般 藤本 久美 北播(加健)第311-159 令和2年2月26日 令和8年2月28日 平成14年2月28日
000028 4000063142 そろばん亭 675-1317 小野市浄谷町字北野1545-321ひまわりの丘公園 794621001 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　アバカス 代表取締役 溝畑 敏樹 669-2143 兵庫県丹波篠山市今田町釜屋73 795972173 北播(加健)第311-32 令和2年4月23日 令和8年5月31日 平成14年3月18日
000028 4000063151 お食事仕出し　おがわ 675-1378 小野市王子町874-6 794635141 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小川 實 北播(加健)第311-20 令和2年4月21日 令和8年5月31日 平成14年3月28日
000028 4000063574 やきとり大吉　社喜田店 673-1465 加東市喜田2-15-4 795427027 飲食店営業(4)その他 一般 西坂 好喜 北播(加健)第311-43 令和2年5月1日 令和8年5月31日 平成14年3月29日
000028 4000063588 おやき 675-1333 小野市垂井町647-1 794622031 飲食店営業(4)その他 一般 佐々木 初子 北播(加健)第311-52 令和2年5月29日 令和8年5月31日 平成14年4月17日
000028 4000063661 ル・ナナン 675-1358 小野市粟生町654 794660636 菓子製造業 一般 上田 忠子 北播(加健)第311-97 令和2年7月30日 令和8年8月31日 平成14年6月26日
000028 4000063691 お菓子の家シェシエ 675-1328 小野市二葉町1085-184 菓子製造業 一般 山本 智恵 北播(加健)第311-88 令和2年7月20日 令和8年8月31日 平成14年8月7日
000028 4000063692 マダムＪゴルフ倶楽部　コーヒーハウス 673-1301 加東市黒谷字五所ｹ谷1220 795470010 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社オー・エイチ・ビー･エス 代表取締役 神内 良子 673-1301 兵庫県加東市黒谷字五所ヶ谷1220 795470010 北播(加健)第311-116 令和2年8月11日 令和8年8月31日 平成14年8月8日



000028 4000063693 マダムＪゴルフ倶楽部レストラン 673-1301 加東市黒谷字五所ｹ谷1220 795470010 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社オー・エイチ・ビー･エス 代表取締役 神内 良子 673-1301 兵庫県加東市黒谷字五所ヶ谷1220 795470010 北播(加健)第311-117 令和2年8月11日 令和8年8月31日 平成14年8月8日
000028 4000063696 マルキタ醤油 675-1358 小野市粟生町1728 794662953 みそ製造業 一般 北山 高秀 北播(加健)第311-107 令和2年8月6日 令和8年8月31日 平成14年8月16日
000028 4000063697 マルキタ醤油 675-1358 小野市粟生町1728 794662953 醤油製造業 一般 北山 高秀 北播(加健)第311-108 令和2年8月6日 令和8年8月31日 平成14年8月16日
000028 4000063733 蔵 675-1332 小野市中町273-17 794637883 飲食店営業(4)その他 一般 大橋 隆美 北播(加健)第311-155 令和2年11月12日 令和8年11月30日 平成14年10月28日
000028 4000063743 サンウェーブ工業㈱　やしろ寮 673-1421 加東市山国2013-73 795424920 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ㈱リエイ 代表取締役 椛澤 一 279-0012 千葉県浦安市入船1-5-2ＮＢＦ新浦安タワー14階 473558181 北播(加健)第311-166 令和2年11月19日 令和8年11月30日 平成14年10月30日
000028 4000063776 嵯が野 673-1402 加東市平木1308-32 795451678 飲食店営業(4)その他 一般 井上 洋子 北播(加健)第311-215 令和3年2月8日 令和9年2月28日 平成14年12月9日
000028 4000063797 和風料理店　ゆんたく 679-0221 加東市河高4141 795484674 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 加東 裕介 北播(加健)第311-191 令和3年1月25日 令和9年2月28日 平成14年12月17日
000028 4000063831 高田屋マルス 675-1332 小野市中町369-1 794622403 菓子製造業 一般 ㈲高田屋 代表取締役 高田 正和 675-1332 兵庫県小野市中町369-1 794622403 北播(加健)第311-186 令和3年1月25日 令和9年2月28日 平成15年1月30日
000028 4000063858 居酒屋　膳 673-1431 加東市社1140　オリンピアホテル内 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井上 喜隆 北播(加健)第311-3 令和3年4月16日 令和9年5月31日 平成15年3月10日
000028 4000063859 ひのてつ　加東店 673-1452 加東市鳥居95-2 795425289 飲食店営業(4)その他 一般 小寺 誠吾 北播(加健)第311-2 令和3年4月16日 令和9年5月31日 平成15年3月12日
000028 4000063880 ㈱サイゼリヤ兵庫工場 675-1322 小野市匠台11-1 794639601 乳製品製造業 一般 株式会社　サイゼリヤ 代表取締役会長 正垣 泰彦 342-0008 埼玉県吉川市旭2-5 489919611 北播(加健)第311-34 平成29年5月12日 令和6年5月31日 平成15年3月31日
000028 4000063881 ㈱サイゼリヤ兵庫工場 675-1322 小野市匠台11-1 794639601 そうざい製造業 一般 株式会社　サイゼリヤ 代表取締役会長 正垣 泰彦 342-0008 埼玉県吉川市旭2-5 489919611 北播(加健)第311-35 平成29年5月12日 令和6年5月31日 平成15年3月31日
000028 4000063884 小野のポン屋 675-1353 小野市河合中町152-2 794667272 菓子製造業 一般 蓬莱 勇策 北播(加健)第311-11 令和3年4月22日 令和9年5月31日 平成15年4月3日
000028 4000063885 魚国総本社 加東27508 673-1311 加東市天神608 795470230 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社魚国総本社 代表取締役 田所 伸浩 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町1-6-19 662035571 北播(加健)第311-12 令和3年4月27日 令和9年5月31日 平成15年4月11日
000028 4000063907 花きゃべつ 675-1327 小野市市場町1523 794632638 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 健二 北播(加健)第311-4 令和3年4月20日 令和9年5月31日 平成15年5月19日
000028 4000063925 魚国総本社大阪27490社員食堂 673-1304 加東市長貞1843 795470633 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社魚国総本社 代表取締役社長 田所 伸浩 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町1-6-19 662035571 北播(加健)第311-13 令和3年4月27日 令和9年5月31日 平成15年5月30日
000028 4000063926 魚国総本社大阪27490レストラン 673-1304 加東市長貞1843 795470633 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社魚国総本社 代表取締役社長 田所 伸浩 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町1-6-19 662035571 北播(加健)第311-14 令和3年4月27日 令和9年5月31日 平成15年5月30日
000028 4000063932 小野ゴルフクラブ従業員食堂 675-1343 小野市来住町1225 794631214 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 久保田 朋幸 北播(加健)第311-70 令和3年8月24日 令和9年8月31日 令和3年8月24日
000028 4000063934 酔ったっ亭 679-0212 加東市下滝野1-130 795481320 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長谷川 行洋 北播(加健)第311-62 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 4000063947 まぼろし屋 679-0201 加東市曽我27-4 795480711 飲食店営業(4)その他 一般 合力 文春 北播(加健)第311-66 令和3年8月11日 令和9年8月31日 令和3年8月11日
000028 4000063960 ＥＲＩ 679-0211 加東市上滝野185-1 795482393 飲食店営業(4)その他 一般 井上 英美 北播(加健)第311-52 令和3年7月27日 令和9年8月31日 令和3年7月27日
000028 4000063961 ㈲アベニュー・ド・ラペ 675-1366 小野市中島町363-1 794631355 アイスクリーム類製造業 一般 有限会社アベニュー・ド・ラペ 代表取締役 河島 正吾 675-1366 兵庫県小野市中島町363-1 794631355 北播(加健)第311-61 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 4000063966 天下一品小野店 675-1317 小野市浄谷町2945-1 794628561 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 米田 正明 北播(加健)第311-46 令和3年7月26日 令和9年8月31日 令和3年7月26日
000028 4000064006 喫茶　藤 673-1452 加東市鳥居120 795420189 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤本 恭子 北播(加健)第311-83 令和3年10月11日 令和9年11月30日 令和3年10月11日
000028 4000064020 お好み鉄板居酒屋 うまいもん横丁 小野店 675-1331 小野市神明町字大年前152-6 794632848 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　八角 代表取締役 大西 慎也 675-0033 兵庫県加古川市加古川町南備後45-1 794565757 北播(加健)第311-95 令和3年11月4日 令和9年11月30日 令和3年11月4日
000028 4000064038 串　ＧＥＮ 675-1379 小野市上本町240-5 794627044 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 金本 波子 北播(加健)第311-142 令和4年2月28日 令和10年2月29日 令和4年2月28日
000028 4000064044 本家かまどや小野店 675-1374 小野市本町1-453 794630885 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 吉田 聖城 北播(加健)第311-122 令和4年1月27日 令和10年2月29日 令和4年1月27日
000028 4000064046 タケダ 675-1358 小野市粟生町791-1 794662983 食肉販売業 一般 竹田 和昭 北播(加健)第311-140 令和4年2月25日 令和10年2月29日 令和4年2月25日
000028 4000064047 タケダ 675-1358 小野市粟生町791-1 794662983 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 竹田 和昭 北播(加健)第311-139 令和4年2月25日 令和10年2月29日 令和4年2月25日
000028 4000064051 高田屋 679-0211 加東市上滝野2084 795485385 菓子製造業 一般 高田 英樹 北播(加健)第311-112 令和4年1月14日 令和10年2月29日 令和4年1月14日
000028 4000064053 セブンイレブン兵庫小野樫山町店 675-1325 小野市樫山町1475-5 794622708 飲食店営業(4)その他 一般 藤本 徹 北播(加健)第311-163 平成29年1月31日 令和6年2月29日 平成16年1月27日
000028 4000064064 (一財)防衛弘済会　ボエコス青野原食堂 675-1351 小野市桜台1 794665608 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一般財団法人防衛弘済会 代表理事 田原 義信 162-0853 東京都新宿区北山伏町1番11号 359468701 北播(加健)第311-111 令和5年1月26日 令和10年2月29日 令和5年1月26日
000028 4000064099 浪花割烹　吉粋 679-0212 加東市下滝野2-101 795481646 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 芝本 吉博 北播(加健)第311-113 令和4年1月14日 令和10年2月29日 令和4年1月14日
000028 4000064138 喫茶　ミント 673-1423 加東市東古瀬35-3 795428698 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木村 喜代子 北播(加健)第311-9 令和4年4月22日 令和10年5月31日 令和4年4月22日
000028 4000064152 餃子の王将　滝野社店 679-0211 加東市上滝野1366 795480126 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ㈱王将フードサービス 代表取締役 渡邊 直人 607-8307 京都府京都市山科区西野山射庭ノ上町294-1 755921411 北播(加健)第311-7 令和4年4月19日 令和10年5月31日 令和4年4月19日
000028 4000064153 ハートフル・デイサービス小島 673-1422 加東市屋度736-262 795421083 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　ハートフル・ライフサポート小島 代表取締役 北吉 英俊 673-1434 兵庫県加東市東実618-12 795421083 北播(加健)第311-10 令和4年4月22日 令和10年5月31日 令和4年4月22日
000028 4000064222 シャレード 673-1311 加東市天神6-1 795471415 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 今村 喜代子 北播(加健)第311-20 令和4年5月12日 令和10年5月31日 令和4年5月12日
000028 4000064225 フレッシュバザール小野王子店（鮮魚寿司） 675-1378 小野市王子町山ノ下37 794620310 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15番地 773220001 北播(加健)第311-21 令和4年5月16日 令和11年5月31日 令和4年5月16日
000028 4000064227 スピリッツ 679-0212 加東市下滝野1-133エスポワール滝野 795489911 飲食店営業(4)その他 一般 （有）Dream Company Spirits 代表取締役 佐藤 康春 679-0212 兵庫県加東市下滝野1-133 795489911 北播(加健)第311-12 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 4000064235 マダムＪゴルフ倶楽部　ゲストハウス 673-1301 加東市黒谷字五所ｹ谷1220 795470010 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社オー・エイチ・ビー･エス 代表取締役 神内 良子 673-1301 兵庫県加東市黒谷字五所ヶ谷1220 795470010 北播(加健)第311-52 令和4年8月16日 令和11年8月31日 令和4年8月16日
000028 4000064238 (有)ふえろう村塾 675-1305 小野市脇本町399 794670903 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ふえろう村塾 代表取締役 三浦 弘行 675-1305 兵庫県小野市脇本町401 794670903 北播(加健)第311-60 令和4年8月26日 令和10年8月31日 令和4年8月26日
000028 4000064240 (有)ふえろう村塾 675-1305 小野市脇本町399 794670903 食肉処理業 一般 有限会社ふえろう村塾 代表取締役 三浦 弘行 675-1305 兵庫県小野市脇本町401 794670903 北播(加健)第311-61 令和4年8月26日 令和10年8月31日 令和4年8月26日
000028 4000064263 スシロー滝野社店 679-0202 加東市多井田新町12-2 795459855 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社あきんどスシロー 代表取締役 新居 耕平 564-0063 大阪府吹田市江坂町一丁目22番2号 663681001 北播(加健)第311-35 令和4年7月22日 令和11年8月31日 令和4年7月22日
000028 4000064268 セブン－イレブン小野粟生町店 675-1358 小野市粟生町3064-3 794665122 飲食店営業(4)その他 一般 本多 玄敏 北播(加健)第311-58 平成29年7月21日 令和6年8月31日 平成16年8月4日
000028 4000064293 魚国総本社　小野　27545 675-1328 小野市二葉町80-123 794700200 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社魚国総本社 代表取締役 田所 伸浩 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町1丁目6番19号 662035571 北播(加健)第311-73 令和4年10月21日 令和10年11月30日 令和4年10月21日
000028 4000064318 スナック　摩耶 675-1379 小野市上本町175-2 794633693 飲食店営業(4)その他 一般 品川 俊子 北播(加健)第311-79 令和4年10月25日 令和10年11月30日 令和4年10月25日
000028 4000064321 ブリランテ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 有限会社ブリランテ 代表取締役 前川 重康 673-1402 兵庫県加東市平木535 795450047 北播(加健)第311-102 令和1年11月13日 令和6年11月30日 平成16年11月5日
000028 4000064336 麺屋　志玲 679-0211 加東市上滝野字芝崎234-2 795484850 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中村 誠 北播(加健)第311-120 令和5年2月28日 令和11年2月28日 令和5年2月28日
000028 4000064355 魚菜 675-1371 小野市黒川町94-171 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 安達 美雪 北播(加健)第311-117 令和5年2月21日 令和11年2月28日 令和5年2月21日
000028 4000064368 たこやきかおるちゃん 675-1344 小野市下来住町1276-1 794625407 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中村 かほる 北播(加健)第311-112 令和5年1月26日 令和11年2月28日 令和5年1月26日
000028 4000064396 株式会社エーコープ近畿滝野店 679-0211 加東市上滝野812 795482269 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役社長 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目51番1号 726763300 北播(加健)第311-4 令和5年4月19日 令和11年5月31日 令和5年4月19日
000028 4000064397 株式会社エーコープ近畿滝野店 679-0211 加東市上滝野812 795482269 食肉販売業 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役社長 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目51番1号 726763300 北播(加健)第311-5 令和5年4月19日 令和11年5月31日 令和5年4月19日
000028 4000064399 株式会社エーコープ近畿滝野店 679-0211 加東市上滝野812 795482269 魚介類販売業 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役社長 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目51番1号 726763300 北播(加健)第311-6 令和5年4月19日 令和11年5月31日 令和5年4月19日
000028 4000064409 ＨＯＴＥＬ　ＣＯＣＯ 679-0211 加東市上滝野1-1 795485517 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社　北斗 代表取締役 雁行 勇気 679-0211 兵庫県加東市上滝野1-1 795485517 北播(加健)第311-9 令和5年4月21日 令和11年5月31日 令和5年4月21日
000028 4000064413 山田屋　小野工業高校食堂 675-1335 小野市片山町1034-1 794622633 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山田 哲也 北播(加健)第311-41 平成29年5月19日 令和5年5月31日 平成17年3月31日
000028 4000064427 特産開発センター 679-0313 西脇市黒田庄町岡22-1 795285155 食肉販売業 一般 みのり農業協同組合 代表理事組合長 神澤 友重 673-1431 兵庫県加東市社1777番地1 795425141 北播(加健)第312-117 令和1年11月7日 令和7年11月30日 平成4年10月26日
000028 4000064428 特産開発センター 679-0313 西脇市黒田庄町岡22-1 795285155 食肉処理業 一般 みのり農業協同組合 代表理事組合長 神澤 友重 673-1431 兵庫県加東市社1777番地1 795425141 北播(加健)第312-118 令和1年11月7日 令和7年11月30日 平成4年10月26日
000028 4000064429 みのり農業協同組合　特産開発センター 679-0313 西脇市黒田庄町岡22-1 795285155 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 みのり農業協同組合 代表理事組合長 神澤 友重 673-1431 兵庫県加東市社1777番地1 795425141 北播(加健)第312-112 令和2年8月5日 令和8年8月31日 平成5年6月1日
000028 4000064435 マスカレード 679-1103 多可郡多可町中区牧野425-90 795323233 飲食店営業(4)その他 一般 大山 由郎 北播(加健)第312-88 令和2年7月14日 令和8年8月31日 昭和58年7月30日
000028 4000064438 お食事処ニュー高砂 679-1103 多可郡多可町中区牧野698-2 795323512 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福若 義郎 北播(加健)第312-252 令和3年1月25日 令和9年2月28日 平成9年2月21日
000028 4000064448 吉田製パン所 679-1104 多可郡多可町中区田野口298 795320368 菓子製造業 一般 吉田 政治 北播(加健)第312-96 平成29年7月31日 令和5年8月31日 平成3年8月5日
000028 4000064454 キタガキ食料品店 679-1102 多可郡多可町中区安楽田456 795323238 魚介類販売業 一般 北垣 保弘 北播(加健)第312-83 令和3年8月10日 令和9年8月31日 令和3年8月10日
000028 4000064462 鳥まさ 679-1106 多可郡多可町中区高岸23-2 795323870 飲食店営業(4)その他 一般 中井 正一 北播(加健)第312-30 平成30年4月25日 令和6年5月31日 平成4年3月24日
000028 4000064473 創作料理金高 679-1201 多可郡多可町加美区豊部224-3 795351065 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 金高 悟 北播(加健)第312-149 平成29年11月6日 令和5年11月30日 平成11年11月29日
000028 4000064485 古時計 679-1211 多可郡多可町加美区寺内129-1 795350077 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 徳岡 良典 北播(加健)第312-18 平成30年4月19日 令和6年5月31日 平成9年9月10日
000028 4000064487 みそもち会館 679-1211 多可郡多可町加美区寺内137-1 795350181 菓子製造業 一般 みのり農業協同組合 代表理事組合長 神澤 友重 673-1431 兵庫県加東市社1777-1 795425141 北播(加健)第312-64 令和2年5月27日 令和8年5月31日 平成8年3月15日
000028 4000064488 みそもち会館 679-1211 多可郡多可町加美区寺内137-1 795350181 みそ製造業 一般 みのり農業協同組合 代表理事組合長 神澤 友重 673-1431 兵庫県加東市社1777-1 795425141 北播(加健)第312-63 令和2年5月27日 令和8年5月31日 平成8年3月15日
000028 4000064490 みのり農協　養鶏事業所 679-1211 多可郡多可町加美区寺内90-1 795351026 飲食店営業(4)その他 一般 みのり農業協同組合 代表理事組合長 神澤 友重 673-1431 兵庫県加東市社1777-1 795425141 北播(加健)第312-90 令和4年10月19日 令和10年11月30日 令和4年10月19日
000028 4000064497 喫茶吟画亭 679-1211 多可郡多可町加美区寺内425-1 795351411 飲食店営業(4)その他 一般 山倉 淳子 北播(加健)第312-81 令和2年7月8日 令和8年8月31日 平成8年7月25日
000028 4000064500 料理旅館月花楼 679-1212 多可郡多可町加美区西脇135-11 795350019 飲食店営業(3)旅館 一般 足立 義昭 北播(加健)第312-148 平成29年11月6日 令和5年11月30日 昭和56年11月30日
000028 4000064514 みのり農協　養鶏事業所 679-1213 多可郡多可町加美区山野部161-1 795351026 食肉処理業 一般 みのり農業協同組合 代表理事組合長 神澤 友重 673-1431 兵庫県加東市社1777-1 795425141 北播(加健)第312-59 平成30年5月18日 令和6年5月31日 平成4年3月24日
000028 4000064516 杉原川 679-1201 多可郡多可町加美区豊部1048-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮岡 啓子 北播(加健)第312-25 令和3年4月28日 令和9年5月31日 平成9年4月25日
000028 4000064533 三福 679-1332 多可郡多可町加美区大袋27-4 795361117 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 京崎 文雄 北播(加健)第312-235 令和3年1月21日 令和9年2月28日 平成8年12月16日
000028 4000064538 一休さん 679-1332 多可郡多可町加美区大袋字三田市235-9 795361251 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上郡 近雄 北播(加健)第312-41 令和2年5月1日 令和8年5月31日 昭和63年5月12日
000028 4000064551 （株）かみ物産センター 679-1322 多可郡多可町加美区鳥羽733-1 795361919 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社かみ物産センター 代表取締役 佐藤 彰浩 679-1322 兵庫県多可郡多可町加美区鳥羽733-1 795361919 北播(加健)第312-130 令和2年10月9日 令和8年11月30日 平成8年9月27日
000028 4000064558 本庄泰盛堂 679-1333 多可郡多可町加美区三谷128-5 795360052 菓子製造業 一般 本庄 勝 北播(加健)第312-26 令和3年4月28日 令和9年5月31日 昭和33年6月9日
000028 4000064567 戎屋 679-1331 多可郡多可町加美区丹治515-4 795360029 飲食店営業(3)旅館 一般 今中 茂 北播(加健)第312-160 令和4年2月9日 令和10年2月29日 令和4年2月9日
000028 4000064581 そらまめ農場菓子工房 679-1326 多可郡多可町加美区西山55 795361336 菓子製造業 一般 森野 恵里子 北播(加健)第312-79 令和3年8月3日 令和9年8月31日 令和3年8月3日
000028 4000064589 有限会社アリノベ　八千代工場 677-0121 多可郡多可町八千代区中野間458 795370347 食肉処理業 一般 有限会社アリノベ 代表取締役 有延 秀棋 679-1134 兵庫県多可郡多可町中区茂利207-1 795323009 北播(加健)第312-110 令和1年11月6日 令和7年11月30日 平成4年9月17日
000028 4000064594 エーデルささゆり 677-0121 多可郡多可町八千代区中野間363-13 795371200 飲食店営業(3)旅館 一般 多可町 町長 吉田 一四 679-1113 兵庫県多可郡多可町中区中村町123 795322380 北播(加健)第312-37 令和4年5月24日 令和10年5月31日 令和4年5月24日
000028 4000064595 喫茶やすらぎ 677-0121 多可郡多可町八千代区中野間668-1 795371317 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 渡辺 隆造 北播(加健)第312-89 令和2年7月14日 令和8年8月31日 平成5年7月16日
000028 4000064596 大西 677-0121 多可郡多可町八千代区中野間275-84 795370618 飲食店営業(4)その他 一般 大西 としを 北播(加健)第312-153 平成29年11月6日 令和5年11月30日 昭和45年11月9日
000028 4000064612 池田さんちの納豆 677-0101 多可郡多可町八千代区大屋469 795371619 納豆製造業 一般 池田 剛康 北播(加健)第312-29 令和2年4月22日 令和8年5月31日 平成5年4月19日
000028 4000064617 上田商店 677-0132 多可郡多可町八千代区大和1528-2 795380196 魚介類販売業 一般 上田 桂 北播(加健)第312-90 令和1年10月23日 令和7年11月30日 昭和52年9月9日
000028 4000064637 特産物加工体験施設エアレーベン八千代 677-0121 多可郡多可町八千代区中野間363-14 795372211 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 兵庫県多可郡多可町 町長 吉田 一四 679-1113 兵庫県多可郡多可町中区中村町123 795322380 北播(加健)第312-29 令和3年4月28日 令和9年5月31日 平成9年4月17日
000028 4000064652 京屋 679-0316 西脇市黒田庄町大門81-3 795282029 菓子製造業 一般 岸 宏之 北播(加健)第312-132 令和3年11月19日 令和9年11月30日 令和3年11月19日
000028 4000064653 岡井食料品店 679-0316 西脇市黒田庄町大門92-2 795282349 魚介類販売業 一般 岡井 達己 北播(加健)第312-155 令和4年1月31日 令和10年2月29日 令和4年1月31日
000028 4000064658 喜楽食堂 679-0311 西脇市黒田庄町喜多335 795282435 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 荒木 幸江 北播(加健)第312-212 平成30年2月7日 令和6年2月29日 昭和49年2月22日
000028 4000064660 みゆき 679-0311 西脇市黒田庄町喜多332-1 795283273 飲食店営業(4)その他 一般 岩崎 美代 北播(加健)第312-148 令和2年10月19日 令和8年11月30日 平成1年11月6日
000028 4000064662 日の出精肉店 679-0311 西脇市黒田庄町喜多225-1 795282828 飲食店営業(4)その他 露店 飛田 春子 北播(加健)第312-101 令和1年10月30日 令和6年11月30日 昭和56年11月13日
000028 4000064663 日の出精肉店 679-0311 西脇市黒田庄町喜多225-1 795282828 食肉販売業 一般 飛田 春子 北播(加健)第312-55 平成30年5月14日 令和6年5月31日 昭和52年4月14日
000028 4000064694 松ヶ瀬 679-0321 西脇市黒田庄町田高150-2 795282255 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤本 秀典 北播(加健)第312-152 令和4年1月27日 令和10年2月29日 令和4年1月27日
000028 4000064700 炭火焼とり　鳥よし 679-0304 西脇市黒田庄町船町560-1 795284652 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大石 貴正 北播(加健)第312-153 令和4年1月27日 令和10年2月29日 令和4年1月27日
000028 4000064750 大日食堂 677-0054 西脇市野村町1259 795232839 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小谷 貞幸 北播(加健)第312-14 令和4年4月19日 令和10年5月31日 令和4年4月19日
000028 4000064754 すし善 677-0054 西脇市野村町1796-263 231919 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 野々村 義男 北播(加健)第312-3 令和3年4月15日 令和9年5月31日 昭和54年3月28日
000028 4000064762 （有）菓子司さかもと 677-0054 西脇市野村町1796-21 795225404 菓子製造業 一般 有限会社菓子司さかもと 代表取締役 坂本 伸之 677-0054 兵庫県西脇市野村町1796番地の21 795225404 北播(加健)第312-52 平成29年5月12日 令和5年5月31日 平成3年5月20日
000028 4000064763 お好み焼き工房つばきや 677-0054 西脇市野村町1795-194 795229397 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社つばきや 代表取締役 西村 憲二 677-0054 兵庫県西脇市野村町1795-194 795231764 北播(加健)第312-80 令和2年7月8日 令和8年8月31日 平成5年7月7日
000028 4000064764 まさみ寿し 677-0054 西脇市野村町1252-2 795233396 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 廣内 正美 北播(加健)第312-15 令和4年4月19日 令和10年5月31日 令和4年4月19日
000028 4000064766 御越安 677-0054 西脇市野村町1795-190 795225837 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 （株）御越安 代表取締役 加東 一成 677-0054 兵庫県西脇市野村町1795-190 795225837 北播(加健)第312-199 平成30年1月29日 令和6年2月29日 平成4年1月31日
000028 4000064770 喫茶リラ 677-0054 西脇市野村町786-2 795222306 飲食店営業(4)その他 一般 長井 敏男 北播(加健)第312-97 令和1年10月23日 令和7年11月30日 昭和46年9月22日
000028 4000064773 居酒屋順天 677-0054 西脇市野村町1251-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田口 順一 北播(加健)第312-140 令和5年1月26日 令和11年2月28日 令和5年1月26日
000028 4000064784 ローソン西脇野村店 677-0054 西脇市野村町字イノバ1401-32 795236345 飲食店営業(4)その他 一般 鈴木酒販有限会社 代表取締役 鈴木 秀紀 677-0054 兵庫県西脇市野村町961-2 795222235 北播(加健)第312-125 令和2年10月8日 令和8年11月30日 昭和63年9月7日
000028 4000064801 原田鮮魚株式会社 677-0054 西脇市野村町800-1 795224859 そうざい製造業 一般 原田鮮魚株式会社 代表取締役 原田 眞年 677-0054 兵庫県西脇市野村町800-6 795224859 北播(加健)第312-33 令和2年4月22日 令和8年5月31日 昭和58年4月23日
000028 4000064802 原田鮮魚株式会社 677-0054 西脇市野村町800-1 795224859 魚介類せり売営業 一般 原田鮮魚株式会社 代表取締役 原田 眞年 677-0054 兵庫県西脇市野村町800-6 795224859 北播(加健)第312-139 令和2年10月13日 令和8年11月30日 昭和58年9月29日
000028 4000064810 日本料理三玄 677-0054 西脇市野村町1796-219 795222156 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社三玄 代表取締役 久保 良雄 677-0054 兵庫県西脇市野村町1796-219 795222156 北播(加健)第312-108 令和1年11月6日 令和7年11月30日 平成4年10月12日
000028 4000064816 虎胃安来留 677-0054 西脇市野村町1813-37 795236096 飲食店営業(4)その他 一般 伊藤 重信 北播(加健)第312-63 平成30年5月28日 令和6年5月31日 平成4年5月11日
000028 4000064851 味楽苑 677-0054 西脇市野村町1796-284 795238263 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松倉 清敏 北播(加健)第312-13 令和4年4月19日 令和10年5月31日 令和4年4月19日
000028 4000064852 てらミート 677-0054 西脇市野村町800-1 795222922 食肉販売業 一般 株式会社ティー・ユー・ティー 代表取締役 清水 正和 669-3141 兵庫県丹波市山南町奥182番地9 795705100 北播(加健)第312-146 令和5年1月31日 令和11年2月28日 令和5年1月31日
000028 4000064853 てらミート 677-0054 西脇市野村町800-1 795222922 そうざい製造業 一般 株式会社ティー・ユー・ティー 代表取締役 清水 正和 669-3141 兵庫県丹波市山南町奥182番地9 795705100 北播(加健)第312-147 令和5年1月31日 令和11年2月28日 令和5年1月31日
000028 4000064856 フレッシュバザール西脇野村店 677-0054 西脇市野村町字大門1265 795240310 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15番地 773220001 北播(加健)第312-83 平成29年7月21日 令和5年8月31日 平成11年6月18日
000028 4000064857 フレッシュバザール西脇野村店 677-0054 西脇市野村町字大門1265 795240310 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15番地 773220001 北播(加健)第312-84 平成29年7月21日 令和5年8月31日 平成11年6月18日
000028 4000064860 フレッシュバザール西脇野村店 677-0054 西脇市野村町字大門1265 795240310 魚介類販売業 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15番地 773220001 北播(加健)第312-87 平成29年7月21日 令和5年8月31日 平成11年6月18日



000028 4000064870 美喜屋 679-1113 多可郡多可町中区中村町下川原301-1 795320152 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 古石 弥壽雄 北播(加健)第312-29 平成30年4月25日 令和6年5月31日 昭和57年4月19日
000028 4000064874 （有）石塚商店ひょうたんや 679-1113 多可郡多可町中区中村町95-3 795322260 そうざい製造業 一般 （有）石塚商店 代表取締役 石塚 龍夫 679-1113 兵庫県多可郡多可町中区中村町95-3 795322260 北播(加健)第312-31 平成30年4月25日 令和6年5月31日 平成12年4月28日
000028 4000064885 スナック由利 679-1113 多可郡多可町中区中村町30-1 795320275 飲食店営業(4)その他 一般 金沢 巨子 北播(加健)第312-166 令和4年2月14日 令和9年2月28日 令和4年2月14日
000028 4000064886 ニューミキヤ 679-1113 多可郡多可町中区中村町字下川原303-2 795323010 飲食店営業(4)その他 一般 古石 弘美 北播(加健)第312-174 令和2年2月6日 令和8年2月28日 昭和47年1月31日
000028 4000064893 割烹梅久 679-1111 多可郡多可町中区鍛冶屋542-3 795320206 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 梅田 隆久 北播(加健)第312-81 平成29年7月19日 令和5年8月31日 平成3年7月18日
000028 4000064894 焼肉鼓煌 679-1111 多可郡多可町中区鍛冶屋153-5 795321232 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高山 浩二 北播(加健)第312-134 平成30年10月24日 令和6年11月30日 平成12年11月29日
000028 4000064895 魚惣 679-1111 多可郡多可町中区鍛冶屋538 795320337 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 丸岡 賢之 北播(加健)第312-150 平成29年11月1日 令和5年11月30日 昭和57年10月22日
000028 4000064921 クワムラ食品株式会社 679-1131 多可郡多可町中区曽我井893 795322003 食肉販売業 一般 クワムラ食品株式会社 代表取締役 吉井 一彦 679-1131 兵庫県多可郡多可町中区曽我井893 795322003 北播(加健)第312-133 平成30年10月24日 令和6年11月30日 平成7年9月21日
000028 4000064925 クワムラ食品株式会社 679-1131 多可郡多可町中区曽我井893 795322003 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 クワムラ食品株式会社 代表取締役 吉井 一彦 679-1131 兵庫県多可郡多可町中区曽我井893 795322003 北播(加健)第312-38 平成30年4月26日 令和6年5月31日 平成4年3月31日
000028 4000064926 クワムラ食品株式会社 679-1131 多可郡多可町中区曽我井893 795322003 魚肉ねり製品製造業 一般 クワムラ食品株式会社 代表取締役 吉井 一彦 679-1131 兵庫県多可郡多可町中区曽我井893 795322003 北播(加健)第312-187 平成30年1月18日 令和6年2月29日 平成12年2月29日
000028 4000064927 クワムラ食品株式会社 679-1131 多可郡多可町中区曽我井893 795322003 食肉製品製造業 一般 クワムラ食品株式会社 代表取締役 吉井 一彦 679-1131 兵庫県多可郡多可町中区曽我井893 795322003 北播(加健)第312-270 令和3年2月10日 令和9年2月28日 昭和54年2月26日
000028 4000064937 ひょうたんや 679-1124 多可郡多可町中区森本字上嶋原196 795324000 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社石塚商店 代表取締役 石塚 龍夫 679-1113 兵庫県多可郡多可町中区中村町95-3 795322260 北播(加健)第312-124 令和1年11月11日 令和7年11月30日 平成4年11月17日
000028 4000064939 ひょうたんや 679-1124 多可郡多可町中区森本字上嶋原196 795324000 魚介類販売業 一般 有限会社石塚商店 代表取締役 石塚 龍夫 679-1113 兵庫県多可郡多可町中区中村町95-3 795322260 北播(加健)第312-126 令和1年11月11日 令和7年11月30日 平成4年11月17日
000028 4000064940 ひょうたんや 679-1124 多可郡多可町中区森本字上嶋原196 795324000 食肉販売業 一般 有限会社石塚商店 代表取締役 石塚 龍夫 679-1113 兵庫県多可郡多可町中区中村町95-3 795322260 北播(加健)第312-127 令和1年11月11日 令和7年11月30日 平成4年11月17日
000028 4000064941 畑やんラーメン 679-1124 多可郡多可町中区森本805-10 795322981 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 畑 純司 北播(加健)第312-76 平成29年7月13日 令和5年8月31日 平成11年7月30日
000028 4000064959 ポプラ 679-1135 多可郡多可町中区安坂522-40 795323432 飲食店営業(4)その他 一般 清水 カヅ子 北播(加健)第312-67 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日
000028 4000064966 (有)アリノベ 679-1134 多可郡多可町中区茂利207-1 795323009 食肉販売業 一般 有限会社アリノベ 代表取締役 有延 秀棋 679-1134 兵庫県多可郡多可町中区茂利207-1 795323009 北播(加健)第312-233 令和3年1月21日 令和9年2月28日 平成9年1月20日
000028 4000064968 (有)アリノベ 679-1134 多可郡多可町中区茂利207-1 795323009 食肉処理業 一般 有限会社アリノベ 代表取締役 有延 秀棋 679-1134 兵庫県多可郡多可町中区茂利207-1 795323009 北播(加健)第312-10 令和4年4月18日 令和11年5月31日 令和4年4月18日
000028 4000064969 有延鶏肉店 679-1134 多可郡多可町中区茂利499 795320097 食肉処理業 一般 有延 義一 北播(加健)第312-152 平成29年11月1日 令和5年11月30日 昭和56年9月22日
000028 4000064970 喫茶お食事ケヤキ 679-1134 多可郡多可町中区茂利20中コミュニティプラザ内 795322860 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 島田 京子 北播(加健)第312-103 令和3年10月11日 令和9年11月30日 令和3年10月11日
000028 4000064976 アヴォンリーハウス 679-1134 多可郡多可町中区茂利74 795323838 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 德岡 雅幸 北播(加健)第312-26 平成31年4月24日 令和7年5月31日 平成5年5月26日
000028 4000065010 琴紅 679-1114 多可郡多可町中区岸上281-169 795323702 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 廣中 洋二 北播(加健)第312-144 令和4年1月20日 令和10年2月29日 令和4年1月20日
000028 4000065023 ＶＩＰ 679-1106 多可郡多可町中区高岸五反田22 795324184 飲食店営業(4)その他 一般 藤本 壽代 北播(加健)第312-25 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 4000065030 はせがわ製菓有限会社 677-0066 西脇市水尾町233 795270005 菓子製造業 一般 はせがわ製菓有限会社 代表取締役 北誥 裕司 677-0066 兵庫県西脇市水尾町233 795270005 北播(加健)第312-142 令和2年10月15日 令和8年11月30日 平成8年11月20日
000028 4000065034 明楽堂ベーカリー 677-0067 西脇市明楽寺町798 795270029 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 田村 隆光 北播(加健)第312-66 令和3年7月28日 令和9年8月31日 令和3年7月28日
000028 4000065035 明楽堂ベーカリー 677-0067 西脇市明楽寺町798 795270029 菓子製造業 一般 田村 隆光 北播(加健)第312-132 平成29年10月31日 令和5年11月30日 平成6年11月15日
000028 4000065036 おくんさん 677-0067 西脇市明楽寺町217-1 795270734 飲食店営業(4)その他 一般 山田 眞都美 北播(加健)第312-92 平成29年7月25日 令和5年8月31日 昭和56年7月4日
000028 4000065075 ビジネス旅館桜川 677-0053 西脇市和布町197 795235048 飲食店営業(3)旅館 一般 藤原 禎子 北播(加健)第312-67 令和3年7月28日 令和9年8月31日 令和3年7月28日
000028 4000065077 甘党の店よりふじ 677-0015 西脇市西脇361 220113 菓子製造業 一般 寄藤 隼司 北播(加健)第312-5 令和3年4月16日 令和9年5月31日 昭和51年3月12日
000028 4000065079 一番 677-0053 西脇市和布町字谷筋190-33 795225753 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北播(加健)第312-137 令和2年10月13日 令和8年11月30日 昭和59年11月27日
000028 4000065095 いろ鳥どり 677-0053 西脇市和布町出島168-14 795228848 飲食店営業(4)その他 一般 齋藤 慎久 北播(加健)第312-151 令和2年1月21日 令和8年2月28日 平成4年12月7日
000028 4000065132 スナック都 677-0015 西脇市西脇528-2 795231730 飲食店営業(4)その他 一般 都 紀子 北播(加健)第312-93 令和3年8月17日 令和9年8月31日 令和3年8月17日
000028 4000065138 冨久美寿司 677-0015 西脇市西脇４７－４ 795226318 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 竹添 寛 北播(加健)第312-261 令和3年1月28日 令和9年2月28日 平成8年12月6日
000028 4000065139 ふじや寿し 677-0016 西脇市高田井町363-2パティオセレッソ102号 795231303 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 大輔 北播(加健)第312-86 平成30年7月25日 令和6年8月31日 平成12年7月28日
000028 4000065147 有限会社松家製麺所 677-0015 西脇市西脇7-1 795226319 めん類製造業 一般 有限会社松家製麺所 取締役 松家 啓二 677-0015 兵庫県西脇市西脇7-1及2 795226319 北播(加健)第312-85 平成30年7月25日 令和6年8月31日 昭和40年6月12日
000028 4000065153 あたりや 677-0015 西脇市西脇103-8 795225760 飲食店営業(4)その他 一般 厳 浮竜 北播(加健)第312-156 平成29年11月7日 令和5年11月30日 昭和56年11月2日
000028 4000065157 スナックローゼ 677-0016 西脇市高田井町828 795220068 飲食店営業(4)その他 一般 山口 理栄子 北播(加健)第312-114 平成30年8月22日 令和6年8月31日 平成4年8月24日
000028 4000065159 そらとぶじゅうたん 677-0016 西脇市高田井町字大蔵194-1 795227201 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岸田 武志 北播(加健)第312-105 令和1年10月30日 令和7年11月30日 平成4年10月6日
000028 4000065172 吾味鳥 677-0015 西脇市西脇917-5 795227756 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大西 一生 北播(加健)第312-19 令和2年4月23日 令和8年5月31日 昭和47年3月17日
000028 4000065193 ゴールデンバレーゴルフ倶楽部インコース 677-0033 西脇市鹿野町比延山1353-9 795235855 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 5017452815 北播(加健)第312-214 令和2年11月25日 令和8年11月30日 昭和63年10月18日
000028 4000065194 ゴールデンバレーゴルフ倶楽部アウトコース 677-0033 西脇市鹿野町比延山1353-9 795235855 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 5017452815 北播(加健)第312-215 令和2年11月25日 令和8年11月30日 昭和63年10月18日
000028 4000065195 三井住友銀行西脇支店シダックス店 677-0015 西脇市西脇951 795225671 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 シダックスコントラクトフードサービス株式会社 代表取締役 佐藤 好男 182-0021 東京都調布市調布ケ丘三丁目6番地3 424898911 北播(加健)第312-100 令和2年7月22日 令和8年8月31日 平成8年7月24日
000028 4000065196 ゴールデンバレーゴルフ倶楽部食堂 677-0033 西脇市鹿野町比延山1353-9 795235855 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 5017452815 北播(加健)第312-216 令和2年11月25日 令和8年11月30日 昭和63年10月18日
000028 4000065199 カラオケスナック砂場 677-0032 西脇市中畑町9-1 飲食店営業(4)その他 一般 岡崎 延明 北播(加健)第312-19 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 4000065204 竹の子 677-0037 西脇市比延町915-77 795236123 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 功 北播(加健)第312-48 令和3年5月17日 令和8年5月31日 昭和63年4月7日
000028 4000065214 住吉屋 677-0015 西脇市西脇974-7 795223198 菓子製造業 一般 廣田 眞智子 北播(加健)第312-10 平成30年4月13日 令和5年5月31日 昭和33年4月8日
000028 4000065223 るぴなす 677-0015 西脇市西脇974 795222284 飲食店営業(4)その他 一般 西村 繁 北播(加健)第312-19 平成30年4月19日 令和6年5月31日 昭和40年3月3日
000028 4000065229 喫茶マロン 677-0015 西脇市西脇999-3 795225578 飲食店営業(4)その他 一般 林 良一 北播(加健)第312-182 平成30年1月18日 令和6年2月29日 昭和61年12月9日
000028 4000065250 群青 677-0015 西脇市西脇995-3 795221613 飲食店営業(4)その他 一般 西岡 かすみ 北播(加健)第312-250 令和3年1月25日 令和9年2月28日 平成9年2月17日
000028 4000065256 奥宮 677-0055 西脇市高松町188-43 795234109 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 奥宮 勇 北播(加健)第312-33 平成29年4月27日 令和5年5月31日 平成3年3月1日
000028 4000065260 ＪＯＹ（ジョイ） 677-0055 西脇市高松町504-1 795221997 飲食店営業(4)その他 一般 大久保 均 北播(加健)第312-101 令和2年7月22日 令和8年8月31日 昭和63年6月14日
000028 4000065313 有限会社四川菜館 677-0015 西脇市西脇1137-2 795228534 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社四川菜館 代表取締役 小林 愼太郎 677-0015 兵庫県西脇市西脇1131番地の1 795228534 北播(加健)第312-71 令和4年8月3日 令和10年8月31日 令和4年8月3日
000028 4000065319 スナックアルジャーノン 677-0015 西脇市西脇67-1 795222883 飲食店営業(4)その他 一般 津元 康次 北播(加健)第312-117 平成29年10月12日 令和5年11月30日 平成11年9月27日
000028 4000065327 八○亭 677-0015 西脇市西脇173-7 795234781 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 閑念 武司 北播(加健)第312-26 令和4年5月12日 令和10年5月31日 令和4年5月12日
000028 4000065331 パブスナックＢＡＭＢＯＯ 677-0015 西脇市西脇67-4 795240511 飲食店営業(4)その他 一般 津元 右次 北播(加健)第312-97 令和3年8月23日 令和9年8月31日 令和3年8月23日
000028 4000065333 ｊｕｎｅじゅん 677-0015 西脇市西脇296-1 795236002 飲食店営業(4)その他 一般 林 洵子 北播(加健)第312-94 平成29年7月31日 令和5年8月31日 平成11年6月18日
000028 4000065334 コジロ 677-0015 西脇市西脇264 795222772 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小東 清重 北播(加健)第312-96 令和3年8月23日 令和9年8月31日 令和3年8月23日
000028 4000065342 つぼ八西脇店 677-0052 西脇市和田町253 795247788 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社けんじフードサービス 代表取締役 森脇 和成 677-0052 兵庫県西脇市和田町253 795231958 北播(加健)第312-77 平成30年7月20日 令和6年8月31日 平成12年7月14日
000028 4000065350 日の出精肉店 677-0015 西脇市西脇167 795223141 食肉販売業 一般 西山 康之 北播(加健)第312-45 令和2年5月18日 令和8年5月31日 昭和47年5月16日
000028 4000065354 マルシゲ 677-0015 西脇市西脇167 795222389 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 釜須 由勝 北播(加健)第312-17 令和3年4月27日 令和9年5月31日 昭和59年3月14日
000028 4000065362 ひかり食堂 677-0015 西脇市西脇1224 795224465 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 熊原 登 北播(加健)第312-78 平成30年7月20日 令和6年8月31日 昭和52年8月17日
000028 4000065364 岩井堂 677-0015 西脇市西脇1233 795227136 菓子製造業 一般 廣田 直紀 北播(加健)第312-156 令和5年2月15日 令和10年2月29日 令和5年2月15日
000028 4000065382 喫茶くるみ 677-0043 西脇市下戸田38-1 795231798 飲食店営業(4)その他 一般 山本 光子 北播(加健)第312-90 令和2年7月15日 令和8年8月31日 昭和50年6月27日
000028 4000065383 焼肉の丸伸 677-0065 西脇市岡崎町460 795270560 飲食店営業(4)その他 一般 乾 伸二郎 北播(加健)第312-197 令和2年10月30日 令和8年11月30日 昭和58年11月22日
000028 4000065384 丸伸精肉店 677-0065 西脇市岡崎町462-26 795270702 食肉販売業 一般 乾 伸二郎 北播(加健)第312-9 令和4年4月18日 令和10年5月31日 令和4年4月18日
000028 4000065399 志ら川 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 白川 昭二 北播(加健)第312-112 令和1年11月6日 令和6年11月30日 平成2年11月13日
000028 4000065409 白川商店（№2） 000-0000 西脇市、多可郡、三木市、小野市、加東市加西市、加古川市、丹波市 795223908 喫茶店営業 露店 白川 昭二 北播(加健)第312-52 令和2年5月20日 令和7年5月31日 平成8年5月31日
000028 4000065416 白川商店 677-0003 西脇市西田町350-1 795223908 アイスクリーム類製造業 一般 白川 昭二 北播(加健)第312-51 令和2年5月20日 令和8年5月31日 平成8年5月31日
000028 4000065419 宇野製菓所 677-0003 西脇市西田町55-1 795223909 菓子製造業 一般 宇野 義明 北播(加健)第312-80 令和1年10月11日 令和7年11月30日 平成7年11月10日
000028 4000065420 宇野製菓所 677-0003 西脇市西田町55-1 795223909 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 宇野 義明 北播(加健)第312-95 令和3年8月19日 令和9年8月31日 令和3年8月19日
000028 4000065428 あじ処村上 677-0043 西脇市下戸田154-1 795235388 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 村上 佐喜夫 北播(加健)第312-275 令和3年2月16日 令和9年2月28日 平成5年12月20日
000028 4000065470 味工房源氏寿し 677-0043 西脇市下戸田27ニューセンター内 795228930 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 近澤 芳彦 北播(加健)第312-5 令和5年4月20日 令和11年5月31日 令和5年4月20日
000028 4000065475 焼き鳥ふじ 677-0014 西脇市郷瀬町138 795233957 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤本 篤子 北播(加健)第312-122 令和3年11月5日 令和9年11月30日 令和3年11月5日
000028 4000065485 西脇市立老人保健施設しばざくら荘 677-0035 西脇市上戸田194-1 795235958 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 富士産業株式会社 代表取締役 中村 勝彦 105-0004 東京都港区新橋5-32-7ＦＩビル 354006111 北播(加健)第312-43 令和2年5月13日 令和8年5月31日 平成5年5月20日
000028 4000065528 ＣＲＡＺＹ－クレイジー－ 677-0003 西脇市西田町181-1 795229581 飲食店営業(4)その他 一般 寺尾 賢一 北播(加健)第312-93 平成30年8月3日 令和6年8月31日 平成12年6月13日
000028 4000065531 マックスバリュ西日本株式会社西脇小坂店 677-0017 西脇市小坂町大歳180-1 795241271 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第312-179 令和2年2月14日 令和8年2月28日 平成13年1月16日
000028 4000065533 マックスバリュ西日本株式会社西脇小坂店 677-0017 西脇市小坂町大歳180-1 795241271 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第312-180 令和2年2月14日 令和8年2月28日 平成13年1月16日
000028 4000065535 ローソン西脇上戸田店 677-0035 西脇市上戸田67 795230115 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社高瀬企画 代表取締役 高瀬 正彦 677-0015 兵庫県西脇市西脇972 795223601 北播(加健)第312-3 平成31年4月5日 令和8年5月31日 平成12年5月17日
000028 4000065537 マックスバリュ西日本株式会社西脇小坂店 677-0017 西脇市小坂町大歳180-1 795241271 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第312-182 令和2年2月14日 令和8年2月28日 平成13年1月16日
000028 4000065538 マックスバリュ西日本株式会社西脇小坂店 677-0017 西脇市小坂町大歳180-1 795241271 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第312-183 令和2年2月14日 令和8年2月28日 平成13年1月16日
000028 4000065540 マックスバリュ西日本株式会社西脇小坂店 677-0017 西脇市小坂町大歳180-1 795241271 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第312-184 令和2年2月14日 令和8年2月28日 平成13年1月16日
000028 4000065541 マックスバリュ西日本株式会社西脇小坂店 677-0017 西脇市小坂町大歳180-1 795241271 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第312-185 令和2年2月14日 令和8年2月28日 平成13年1月16日
000028 4000065568 お食事処大門 677-0033 西脇市鹿野町1136 795232510 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岸本 正博 北播(加健)第312-263 令和3年1月29日 令和9年2月28日 昭和63年12月26日
000028 4000065580 むさし 677-0044 西脇市上野350 795226746 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 荻野 晋悟 北播(加健)第312-127 平成29年10月24日 令和5年11月30日 昭和61年11月1日
000028 4000065587 西脇市立青年の家 677-0039 西脇市上比延町字伊勢山1434-8 795223703 飲食店営業(3)旅館 一般 西脇市 市長 片山 象三 677-0043 兵庫県西脇市下戸田128番地の1 795223111 北播(加健)第312-115 令和3年10月22日 令和9年11月30日 令和3年10月22日
000028 4000065595 花園 677-0044 西脇市上野86-2 795221173 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡田 唯一 北播(加健)第312-3 平成30年4月11日 令和6年5月31日 昭和57年3月27日
000028 4000065598 高瀬味噌株式会社 677-0044 西脇市上野芝添362-3 795222243 醤油製造業 一般 高瀬味噌株式会社 代表取締役 高瀬 幸一郎 677-0015 兵庫県西脇市西脇483 795222243 北播(加健)第312-231 令和3年1月21日 令和9年2月28日 昭和33年1月28日
000028 4000065599 高瀬味噌株式会社 677-0044 西脇市上野芝添362-3 795222243 みそ製造業 一般 高瀬味噌株式会社 代表取締役 高瀬 幸一郎 677-0015 兵庫県西脇市西脇483 795222243 北播(加健)第312-130 令和1年11月12日 令和7年11月30日 昭和50年11月15日
000028 4000065608 スナック艶歌 677-0044 西脇市上野348-8 795220841 飲食店営業(4)その他 一般 見坂 三紀代 北播(加健)第312-201 令和2年11月5日 令和8年11月30日 平成8年10月31日
000028 4000065609 ピーターパン 677-0044 西脇市上野218 795224834 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社ピーターパン 代表取締役 西脇 正典 677-0015 兵庫県西脇市西脇569-1 795233522 北播(加健)第312-105 令和3年10月14日 令和9年11月30日 令和3年10月14日
000028 4000065612 ピーターパン 677-0044 西脇市上野218 795224834 菓子製造業 一般 株式会社ピーターパン 代表取締役 西脇 正典 677-0015 兵庫県西脇市西脇569-1 795233522 北播(加健)第312-106 令和3年10月14日 令和9年11月30日 令和3年10月14日
000028 4000065617 小僧寿し西脇店 677-0044 西脇市上野119 795235421 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社サニーフーヅ 代表取締役 中村 彰宏 780-0083 高知県高知市北御座9番11号 888788925 北播(加健)第312-1 令和5年4月14日 令和11年5月31日 令和5年4月14日
000028 4000065618 王将 677-0044 西脇市上野字東谷83 795223340 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社関西ネットサービス 代表取締役 渡邊 時宗 677-0057 兵庫県西脇市野村町茜が丘6-2 795252217 北播(加健)第312-92 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成4年7月16日
000028 4000065645 ひょうたん島 677-0044 西脇市上野185 795234827 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高山 順子 北播(加健)第312-151 令和4年1月27日 令和10年2月29日 令和4年1月27日
000028 4000065648 翠蓮 677-0014 西脇市郷瀬町79-1 795226671 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社翠蓮 代表取締役 笹倉 章夫 677-0014 兵庫県西脇市郷瀬町79-1 795226671 北播(加健)第312-107 平成29年8月15日 令和5年8月31日 平成11年8月5日
000028 4000065666 みのり農協　養鶏事業所 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 795351026 飲食店営業(4)その他 露店 みのり農業協同組合 代表理事組合長 神澤 友重 673-1431 兵庫県加東市社1777-1 795425141 北播(加健)第312-23 令和3年4月28日 令和8年5月31日 平成9年5月16日
000028 4000065668 尾形商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 尾形 明子 北播(加健)第312-107 令和1年11月6日 令和6年11月30日 平成2年11月13日
000028 4000065670 霧島 677-0024 西脇市嶋446-1 795226243 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤本 昭夫 北播(加健)第312-35 平成30年4月27日 令和6年5月31日 昭和52年4月28日
000028 4000065673 津万松月楼 677-0024 西脇市嶋164 795222300 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 徳岡 貞義 北播(加健)第312-92 令和3年8月17日 令和9年8月31日 令和3年8月17日
000028 4000065682 まっさん 677-0022 西脇市寺内446-1 795241228 飲食店営業(4)その他 一般 松本 まり子 北播(加健)第312-177 平成30年1月12日 令和6年2月29日 平成12年1月5日
000028 4000065691 お好みハウス味紀 677-0013 西脇市日野町252-5 795236172 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 廣田 きみよ 北播(加健)第312-117 令和4年11月16日 令和10年11月30日 令和4年11月16日
000028 4000065695 お多福 677-0018 西脇市富田町100-4 795224282 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 藤田 登 北播(加健)第312-149 令和2年1月21日 令和8年2月28日 昭和50年1月7日
000028 4000065700 鳥一西山 677-0026 西脇市坂本36-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西山 悟 北播(加健)第312-110 令和4年11月10日 令和10年11月30日 令和4年11月10日
000028 4000065717 新兵衛 677-0017 西脇市小坂町149-3 795227412 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 足立 義博 北播(加健)第312-8 令和4年4月18日 令和10年5月31日 令和4年4月18日
000028 4000065914 和風居酒屋まゆみ 677-0043 西脇市下戸田27-1 飲食店営業(4)その他 一般 髙瀬 眞由美 北播(加健)第312-70 令和1年8月30日 令和7年8月31日 平成13年7月31日
000028 4000065915 みのり農協　養鶏事業所 679-1213 多可郡多可町加美区山野部161-1 795351026 食肉販売業 一般 みのり農業協同組合 代表理事組合長 神澤 友重 673-1431 兵庫県加東市社1777-1 795425141 北播(加健)第312-55 令和1年7月25日 令和7年8月31日 平成13年7月31日
000028 4000066082 森脇屋 679-0302 西脇市黒田庄町黒田246 795283667 飲食店営業(4)その他 一般 森脇 昇子 北播(加健)第312-116 令和1年11月7日 令和7年11月30日 平成13年10月29日
000028 4000066084 ジョイフル兵庫西脇店 677-0016 西脇市高田井町1037 795252688 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ジョイフル関西 代表取締役社長 松元 隆彰 870-0141 大分県大分市三川新町一丁目1番45号 975517131 北播(加健)第312-135 令和1年11月22日 令和7年11月30日 平成13年11月1日
000028 4000066096 中町ふうしゃ 679-1135 多可郡多可町中区安坂字北山田385 795321383 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　中町スーパーマーケット 代表取締役 藤本 孝重 679-1135 兵庫県多可郡多可町中区安坂88 795321383 北播(加健)第312-86 令和1年10月23日 令和7年11月30日 平成13年11月27日
000028 4000066098 中町ふうしゃ 679-1135 多可郡多可町中区安坂字北山田385 795321383 魚介類販売業 一般 株式会社　中町スーパーマーケット 代表取締役 藤本 孝重 679-1135 兵庫県多可郡多可町中区安坂88 795321383 北播(加健)第312-88 令和1年10月23日 令和7年11月30日 平成13年11月27日
000028 4000066099 中町ふうしゃ 679-1135 多可郡多可町中区安坂字北山田385 795321383 食肉販売業 一般 株式会社　中町スーパーマーケット 代表取締役 藤本 孝重 679-1135 兵庫県多可郡多可町中区安坂88 795321383 北播(加健)第312-89 令和1年10月23日 令和7年11月30日 平成13年11月27日
000028 4000066149 ワークホームタンポポ 677-0025 西脇市大野175 795228149 菓子製造業 一般 竹中 弥生 北播(加健)第312-168 令和2年2月4日 令和8年2月28日 平成14年1月25日



000028 4000066173 高原株式会社 677-0132 多可郡多可町八千代区大和110 795380331 そうざい製造業 一般 高原株式会社 代表取締役 高原 忠 677-0132 兵庫県多可郡多可町八千代区大和108 795380331 北播(加健)第312-162 令和2年1月29日 令和8年2月28日 平成14年2月18日
000028 4000066638 ふるさと工房　夢蔵 679-1131 多可郡多可町中区曽我井613-1グリーンプラザ 795325013 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 小西 京子 北播(加健)第312-16 令和2年4月23日 令和8年5月31日 平成14年3月27日
000028 4000066651 ゆめねん 679-0302 西脇市黒田庄町黒田西の下2-1 795285070 飲食店営業(4)その他 一般 大西 道郎 北播(加健)第312-36 令和2年4月22日 令和8年5月31日 平成14年4月23日
000028 4000066656 はや鳥 677-0015 西脇市西脇168 795236600 飲食店営業(4)その他 一般 園田 晴子 北播(加健)第312-46 令和2年5月18日 令和8年5月31日 平成14年5月2日
000028 4000066657 有限会社アリノベ　八千代工場 677-0121 多可郡多可町八千代区中野間458 795370347 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 有限会社アリノベ 代表取締役 有延 秀棋 679-1134 兵庫県多可郡多可町中区茂利207-1 795323009 北播(加健)第312-17 令和2年4月23日 令和8年5月31日 平成14年4月30日
000028 4000066688 魚元商店 677-0054 西脇市野村町319-1 795226127 そうざい製造業 一般 多鹿 重夫 北播(加健)第312-116 令和2年8月13日 令和8年8月31日 平成14年6月11日
000028 4000066696 喫茶　モン 677-0053 西脇市和布町229番地 795226119 飲食店営業(4)その他 一般 岡井 雅美 北播(加健)第312-91 令和2年7月15日 令和8年8月31日 平成14年7月17日
000028 4000066703 彩門 677-0054 西脇市野村町横山1796-20 795233370 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤井 英樹 北播(加健)第312-120 令和2年8月20日 令和8年8月31日 平成14年7月29日
000028 4000066704 吉屋 677-0033 西脇市鹿野町1040 795224616 飲食店営業(4)その他 一般 松浦 里美 北播(加健)第312-94 令和2年7月16日 令和8年8月31日 平成14年7月30日
000028 4000066705 みのり農協　養鶏事業所 679-1213 多可郡多可町加美区山野部161-1 795351026 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 みのり農業協同組合 代表理事組合長 神澤 友重 673-1431 兵庫県加東市社1777-1 795425141 北播(加健)第312-56 令和1年7月25日 令和7年8月31日 平成14年7月31日
000028 4000066706 多可町特産品開発センターみつばグループ 679-1211 多可郡多可町加美区寺内251 795201263 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 安藤 松子 北播(加健)第312-115 令和2年8月7日 令和8年8月31日 平成14年7月31日
000028 4000066713 松田仕出し店 677-0053 西脇市和布町277-8 795222700 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 松田 孝義 北播(加健)第312-92 令和2年7月15日 令和8年8月31日 平成14年8月8日
000028 4000066739 猪肉専門店いしだ 677-0014 西脇市郷瀬町350-2 食肉販売業 一般 石田 勝次 北播(加健)第312-212 令和2年11月24日 令和8年11月30日 平成14年10月18日
000028 4000066760 フレッシュバザール中店 679-1134 多可郡多可町中区茂利22-1 795323370 食肉販売業 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市上紺屋15 773220001 北播(加健)第312-199 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成14年11月20日
000028 4000066762 フレッシュバザール中店 679-1134 多可郡多可町中区茂利22-1 795323370 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市上紺屋15 773220001 北播(加健)第312-200 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成14年11月20日
000028 4000066773 らーめん八角　西脇店 677-0052 西脇市和田町711 795225188 飲食店営業(4)その他 一般 西脇化成㈱ 代表取締役 福永 大地 677-0052 兵庫県西脇市和田町711 795222173 北播(加健)第312-241 令和3年1月20日 令和9年2月28日 平成14年12月9日
000028 4000066786 ココちゃん 677-0015 西脇市西脇911 795223395 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 星山 勝子 北播(加健)第312-249 令和3年1月25日 令和9年2月28日 平成15年1月17日
000028 4000066803 クワムラ食品株式会社 679-1131 多可郡多可町中区曽我井893 795322003 そうざい製造業 一般 クワムラ食品株式会社 代表取締役 吉井 一彦 679-1131 兵庫県多可郡多可町中区曽我井893 795322003 北播(加健)第312-271 令和3年2月10日 令和9年2月28日 平成15年2月19日
000028 4000066804 クワムラ食品株式会社 679-1131 多可郡多可町中区曽我井893 795322003 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 クワムラ食品株式会社 代表取締役 吉井 一彦 679-1131 兵庫県多可郡多可町中区曽我井893 795322003 北播(加健)第312-272 令和3年2月10日 令和9年2月28日 平成15年2月19日
000028 4000066830 お好み焼　鉄板焼　万喜 677-0015 西脇市西脇175 227108 飲食店営業(4)その他 一般 山下 万喜子 北播(加健)第312-13 令和3年4月21日 令和9年5月31日 平成15年4月8日
000028 4000066834 喫茶なみ 677-0015 西脇市西脇995 795234638 飲食店営業(4)その他 一般 竹内 直美 北播(加健)第312-16 令和3年4月27日 令和9年5月31日 平成15年4月18日
000028 4000066845 坂本精肉店 679-0303 西脇市黒田庄町前坂11 795285995 食肉販売業 一般 坂本 守 北播(加健)第312-31 令和3年4月30日 令和9年5月31日 平成15年5月7日
000028 4000066846 ｒｕｓｈ 677-0044 西脇市上野216-1 795235523 飲食店営業(4)その他 一般 福本 由香 北播(加健)第312-15 令和3年4月23日 令和9年5月31日 平成15年5月7日
000028 4000066855 すなっく　ほほえみ 677-0043 西脇市下戸田城の下27-1 飲食店営業(4)その他 一般 服部 洋子 北播(加健)第312-40 令和3年5月14日 令和9年5月31日 平成15年5月27日
000028 4000066883 校内食堂　アンズ 679-1103 多可郡多可町中区牧野143-11 795300002 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社北播ドライビングスクール 代表取締役 大西 ゆかり 679-1103 兵庫県多可郡多可町中区牧野143-11 795320560 北播(加健)第312-84 令和3年8月10日 令和9年8月31日 令和3年8月10日
000028 4000066886 679-1322 多可郡多可町加美区鳥羽733-1 795361919 菓子製造業 一般 株式会社かみ物産センター 代表取締役 佐藤 彰浩 679-1322 兵庫県多可郡多可町加美区鳥羽733-1 795361919 北播(加健)第312-78 令和3年8月3日 令和9年8月31日 令和3年8月3日
000028 4000066903 猪屋 677-0054 西脇市野村町409-4 795234763 食肉販売業 一般 杉山 弘晃 北播(加健)第312-90 平成30年7月30日 令和5年8月31日 平成15年8月19日
000028 4000066904 猪屋 677-0054 西脇市野村町409-4 795234763 食肉処理業 一般 杉山 弘晃 北播(加健)第312-91 平成30年7月30日 令和5年8月31日 平成15年8月19日
000028 4000066926 バザールタウン西脇 677-0016 西脇市高田井町字清水田280 795234100 食肉販売業 一般 株式会社　さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-8503 京都府福知山市上紺屋15番地 773220001 北播(加健)第312-139 令和3年11月24日 令和10年11月30日 令和3年11月24日
000028 4000066927 バザールタウン西脇 677-0016 西脇市高田井町字清水田280 795234100 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社　さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-8503 京都府福知山市上紺屋15番地 773220001 北播(加健)第312-138 令和3年11月24日 令和10年11月30日 令和3年11月24日
000028 4000066928 バザールタウン西脇 677-0016 西脇市高田井町字清水田280 795234100 魚介類販売業 一般 株式会社　さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-8503 京都府福知山市上紺屋15番地 773220001 北播(加健)第312-140 令和3年11月24日 令和10年11月30日 令和3年11月24日
000028 4000067020 喫茶　紫香楽 679-0315 西脇市黒田庄町津万井313 795282182 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山口 タヅ子 北播(加健)第312-159 令和4年2月9日 令和10年2月29日 令和4年2月9日
000028 4000067022 喫茶　このみ 679-1115 多可郡多可町中区天田47-3 795321069 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岸口 邦廣 北播(加健)第312-175 令和4年2月22日 令和10年2月29日 令和4年2月22日
000028 4000067046 焼肉龍 679-0321 西脇市黒田庄町田高432-2 795284129 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 崔 德模 北播(加健)第312-150 令和4年1月26日 令和10年2月29日 令和4年1月26日
000028 4000067089 梅吉亭 677-0015 西脇市西脇394番地の2 795239415 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西脇商工会議所 会頭 藤本 武彦 677-0015 兵庫県西脇市西脇990番地 795223901 北播(加健)第312-11 令和4年4月18日 令和10年5月31日 令和4年4月18日
000028 4000067127 ゆりの荘 677-0113 多可郡多可町八千代区俵田111-27 795370174 飲食店営業(4)その他 一般 社会福祉法人楽久園会 理事長 上野 仁久 677-0113 兵庫県多可郡多可町八千代区俵田111番地27 795370174 北播(加健)第312-77 令和4年8月9日 令和11年8月31日 令和4年8月9日
000028 4000067136 ベルデ・ヴェール 679-0304 西脇市黒田庄町船町515 795282228 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　ベルデ・ヴェール 代表取締役 松本 真也 679-0304 兵庫県西脇市黒田庄町船町612番地 795282268 北播(加健)第312-56 令和4年7月21日 令和10年8月31日 令和4年7月21日
000028 4000067137 ベルデ・ヴェール 679-0304 西脇市黒田庄町船町515 795282228 菓子製造業 一般 有限会社　ベルデ・ヴェール 代表取締役 松本 真也 679-0304 兵庫県西脇市黒田庄町船町612番地 795282268 北播(加健)第312-57 令和4年7月21日 令和10年8月31日 令和4年7月21日
000028 4000067158 本家かまどや西田町店 677-0003 西脇市西田町178-6 795241266 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社Dream Company Spirits 代表取締役 佐藤 康春 679-0212 兵庫県加東市下滝野1-133 795489911 北播(加健)第312-103 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 4000067163 響　ひびき 677-0054 西脇市野村町406-2 795235573 飲食店営業(4)その他 一般 小幡 一己 北播(加健)第312-121 令和4年11月25日 令和10年11月30日 令和4年11月25日
000028 4000067168 スナック　ラルフ 677-0043 西脇市下戸田71-1 795231711 飲食店営業(4)その他 一般 高瀬 律子 北播(加健)第312-104 令和4年11月4日 令和10年11月30日 令和4年11月4日
000028 4000067178 マックスバリュ西脇寺内店 677-0022 西脇市寺内514 795234800 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 北播(加健)第312-126 令和5年1月17日 令和12年2月28日 令和5年1月17日
000028 4000067179 マックスバリュ西脇寺内店 677-0022 西脇市寺内514 795234800 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 北播(加健)第312-127 令和5年1月17日 令和12年2月28日 令和5年1月17日
000028 4000067180 マックスバリュ西脇寺内店 677-0022 西脇市寺内514 795234800 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 北播(加健)第312-128 令和5年1月17日 令和12年2月28日 令和5年1月17日
000028 4000067181 マックスバリュ西脇寺内店 677-0022 西脇市寺内514 795234800 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 北播(加健)第312-129 令和5年1月17日 令和12年2月28日 令和5年1月17日
000028 4000067182 マックスバリュ西脇寺内店 677-0022 西脇市寺内514 795234800 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 北播(加健)第312-130 令和5年1月17日 令和12年2月28日 令和5年1月17日
000028 4000067183 マックスバリュ西脇寺内店 677-0022 西脇市寺内514 795234800 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 北播(加健)第312-131 令和5年1月17日 令和12年2月28日 令和5年1月17日
000028 4000067185 マックスバリュ西脇寺内店 677-0022 西脇市寺内514 795234800 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 北播(加健)第312-132 令和5年1月17日 令和12年2月28日 令和5年1月17日
000028 4000067186 マックスバリュ西脇寺内店 677-0022 西脇市寺内514 795234800 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 北播(加健)第312-133 令和5年1月17日 令和12年2月28日 令和5年1月17日
000028 4000067207 そばんち一力 677-0111 多可郡多可町八千代区門田15 795372285 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 河﨑 由紀子 北播(加健)第312-136 令和5年1月18日 令和11年2月28日 令和5年1月18日
000028 4000067217 多可町特産品開発センターみつばグループ 679-1211 多可郡多可町加美区寺内251 795201263 そうざい製造業 一般 安藤 松子 北播(加健)第312-135 令和5年1月18日 令和11年2月28日 令和5年1月18日
000028 4000067223 成実 679-1107 多可郡多可町中区奥中605-1 795320575 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社 成実 代表取締役 後藤 慶寛 679-1107 兵庫県多可郡多可町中区奥中605-1 795320575 北播(加健)第312-56 平成29年5月16日 令和5年5月31日 平成17年3月7日
000028 4000067224 空弥介 677-0053 西脇市和布町188-4 795224817 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社 空 代表取締役 加東 元師 677-0053 兵庫県西脇市和布町188-4 795224817 北播(加健)第312-66 平成29年5月31日 令和5年5月31日 平成17年3月11日
000028 4000067225 からおけ喫茶ヤマト 677-0132 多可郡多可町八千代区大和1354 795380337 飲食店営業(4)その他 一般 田中 隆 北播(加健)第312-21 平成29年4月20日 令和5年5月31日 平成17年3月17日
000028 4000067226 株式会社エーコープ近畿桜丘店 679-0321 西脇市黒田庄町田高313-10 795282303 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役社長 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目51番1号 726763300 北播(加健)第312-22 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 4000067229 株式会社エーコープ近畿桜丘店 679-0321 西脇市黒田庄町田高313-10 795282303 魚介類販売業 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役社長 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目51番1号 726763300 北播(加健)第312-23 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 4000067234 株式会社エーコープ近畿かみ店 679-1211 多可郡多可町加美区寺内90-1 795350185 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役社長 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目51番1号 726763300 北播(加健)第312-26 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 4000067236 株式会社エーコープ近畿かみ店 679-1211 多可郡多可町加美区寺内90-1 795350185 食肉販売業 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役社長 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目51番1号 726763300 北播(加健)第312-27 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 4000067237 株式会社エーコープ近畿かみ店 679-1211 多可郡多可町加美区寺内90-1 795350185 魚介類販売業 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役社長 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目51番1号 726763300 北播(加健)第312-28 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 4000067238 黒田庄和牛直売店 679-0321 西脇市黒田庄町田高313-10 795284445 食肉販売業 一般 みのり農業協同組合 代表理事組合長 神澤 友重 673-1431 兵庫県加東市社1777-1 795425141 北播(加健)第312-24 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 4000067240 株式会社エーコープ近畿にしわき店 677-0013 西脇市日野町121 795236556 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役社長 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目51番1号 726763300 北播(加健)第312-13 令和5年4月25日 令和11年5月31日 令和5年4月25日
000028 4000067242 株式会社エーコープ近畿にしわき店 677-0013 西脇市日野町121 795236556 食肉販売業 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役社長 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目51番1号 726763300 北播(加健)第312-14 令和5年4月25日 令和11年5月31日 令和5年4月25日
000028 4000067243 株式会社エーコープ近畿にしわき店 677-0013 西脇市日野町121 795236556 魚介類販売業 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役社長 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目51番1号 726763300 北播(加健)第312-15 令和5年4月25日 令和11年5月31日 令和5年4月25日
000028 4000067244 株式会社エーコープ近畿にしわき店 677-0013 西脇市日野町121 795236556 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役社長 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目51番1号 726763300 北播(加健)第312-12 令和5年4月25日 令和11年5月31日 令和5年4月25日
000028 4000067290 ようきや 673-0402 三木市加佐160-15 794825418 菓子製造業 一般 宮本 一央 北播(加健)第313-83 令和1年11月11日 令和7年11月30日 昭和52年11月7日
000028 4000067298 一品料理 道 673-0402 三木市加佐204-1 794835617 飲食店営業(4)その他 一般 吉岡 美千代 北播(加健)第313-65 平成29年7月18日 令和5年8月31日 平成3年7月29日
000028 4000067316 うお亭　かき田 673-0402 三木市加佐283-1戸田ビル１階 794862533 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 垣田 康樹 北播(加健)第313-118 平成30年8月23日 令和6年8月31日 平成12年8月4日
000028 4000067326 レストラン梅園 673-0402 三木市加佐608 794832668 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 安井 実 北播(加健)第313-156 平成30年1月23日 令和6年2月29日 昭和52年2月7日
000028 4000067351 ロッテリア三木サービスエリアＦＳ店 673-0402 三木市加佐字湯谷1142山陽自動車道三木ＳＡ下り線 794839771 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ロッテリア 代表取締役 長久保 文康 108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 333781205 北播(加健)第313-20 令和3年5月11日 令和9年5月31日 平成9年4月22日
000028 4000067352 レストラン　ダイナック 673-0402 三木市加佐字湯谷1142山陽自動車道三木ＳＡ下り線 794892455 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目３番３号 333414216 北播(加健)第313-19 令和3年5月11日 令和9年5月31日 平成9年4月17日
000028 4000067365 ラーメンハウス北斗 673-0402 三木市加佐664-5 794825901 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三宅 晃 北播(加健)第313-122 令和4年11月14日 令和10年11月30日 令和4年11月14日
000028 4000067368 Ｙ 673-0403 三木市末広1-120-1 794820207 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山根 裕 北播(加健)第313-81 令和1年10月31日 令和7年11月30日 平成7年11月27日
000028 4000067373 有限会社　横山海産 673-0403 三木市末広1-13-21 794821805 魚介類販売業 一般 有限会社　横山海産 代表取締役 横山 裕美 673-0403 兵庫県三木市末広1-13-21 794821805 北播(加健)第313-126 令和2年11月5日 令和8年11月30日 平成5年11月12日
000028 4000067380 シャドウ 673-0403 三木市末広1-7-4 794821276 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉本 和司 北播(加健)第313-95 平成30年7月27日 令和6年8月31日 昭和60年8月28日
000028 4000067385 和風遊空間　花水木 673-0403 三木市末広2-2-28 794869016 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　梶原商事 代表取締役 梶原 英敏 673-0403 兵庫県三木市末広2-2-28 794834082 北播(加健)第313-118 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成8年10月15日
000028 4000067392 ル・ビストロ　グー・エ・テール 673-0403 三木市末広2-4-12 794836277 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩本 節夫 北播(加健)第313-104 平成29年10月5日 令和5年11月30日 平成11年9月27日
000028 4000067394 創作居酒屋　酒々 673-0403 三木市末広2-4-43 794861766 飲食店営業(4)その他 一般 井上 順一郎 北播(加健)第313-170 平成30年1月31日 令和6年2月29日 平成12年2月1日
000028 4000067423 創作料理　しゃかりき 673-0403 三木市末広3-2-30 794823671 飲食店営業(4)その他 一般 松本 栄治 北播(加健)第313-162 平成31年1月17日 令和7年2月28日 平成12年12月25日
000028 4000067439 居酒屋　司 673-0404 三木市大村206-1 794838488 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高知 勝 北播(加健)第313-54 令和3年7月16日 令和9年8月31日 令和3年7月16日
000028 4000067446 つぼ八 673-0404 三木市大村495 794828560 飲食店営業(4)その他 一般 森本 満 北播(加健)第313-66 令和2年7月14日 令和8年8月31日 昭和63年6月27日
000028 4000067451 ヤマザキＹショップ三木大村店 673-0404 三木市大村504 794862783 飲食店営業(4)その他 一般 森本 満 北播(加健)第313-152 平成30年1月16日 令和6年2月29日 平成3年12月5日
000028 4000067456 三木一貫楼 673-0404 三木市大村599-1 794831802 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岸本 正雄 北播(加健)第313-113 令和2年10月26日 令和8年11月30日 平成8年9月12日
000028 4000067471 ラウンジ　ながさき 673-0404 三木市大村846-4 794860640 飲食店営業(4)その他 一般 山川 久子 北播(加健)第313-117 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成8年10月29日
000028 4000067483 クーズコンセルボ 673-0404 三木市大村字砂163 794833101 菓子製造業 一般 株式会社　オカノベーカリー 代表取締役 岡野 吉純 671-0234 兵庫県姫路市御国野町国分寺391 792520391 北播(加健)第313-49 令和2年4月27日 令和8年5月31日 平成5年5月24日
000028 4000067498 ごはんＣａｆｅ四六時中　三木店 673-0404 三木市大村字砂163イオン三木店1F 794821736 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社イオンイーハート 代表取締役 奥野 善德 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126419 北播(加健)第313-80 令和3年10月22日 令和9年11月30日 令和3年10月22日
000028 4000067499 イオン三木店  （寿司） 673-0404 三木市大村字砂163 794833155 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126000 北播(加健)第313-117 令和4年2月10日 令和11年2月28日 令和4年2月10日
000028 4000067500 イオン三木店  （ホットデリカ） 673-0404 三木市大村字砂163 794833155 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126000 北播(加健)第313-118 令和4年2月10日 令和11年2月28日 令和4年2月10日
000028 4000067501 イオン三木店  （中華） 673-0404 三木市大村字砂163 794833155 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126000 北播(加健)第313-119 令和4年2月10日 令和11年2月28日 令和4年2月10日
000028 4000067510 たこつぼ 673-0404 三木市大村字砂163　イオン三木店１Ｆ 794833110 飲食店営業(4)その他 一般 玉眞 正幸 北播(加健)第313-105 平成29年10月16日 令和5年11月30日 平成11年9月28日
000028 4000067512 たこつぼ 673-0404 三木市大村字砂163　イオン三木店１Ｆ 794833110 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 玉眞 正幸 北播(加健)第313-63 令和1年10月11日 令和6年11月30日 平成11年9月28日
000028 4000067547 大村病院　談話室 673-0404 三木市大村200 794821132 飲食店営業(4)その他 一般 医療法人　樹光会 理事長 森村 安史 673-0404 兵庫県三木市大村200番地 794821132 北播(加健)第313-97 令和2年1月20日 令和8年2月28日 平成8年2月5日
000028 4000067570 マスターズゴルフ倶楽部  クラブハウス  レストラン 673-0411 三木市久留美1848 794833333 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社延田エンタープライズ 代表取締役 延田 尚弘 542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋二丁目1番6号 662132401 北播(加健)第313-76 令和4年8月23日 令和10年8月31日 令和4年8月23日
000028 4000067571 マスターズゴルフ倶楽部  クラブハウス  喫茶 673-0411 三木市久留美1848 794833333 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社延田エンタープライズ 代表取締役 延田 尚弘 542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋二丁目1番6号 662132401 北播(加健)第313-77 令和4年8月23日 令和10年8月31日 令和4年8月23日
000028 4000067572 マスターズゴルフ倶楽部  西コース7番ホール　コース売店 673-0411 三木市久留美1848 794833333 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社延田エンタープライズ 代表取締役 延田 尚弘 542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋二丁目1番6号 662132401 北播(加健)第313-79 令和4年8月23日 令和10年8月31日 令和4年8月23日
000028 4000067576 カフェテラス覧歩留 673-0412 三木市岩宮110-4 794831818 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡本 一夫 北播(加健)第313-10 令和2年4月22日 令和8年5月31日 昭和50年4月8日
000028 4000067592 筒井 673-0413 三木市大塚2-1-51 794833923 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 筒井 よし子 北播(加健)第313-88 令和2年8月12日 令和8年8月31日 平成8年7月16日
000028 4000067593 スナック丸美 673-0413 三木市大塚2-1-8 794830950 飲食店営業(4)その他 一般 田中 幸子 北播(加健)第313-148 令和3年1月13日 令和9年2月28日 平成8年12月16日
000028 4000067595 お好み焼　いその 673-0413 三木市大塚2-293-1 794834143 飲食店営業(4)その他 一般 礒野 郁代 北播(加健)第313-15 令和3年5月10日 令和9年5月31日 平成9年4月30日
000028 4000067603 ヴィガー 673-0413 三木市大塚2-3-76 794832702 飲食店営業(4)その他 一般 中田 勝彦 北播(加健)第313-11 令和2年4月22日 令和8年5月31日 昭和50年3月18日
000028 4000067605 喫茶レストラン美都 673-0413 三木市大塚2-304-11 794824636 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 信国 政照 北播(加健)第313-12 令和2年4月22日 令和8年5月31日 平成8年4月5日
000028 4000067606 聖 673-0413 三木市大塚2-304-9 794826673 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高嶋 久生 北播(加健)第313-35 令和3年5月17日 令和9年5月31日 昭和59年3月27日
000028 4000067608 ウエスト・フィールド 673-0413 三木市大塚2-334-8 794828910 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西田 民子 北播(加健)第313-62 令和2年7月14日 令和8年8月31日 昭和58年8月8日
000028 4000067609 西商店 673-0413 三木市大塚2-355-2 794831713 食肉販売業 一般 角山 晴男 北播(加健)第313-104 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 4000067615 お多福 673-0413 三木市大塚2-1-11 794821955 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福本 昭利 北播(加健)第313-120 平成29年10月27日 令和5年11月30日 平成3年11月25日
000028 4000067632 稲見酒造株式会社 673-0414 三木市芝町2-29 794820065 酒類製造業 一般 稲見酒造株式会社 代表取締役 稲見 秀穂 673-0414 兵庫県三木市芝町2番29号 794820065 北播(加健)第313-131 令和5年1月16日 令和11年2月28日 令和5年1月16日
000028 4000067644 有限会社  一心堂 673-0415 三木市府内町4-16 794820647 菓子製造業 一般 有限会社　一心堂 取締役 松井 秀樹 673-0415 兵庫県三木市府内町4番16号 794820647 北播(加健)第313-113 令和4年1月31日 令和10年2月29日 令和4年1月31日
000028 4000067645 株式会社ニタニ 　三木炊飯センター 673-0415 三木市府内町7-22 794827158 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社ニタニ 代表取締役 前川 裕人 673-0415 兵庫県三木市府内町7-24 794820575 北播(加健)第313-62 平成29年7月13日 令和5年8月31日 平成11年7月27日
000028 4000067682 ワシオ食料品店 673-0431 三木市本町1-3-22 794820836 魚介類販売業 一般 鷲尾 吉啓 北播(加健)第313-62 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 4000067683 すし功 673-0431 三木市本町1-4-2 794822589 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 髙橋 功策 北播(加健)第313-6 令和3年4月22日 令和9年5月31日 昭和51年5月29日
000028 4000067689 三木商工会議所　喫茶部 673-0431 三木市本町2-1-18三木商工会館２階 794823190 飲食店営業(4)その他 一般 三木商工会議所 副会頭 廣田 篤生 673-0431 兵庫県三木市本町二丁目1番18号 794823190 北播(加健)第313-85 令和1年11月18日 令和7年11月30日 平成4年9月7日
000028 4000067692 鷲尾商店 673-0431 三木市本町2-11-24 794820573 飲食店営業(4)その他 一般 鷲尾 佳津代 北播(加健)第313-162 令和3年1月20日 令和9年2月28日 平成9年2月19日
000028 4000067699 ビストロ・ド・ノブ 673-0431 三木市本町2-3-1 794824988 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井上 直人 北播(加健)第313-127 令和2年11月5日 令和8年11月30日 昭和58年9月6日



000028 4000067700 三井住友銀行三木支店　シダックス店 673-0431 三木市本町2-3-12 794825200 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 シダックスコントラクトフードサービス株式会社 代表取締役 佐藤 好男 182-0021 東京都調布市調布ケ丘三丁目6番地3 424893421 北播(加健)第313-68 令和3年8月16日 令和10年8月31日 令和3年8月16日
000028 4000067703 若竹 673-0431 三木市本町2-4-3 794830437 飲食店営業(4)その他 一般 陣在 哲雄 北播(加健)第313-111 平成29年10月19日 令和5年11月30日 昭和51年10月5日
000028 4000067710 ニューむさし本館 673-0431 三木市本町2-7-18 794820354 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　笑顔 代表取締役 大西 壽代 673-0431 兵庫県三木市本町2-7-18 794820354 北播(加健)第313-17 令和3年5月10日 令和9年5月31日 昭和45年4月27日
000028 4000067725 文一 673-0431 三木市本町3-10-19 794823115 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社　文一 代表取締役 津田 賢一郎 673-0431 兵庫県三木市本町3-10-19 794823115 北播(加健)第313-59 令和3年7月20日 令和9年8月31日 令和3年7月20日
000028 4000067730 川久 673-0431 三木市本町3-3-17 794821079 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　川久 代表取締役 河合 健裕 673-0431 兵庫県三木市本町３丁目３番１７号 794821079 北播(加健)第313-5 令和4年4月20日 令和10年5月31日 令和4年4月20日
000028 4000067764 平井精肉店 673-0433 三木市福井1-7-36 794825654 飲食店営業(4)その他 一般 平井 正富久 北播(加健)第313-107 平成29年10月19日 令和5年11月30日 平成11年9月9日
000028 4000067765 平井精肉店 673-0433 三木市福井1-7-36 794825654 食肉販売業 一般 平井 正富久 北播(加健)第313-108 平成29年10月19日 令和5年11月30日 平成11年9月9日
000028 4000067773 こさる　三木山店 673-0433 三木市福井1969-1 794838841 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社こさる 代表取締役 鹿嶋 佑蘭 673-0433 兵庫県三木市福井1969-1 794838861 北播(加健)第313-82 令和1年11月11日 令和7年11月30日 平成7年11月6日
000028 4000067784 妖精館 673-0433 三木市福井2-12-37 794823456 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 清水 通弘 北播(加健)第313-99 平成29年8月31日 令和5年8月31日 昭和61年8月12日
000028 4000067786 栄屋 673-0433 三木市福井2-6-29 794825555 飲食店営業(3)旅館 一般 廣田 賀代子 北播(加健)第313-64 令和1年10月11日 令和7年11月30日 昭和46年11月16日
000028 4000067802 シェルブール　道の駅みき店 673-0433 三木市福井2426 794869506 菓子製造業 一般 株式会社アンデルセンスエヒロ 代表取締役 末廣 隆信 673-0532 兵庫県三木市緑が丘町中1-8-12 794851333 北播(加健)第313-34 平成30年5月9日 令和6年5月31日 平成12年4月10日
000028 4000067823 山兼商店 673-0433 三木市福井3-10-9 794820254 魚介類販売業 一般 株式会社　山兼商店 代表取締役 山本 賀也 673-0431 兵庫県三木市本町2-11-18 794820038 北播(加健)第313-63 令和2年7月14日 令和8年8月31日 平成8年6月11日
000028 4000067824 山兼商店 673-0433 三木市福井3-10-9 794820254 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　山兼商店 代表取締役 山本 賀也 673-0431 兵庫県三木市本町2-11-18 794820038 北播(加健)第313-64 令和2年7月14日 令和8年8月31日 平成8年6月11日
000028 4000067835 レストラン デルパパ 673-0433 三木市福井字三木山2465-1 794860362 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 シンエーフーヅ株式会社 代表取締役 宮内 賢二 650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通二丁目3番2号三共神戸ツインビル2階 783417117 北播(加健)第313-67 平成29年7月20日 令和5年8月31日 平成11年6月30日
000028 4000067867 有限会社　珉珉志染店 673-0434 三木市別所町小林734 794833443 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　珉珉志染店 代表取締役 鶴山 進 673-0434 兵庫県三木市別所町小林734 794833443 北播(加健)第313-119 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成5年11月15日
000028 4000067927 播磨之大社　高輝殿 673-0435 三木市別所町高木927-25 794822067 喫茶店営業 一般 宗教法人　日月之宮 代表役員 藤本 幸作 673-0435 兵庫県三木市別所町高木927番地の25 794822067 北播(加健)第313-58 平成30年5月24日 令和6年5月31日 昭和52年5月4日
000028 4000067928 播磨之大社　高輝殿 673-0435 三木市別所町高木927-25 794822067 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宗教法人　日月之宮 代表役員 藤本 幸作 673-0435 兵庫県三木市別所町高木927番地の25 794822067 北播(加健)第313-59 平成30年5月24日 令和6年5月31日 昭和52年5月4日
000028 4000067954 特別養護老人ホーム  しゅうらく苑  喫茶コーナー 673-0442 三木市別所町興治1588 794836767 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人　秀楽会 理事長 村岡 亨祐 673-0442 兵庫県三木市別所町興治1588 794836767 北播(加健)第313-61 令和4年7月19日 令和10年8月31日 令和4年7月19日
000028 4000067992 三木給食協同組合 673-0443 三木市別所町巴56 794822367 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 三木給食協同組合 理事長 末陰 孝博 673-0443 兵庫県三木市別所町巴56番地 794822367 北播(加健)第313-12 令和4年4月25日 令和11年5月31日 令和4年4月25日
000028 4000067993 ともえ 673-0443 三木市別所町巴58 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三木工場公園協同組合 理事長 田中 茂 673-0443 兵庫県三木市別所町巴58 794829822 北播(加健)第313-55 平成29年5月19日 令和5年5月31日 昭和61年5月23日
000028 4000068025 寿司政 673-0446 三木市別所町花尻1-46-1 794830282 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 久保田 政勝 北播(加健)第313-89 令和3年11月12日 令和9年11月30日 令和3年11月12日
000028 4000068055 セント クリストファーズ ホーム 673-0505 三木市志染町細目字橋ヶ谷28-26 794842211 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　日米クック 代表取締役 米谷 素明 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中一丁目17番22号 664522131 北播(加健)第313-82 平成29年8月17日 令和5年8月31日 平成11年6月14日
000028 4000068056 特別養護老人ホーム　りんどうの里 673-0506 三木市志染町四合谷字伊賀ノ垣341 794840237 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ナリコマエンタープライズ 代表取締役 竹内 美夫 567-0005 大阪府茨木市五日市1-7-27 726272058 北播(加健)第313-128 平成30年10月17日 令和6年11月30日 平成12年9月26日
000028 4000068058 ＪＡ兵庫みらい　三木営農生活センター 673-0511 三木市志染町志染中46 794873012 みそ製造業 一般 兵庫みらい農業協同組合 代表理事組合長 小紫 康正 679-0107 兵庫県加西市玉野町1156-1 790471255 北播(加健)第313-169 平成30年1月31日 令和6年2月29日 平成12年1月6日
000028 4000068071 サルティンボッカ 673-0512 三木市志染町井上148-1 794870014 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 奥山 高司 北播(加健)第313-52 令和3年7月15日 令和9年8月31日 令和3年7月15日
000028 4000068080 東広野ゴルフ倶楽部  クラブハウス食堂 673-0515 三木市志染町三津田1525-8 794873111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三津田開発株式会社 代表取締役 松田 茂樹 650-0001 兵庫県神戸市中央区加納町4丁目10番21号柏井ビル内 783923368 北播(加健)第313-66 令和3年8月10日 令和9年8月31日 令和3年8月10日
000028 4000068083 フジワラポートリーファーム 673-0516 三木市志染町御坂442 794873707 そうざい製造業 一般 藤原 礼布 北播(加健)第313-33 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 4000068084 フジワラポートリーファーム 673-0516 三木市志染町御坂442 794873707 食肉販売業 一般 藤原 礼布 北播(加健)第313-34 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 4000068085 フジワラポートリーファーム 673-0516 三木市志染町御坂442 794873707 菓子製造業 一般 藤原 礼布 北播(加健)第313-89 平成29年8月22日 令和5年8月31日 平成11年8月26日
000028 4000068087 カラオケ 673-0516 三木市志染町御坂665-1 飲食店営業(4)その他 一般 石飛 順子 北播(加健)第313-100 令和4年10月24日 令和10年11月30日 令和4年10月24日
000028 4000068098 シュクル 673-0521 三木市志染町青山1-8-14 794856633 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 永畑 啓二 北播(加健)第313-114 平成29年10月24日 令和5年11月30日 昭和61年11月20日
000028 4000068107 にしな 673-0521 三木市志染町青山3-2-20 794841043 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 本間 敏夫 北播(加健)第313-10 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 4000068116 北欧館 673-0521 三木市志染町青山5-8-10 794853323 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　青山トレーディング 代表取締役 寺口 卓也 673-0521 兵庫県三木市志染町青山5-8-10 794853323 北播(加健)第313-155 令和3年1月15日 令和9年2月28日 平成1年2月27日
000028 4000068127 喫茶　まみむめも 673-0521 三木市志染町青山6-16-3 794859982 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 丸山 利子 北播(加健)第313-166 平成31年1月25日 令和7年2月28日 平成13年2月15日
000028 4000068138 イオン三木青山店　食品館 673-0521 三木市志染町青山6-8-1 794872031 食肉販売業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126500 北播(加健)第313-37 令和3年5月20日 令和9年5月31日 平成6年4月27日
000028 4000068139 イオン三木青山店　食品館 673-0521 三木市志染町青山6-8-1 794872031 魚介類販売業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126500 北播(加健)第313-38 令和3年5月20日 令和9年5月31日 平成6年4月27日
000028 4000068141 イオン三木青山店　食品館  （惣菜） 673-0521 三木市志染町青山6-8-1 794872031 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126500 北播(加健)第313-39 令和3年5月20日 令和9年5月31日 平成6年4月27日
000028 4000068142 イオン三木青山店　食品館  （寿司・米飯） 673-0521 三木市志染町青山6-8-1 794872031 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126500 北播(加健)第313-40 令和3年5月20日 令和9年5月31日 平成6年4月27日
000028 4000068144 イオン三木青山店　食品館  （ベーカーシェフ） 673-0521 三木市志染町青山6-8-1 794872031 菓子製造業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126500 北播(加健)第313-41 令和3年5月20日 令和9年5月31日 平成6年4月27日
000028 4000068145 イオン三木青山店　食品館  （ベーカーシェフ） 673-0521 三木市志染町青山6-8-1 794872031 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126500 北播(加健)第313-42 令和3年5月20日 令和9年5月31日 平成6年4月27日
000028 4000068151 三木青山　スシマス 673-0521 三木市志染町青山6-8-1 794871110 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 鮨桝食品株式会社 代表取締役 柳田 英司 581-0092 大阪府八尾市老原9丁目115番地 729971811 北播(加健)第313-112 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 4000068184 オー・プレジール 673-0532 三木市緑が丘町中1-15-23 794854806 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 坂本 博昭 北播(加健)第313-159 令和3年1月15日 令和9年2月28日 平成6年2月21日
000028 4000068189 やきとり大吉　三木緑ヶ丘店 673-0532 三木市緑が丘町中1-15-39 794873795 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 竹本 昭裕 北播(加健)第313-3 令和5年4月25日 令和11年5月31日 令和5年4月25日
000028 4000068194 ブルベル 673-0532 三木市緑が丘町中1-6-20 794841796 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大坪 良一 北播(加健)第313-13 令和2年4月22日 令和8年5月31日 昭和63年5月14日
000028 4000068200 㐂八 673-0532 三木市緑が丘町中1-6-24 794840009 飲食店営業(4)その他 一般 大村 ひとみ 北播(加健)第313-99 令和2年1月21日 令和8年2月28日 昭和58年1月21日
000028 4000068203 コープ三木緑が丘 673-0532 三木市緑が丘町中1-7-1 794852345 魚介類販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-8555 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３番１９号 788561003 北播(加健)第313-32 令和3年5月17日 令和9年5月31日 平成6年4月8日
000028 4000068204 コープ三木緑が丘 673-0532 三木市緑が丘町中1-7-1 794852345 食肉販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-8555 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３番１９号 788561003 北播(加健)第313-33 令和3年5月17日 令和9年5月31日 平成6年4月8日
000028 4000068206 コープ三木緑が丘 673-0532 三木市緑が丘町中1-7-1 794852345 飲食店営業(4)その他 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-8555 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３番１９号 788561003 北播(加健)第313-31 令和3年5月17日 令和9年5月31日 平成6年4月8日
000028 4000068221 活魚料理すし処　さくら 673-0532 三木市緑が丘町中1-8-32 794857278 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 多田 武彦 北播(加健)第313-58 令和2年5月29日 令和8年5月31日 平成5年4月21日
000028 4000068232 ＢＡＬＩ 673-0532 三木市緑が丘町中1-9-31　2F 794871350 飲食店営業(4)その他 一般 金尾 房枝 北播(加健)第313-31 平成30年4月27日 令和6年5月31日 平成12年3月21日
000028 4000068239 アンデパンダ 673-0532 三木市緑が丘町中1-22-8 794841580 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社アンデパンダ 代表取締役 中井 政治 673-0532 兵庫県三木市緑が丘町中1-22-8 794841580 北播(加健)第313-23 平成30年4月27日 令和6年5月31日 昭和62年4月1日
000028 4000068240 アンデパンダ 673-0532 三木市緑が丘町中1-22-8 794841580 菓子製造業 一般 有限会社アンデパンダ 代表取締役 中井 政治 673-0532 兵庫県三木市緑が丘町中1-22-8 794841580 北播(加健)第313-24 平成30年4月27日 令和6年5月31日 昭和62年4月1日
000028 4000068246 増田屋 673-0532 三木市緑が丘町中1-8-29 794856101 飲食店営業(4)その他 一般 増田 裕代 北播(加健)第313-113 平成30年8月20日 令和6年8月31日 昭和62年6月24日
000028 4000068253 池町商店 673-0532 三木市緑が丘町中2-3-13 794840046 飲食店営業(4)その他 一般 池町 栄介 北播(加健)第313-36 令和3年5月20日 令和9年5月31日 昭和54年3月23日
000028 4000068264 池町商店 673-0532 三木市緑が丘町中2-3-13 794840046 めん類製造業 一般 池町 栄介 北播(加健)第313-18 平成30年4月24日 令和6年5月31日 昭和49年5月20日
000028 4000068276 栄太楼 673-0533 三木市緑が丘町東1-1-48 794850188 菓子製造業 一般 有限会社　栄太樓 代表取締役 前川 厚行 673-0533 兵庫県三木市緑が丘町東1-1-48 794850188 北播(加健)第313-2 令和3年4月15日 令和9年5月31日 平成1年5月20日
000028 4000068288 司寿し 673-0533 三木市緑が丘町東2-3-36 794850551 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 凪 高司 北播(加健)第313-104 平成30年8月8日 令和6年8月31日 昭和57年7月2日
000028 4000068301 萬山荘旅館 673-0534 三木市緑が丘町本町1-135 794856305 飲食店営業(3)旅館 一般 長谷川 寛子 北播(加健)第313-113 平成29年10月23日 令和5年11月30日 昭和45年10月2日
000028 4000068305 ローザンヌ 673-0534 三木市緑が丘町本町1-2-2 794841083 飲食店営業(4)その他 一般 岡田 鈴加 北播(加健)第313-14 令和2年4月22日 令和8年5月31日 平成8年4月23日
000028 4000068306 ローザンヌ 673-0534 三木市緑が丘町本町1-2-2 794841083 菓子製造業 一般 岡田 鈴加 北播(加健)第313-15 令和2年4月22日 令和8年5月31日 平成8年4月23日
000028 4000068308 寿司 居酒屋　よかいち 673-0534 三木市緑が丘町本町1-2-2 794854645 飲食店営業(4)その他 一般 山下 哲司 北播(加健)第313-167 平成30年1月31日 令和6年2月29日 平成11年12月6日
000028 4000068313 お好み焼　けいちゃん 673-0534 三木市緑が丘町本町1-234-2 794854960 飲食店営業(4)その他 一般 松山 美佐子 北播(加健)第313-4 令和3年4月22日 令和9年5月31日 昭和59年4月5日
000028 4000068324 喫茶マルベリー 673-0534 三木市緑が丘町本町1-281 794854884 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森田 野利子 北播(加健)第313-8 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 4000068344 ガスト三木志染店 673-0541 三木市志染町広野1-107 794898005 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保一丁目25番8号 422375218 北播(加健)第313-1 令和5年4月18日 令和12年5月31日 令和5年4月18日
000028 4000068352 スナック　ルピナス 673-0541 三木市志染町広野1-117-5 飲食店営業(4)その他 一般 山村 礼子 北播(加健)第313-69 令和3年8月16日 令和9年8月31日 令和3年8月16日
000028 4000068359 ボン 673-0541 三木市志染町広野1-145 794850156 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橘田 久美 北播(加健)第313-122 平成29年10月31日 令和5年11月30日 昭和56年10月1日
000028 4000068373 ピザ・カリフォルニア三木店 673-0541 三木市志染町広野1-295 794871271 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 隆 北播(加健)第313-2 令和4年4月19日 令和10年5月31日 令和4年4月19日
000028 4000068390 鳥ふく 673-0541 三木市志染町広野1-93 794850584 飲食店営業(4)その他 一般 福田 スミ子 北播(加健)第313-101 平成29年10月4日 令和5年11月30日 昭和56年9月16日
000028 4000068410 ティールーム　サライ 673-0541 三木市志染町広野5-271ときわ病院内 794852304 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社順エンタープライズ 取締役 関田 正子 673-0521 兵庫県三木市志染町青山3丁目24番10 794858974 北播(加健)第313-73 令和4年8月9日 令和10年8月31日 令和4年8月9日
000028 4000068414 キッサ正洋 673-0541 三木市志染町広野5-293 794851875 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 杦原 正典 北播(加健)第313-7 令和3年4月27日 令和9年5月31日 平成9年4月25日
000028 4000068420 江崎グリコ株式会社 673-0541 三木市志染町広野5-70 794851141 アイスクリーム類製造業 一般 江崎グリコ株式会社 代表取締役 江崎 悦朗 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4丁目6番5号 664778351 北播(加健)第313-72 令和4年8月3日 令和10年8月31日 令和4年8月3日
000028 4000068437 コープ志染 673-0551 三木市志染町西自由が丘1-166 794854561 食肉販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目3番19号 788561003 北播(加健)第313-15 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 4000068438 コープ志染 673-0551 三木市志染町西自由が丘1-166 794854561 飲食店営業(4)その他 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目3番19号 788561003 北播(加健)第313-16 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 4000068441 コープ志染 673-0551 三木市志染町西自由が丘1-166 794854561 魚介類販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目3番19号 788561003 北播(加健)第313-17 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 4000068446 割烹くりやま 673-0551 三木市志染町西自由が丘1-178 794857318 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 栗山 健一郎 北播(加健)第313-93 令和3年11月16日 令和9年11月30日 令和3年11月16日
000028 4000068458 リリハ洋菓子店 673-0551 三木市志染町西自由が丘1-308 794850894 菓子製造業 一般 阿部 芳明 北播(加健)第313-156 令和3年1月15日 令和9年2月28日 昭和59年1月12日
000028 4000068491 田川 673-0551 三木市志染町西自由が丘1-549 794859133 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田川 友代 北播(加健)第313-87 令和4年10月17日 令和10年11月30日 令和4年10月17日
000028 4000068497 ラーメンこだま 673-0551 三木市志染町西自由が丘1-831 794851891 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 児玉 公章 北播(加健)第313-17 令和2年4月22日 令和8年5月31日 平成8年3月29日
000028 4000068507 横山商会 673-0551 三木市志染町西自由が丘2-122-3 794855836 食肉販売業 一般 横山 秀行 北播(加健)第313-86 令和4年10月17日 令和10年11月30日 令和4年10月17日
000028 4000068508 焼肉よこちゃん 673-0551 三木市志染町西自由が丘2-122-3 794855836 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 横山 秀行 北播(加健)第313-85 令和4年10月17日 令和10年11月30日 令和4年10月17日
000028 4000068509 なじみ屋 673-0551 三木市志染町西自由が丘2-122-4 794854815 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三﨑 美枝子 北播(加健)第313-84 令和4年10月12日 令和10年11月30日 令和4年10月12日
000028 4000068512 さち 673-0551 三木市志染町西自由が丘2-149 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松田 幸子 北播(加健)第313-130 令和5年1月16日 令和11年2月28日 令和5年1月16日
000028 4000068521 レーヴ・ダムール 673-0551 三木市志染町西自由が丘2-223 794858367 菓子製造業 一般 藤原 稔 北播(加健)第313-97 令和3年11月30日 令和9年11月30日 令和3年11月30日
000028 4000068539 ぼんくら 673-0552 三木市志染町中自由が丘1-293 794850610 飲食店営業(4)その他 一般 米田 美智子 北播(加健)第313-92 平成30年7月26日 令和6年8月31日 昭和62年8月17日
000028 4000068544 寿司 割烹　松葉 673-0552 三木市志染町中自由が丘2-782 794851992 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 杉下 進 北播(加健)第313-84 令和1年11月15日 令和7年11月30日 平成7年11月30日
000028 4000068562 夢晴 673-0553 三木市志染町東自由が丘2-363 794859985 飲食店営業(4)その他 一般 森川 晴美 北播(加健)第313-72 平成29年8月2日 令和5年8月31日 平成3年6月17日
000028 4000068571 オリムピックゴルフ倶楽部  インコース売店 673-0701 三木市細川町瑞穂1369-2 794882388 飲食店営業(4)その他 一般 穂里開発株式会社 代表取締役 大川 展功 673-0701 兵庫県三木市細川町瑞穂1369-2 794882388 北播(加健)第313-23 令和3年5月13日 令和9年5月31日 平成1年3月27日
000028 4000068572 オリムピックゴルフ倶楽部  レストラン 673-0701 三木市細川町瑞穂1369-2 794882388 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 穂里開発株式会社 代表取締役 大川 展功 673-0701 兵庫県三木市細川町瑞穂1369-2 794882388 北播(加健)第313-24 令和3年5月13日 令和9年5月31日 平成1年3月27日
000028 4000068573 オリムピックゴルフ倶楽部  アウトコース売店 673-0701 三木市細川町瑞穂1369-2 794882388 飲食店営業(4)その他 一般 穂里開発株式会社 代表取締役 大川 展功 673-0701 兵庫県三木市細川町瑞穂1369-2 794882388 北播(加健)第313-25 令和3年5月13日 令和9年5月31日 平成1年3月27日
000028 4000068574 オリムピックゴルフ倶楽部  プールハウス食堂 673-0701 三木市細川町瑞穂1369-2 794882388 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 穂里開発株式会社 代表取締役 大川 展功 673-0701 兵庫県三木市細川町瑞穂1369-2 794882388 北播(加健)第313-91 令和2年8月20日 令和8年8月31日 平成5年8月19日
000028 4000068581 三木ゴルフ倶楽部食堂 673-0703 三木市細川町垂穂字槙山894-827 794862211 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 槙山食品有限会社 代表取締役 末陰 孝博 673-0703 兵庫県三木市細川町垂穂字槙山894番地の827 794862211 北播(加健)第313-65 令和4年7月26日 令和10年8月31日 令和4年7月26日
000028 4000068585 センチュリー吉川ゴルフ倶楽部  レストラン 673-0711 三木市細川町金屋字西山587 794862721 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社クリエイト・レストランツ 代表取締役 飯沼 辰朗 141-0022 東京都品川区東五反田5丁目10番18号 354888002 北播(加健)第313-113 令和4年11月14日 令和10年11月30日 令和4年11月14日
000028 4000068586 センチュリー吉川ゴルフ倶楽部  アウト売店 673-0711 三木市細川町金屋字西山587 794862721 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社クリエイト・レストランツ 代表取締役 飯沼 辰朗 141-0022 東京都品川区東五反田5丁目10番18号 354888002 北播(加健)第313-114 令和4年11月14日 令和10年11月30日 令和4年11月14日
000028 4000068587 センチュリー吉川ゴルフ倶楽部  イン売店 673-0711 三木市細川町金屋字西山587 794862721 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社クリエイト・レストランツ 代表取締役 飯沼 辰朗 141-0022 東京都品川区東五反田5丁目10番18号 354888002 北播(加健)第313-115 令和4年11月14日 令和10年11月30日 令和4年11月14日
000028 4000068588 センチュリー吉川ゴルフ倶楽部  スタートハウス 673-0711 三木市細川町金屋字西山587 794862721 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社クリエイト・レストランツ 代表取締役 飯沼 辰朗 141-0022 東京都品川区東五反田五丁目10番18号 354888002 北播(加健)第313-124 令和2年11月5日 令和8年11月30日 平成5年11月29日
000028 4000068589 フォレスト三木ゴルフ倶楽部  レストラン 673-0712 三木市細川町桃津字東山鬼谷571-143 794828422 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ＰＧＭプロパティーズ株式会社 代表取締役社長 田中 耕太郎 110-0015 東京都台東区東上野1-14-7 344138800 北播(加健)第313-100 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成12年8月3日
000028 4000068590 フォレスト三木ゴルフ倶楽部  コース売店　№６ 673-0712 三木市細川町桃津字東山鬼谷571-143 794828422 飲食店営業(4)その他 一般 ＰＧＭプロパティーズ株式会社 代表取締役社長 田中 耕太郎 110-0015 東京都台東区東上野1-14-7 344138800 北播(加健)第313-101 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成12年8月3日
000028 4000068591 フォレスト三木ゴルフ倶楽部  コース売店　№１５ 673-0712 三木市細川町桃津字東山鬼谷571-143 794828422 飲食店営業(4)その他 一般 ＰＧＭプロパティーズ株式会社 代表取締役社長 田中 耕太郎 110-0015 東京都台東区東上野1-14-7 344138800 北播(加健)第313-102 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成12年8月3日
000028 4000068603 橋本屋 673-0713 三木市細川町豊地74-1 794862645 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小島 弘己 北播(加健)第313-71 令和2年7月21日 令和8年8月31日 昭和56年8月5日
000028 4000068604 橋本屋 673-0713 三木市細川町豊地74-1 794862645 飲食店営業(4)その他 一般 小島 弘己 北播(加健)第313-133 令和5年1月27日 令和11年2月28日 令和5年1月27日
000028 4000068606 チェリーヒルズゴルフクラブ  レストラン 673-0714 三木市細川町細川中字道重1200-23 794862302 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 333414216 北播(加健)第313-92 平成29年8月24日 令和5年8月31日 平成11年8月2日
000028 4000068607 チェリーヒルズゴルフクラブ  コース売店　クィーン 673-0714 三木市細川町細川中字道重1200-23 794862302 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 333414216 北播(加健)第313-93 平成29年8月24日 令和5年8月31日 平成11年8月2日
000028 4000068608 チェリーヒルズゴルフクラブ  コース売店　キング 673-0714 三木市細川町細川中字道重1200-23 794862302 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 333414216 北播(加健)第313-94 平成29年8月24日 令和5年8月31日 平成11年8月2日
000028 4000068609 チェリーヒルズゴルフクラブ  コース売店　プリンス 673-0714 三木市細川町細川中字道重1200-23 794862302 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 333414216 北播(加健)第313-95 平成29年8月24日 令和5年8月31日 平成11年8月2日
000028 4000068610 マスターズゴルフ倶楽部  中コース6番ホール　コース売店 673-0411 三木市久留美1848 794833333 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社延田エンタープライズ 代表取締役 延田 尚弘 542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋二丁目1番6号 662132401 北播(加健)第313-80 令和4年8月23日 令和10年8月31日 令和4年8月23日
000028 4000068614 センチュリー三木ゴルフ倶楽部  クラブハウスレストラン 673-0721 三木市細川町高篠梨ノ木152 794862688 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社クリエイト・レストランツ 代表取締役 飯沼 辰朗 141-0022 東京都品川区東五反田5丁目10番18号 354888002 北播(加健)第313-116 令和4年11月14日 令和10年11月30日 令和4年11月14日
000028 4000068615 センチュリー三木ゴルフ倶楽部  クラブハウス　コーヒーラウンジ 673-0721 三木市細川町高篠梨ノ木152 794862688 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社クリエイト・レストランツ 代表取締役 飯沼 辰朗 141-0022 東京都品川区東五反田5丁目10番18号 354888002 北播(加健)第313-117 令和4年11月14日 令和10年11月30日 令和4年11月14日
000028 4000068616 センチュリー三木ゴルフ倶楽部  ７番アウトコース売店 673-0721 三木市細川町高篠梨ノ木152 794862688 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社クリエイト・レストランツ 代表取締役 飯沼 辰朗 141-0022 東京都品川区東五反田5丁目10番18号 354888002 北播(加健)第313-119 令和4年11月14日 令和10年11月30日 令和4年11月14日
000028 4000068617 センチュリー三木ゴルフ倶楽部  １６番インコース売店 673-0721 三木市細川町高篠梨ノ木152 794862688 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社クリエイト・レストランツ 代表取締役 飯沼 辰朗 141-0022 東京都品川区東五反田5丁目10番18号 354888002 北播(加健)第313-118 令和4年11月14日 令和10年11月30日 令和4年11月14日
000028 4000068618 北京料理　楽鳳 673-0722 三木市細川町脇川100-1 794836848 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 王 徳楽 北播(加健)第313-45 令和3年5月24日 令和9年5月31日 平成6年3月11日
000028 4000068619 マスターズゴルフ倶楽部  東コース6番ホール　コース売店 673-0411 三木市久留美1848 794833333 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社延田エンタープライズ 代表取締役 延田 尚弘 542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋二丁目1番6号 662132401 北播(加健)第313-78 令和4年8月23日 令和10年8月31日 令和4年8月23日
000028 4000068622 喫茶フーケ 673-0724 三木市細川町高畑40 794862009 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 悦子 北播(加健)第313-92 令和2年8月20日 令和8年8月31日 昭和63年7月18日



000028 4000068636 花月堂 673-0736 三木市口吉川町桃坂53 794880022 菓子製造業 一般 服部 幸三 北播(加健)第313-64 令和4年7月26日 令和10年8月31日 令和4年7月26日
000028 4000068640 Ｍｉｅｌ 673-0741 三木市口吉川町殿畑21-1 794881050 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤田 正則 北播(加健)第313-137 令和5年2月13日 令和11年2月28日 令和5年2月13日
000028 4000068641 フレンド 673-0741 三木市口吉川町殿畑272-1 794880507 飲食店営業(4)その他 一般 松井 光博 北播(加健)第313-68 平成30年7月9日 令和6年8月31日 昭和62年8月26日
000028 4000068677 美奈木ゴルフ倶楽部  レストラン 673-0755 三木市口吉川町大島字行司谷1187-3 794882325 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　中の坊 代表取締役 梶木 実 651-1401 兵庫県神戸市北区有馬町808 789040181 北播(加健)第313-41 平成29年5月16日 令和5年5月31日 平成11年3月29日
000028 4000068678 美奈木ゴルフ倶楽部  ティーラウンジ 673-0755 三木市口吉川町大島字行司谷1187-3 794880171 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　中の坊 代表取締役 梶木 実 651-1401 兵庫県神戸市北区有馬町808 789040181 北播(加健)第313-42 平成29年5月16日 令和5年5月31日 平成11年3月29日
000028 4000068679 美奈木ゴルフ倶楽部  ６番コース売店 673-0755 三木市口吉川町大島字行司谷1187-3 794880171 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　中の坊 代表取締役 梶木 実 651-1401 兵庫県神戸市北区有馬町808 789040181 北播(加健)第313-43 平成29年5月16日 令和5年5月31日 平成11年3月29日
000028 4000068680 美奈木ゴルフ倶楽部  １６番コース売店 673-0755 三木市口吉川町大島字行司谷1187-3 794880171 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　中の坊 代表取締役 梶木 実 651-1401 兵庫県神戸市北区有馬町808 789040181 北播(加健)第313-44 平成29年5月16日 令和5年5月31日 平成11年3月29日
000028 4000068688 ウッディハルヤ 673-1102 三木市吉川町冨岡1206-1 794730154 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 春本 満成 北播(加健)第313-108 令和4年1月26日 令和10年2月29日 令和4年1月26日
000028 4000068689 三甲ゴルフ倶楽部ジャパンコース  クラブハウスレストラン 673-1102 三木市吉川町冨岡933-27 794773535 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社レジェンド 代表取締役 後藤 美奈子 673-1102 兵庫県三木市吉川町冨岡933番地27 794773535 北播(加健)第313-123 令和4年11月21日 令和10年11月30日 令和4年11月21日
000028 4000068690 三甲ゴルフ倶楽部ジャパンコース  クラブハウス喫茶コーナー 673-1102 三木市吉川町冨岡933-27 794773535 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社レジェンド 代表取締役 後藤 美奈子 673-1102 兵庫県三木市吉川町冨岡933番地27 794773535 北播(加健)第313-124 令和4年11月21日 令和10年11月30日 令和4年11月21日
000028 4000068692 三甲ゴルフ倶楽部ジャパンコース  コース売店　№７ 673-1102 三木市吉川町冨岡933-27 794773535 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社レジェンド 代表取締役 後藤 美奈子 673-1102 兵庫県三木市吉川町冨岡933番地27 794773535 北播(加健)第313-125 令和4年11月21日 令和10年11月30日 令和4年11月21日
000028 4000068693 三甲ゴルフ倶楽部ジャパンコース  コース売店　№１４ 673-1102 三木市吉川町冨岡933-27 794773535 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社レジェンド 代表取締役 後藤 美奈子 673-1102 兵庫県三木市吉川町冨岡933番地27 794773535 北播(加健)第313-126 令和4年11月21日 令和10年11月30日 令和4年11月21日
000028 4000068715 佳豊 673-1107 三木市吉川町有安字才ヶ鼻40 794730329 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　冨田 代表取締役 冨田 孝昭 673-1107 兵庫県三木市吉川町有安21番地 794730002 北播(加健)第313-19 平成30年4月24日 令和6年5月31日 平成4年4月8日
000028 4000068716 花屋敷ゴルフ倶楽部　ひろのコース  クラブハウス 673-1111 三木市吉川町上荒川字松ヶ浦713-1 794720492 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社アラスカ 代表取締役 望月 薫 530-0005 大阪府大阪市北区中之島2丁目3番18号中之島フェスティバルタワー2階 662311351 北播(加健)第313-61 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 4000068719 赤いうちわ 673-1112 三木市吉川町畑枝120 794721191 飲食店営業(4)その他 一般 北谷 弘武 北播(加健)第313-135 令和2年11月16日 令和8年11月30日 平成5年10月8日
000028 4000068722 花屋敷ゴルフ倶楽部　吉川コース  クラブハウス 673-1113 三木市吉川町福井字小西谷534-1 794720643 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社アラスカ 代表取締役 望月 薫 530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-3-18中之島フェスティバルタワー2階 662311351 北播(加健)第313-90 令和2年8月12日 令和8年8月31日 平成5年8月3日
000028 4000068724 よりみち 673-1114 三木市吉川町吉安213 794721544 飲食店営業(4)その他 一般 北浦 みさ子 北播(加健)第313-18 令和2年4月22日 令和8年5月31日 昭和58年3月7日
000028 4000068726 スナック　蘭 673-1114 三木市吉川町吉安215-3 794720127 飲食店営業(4)その他 一般 清原 賀代子 北播(加健)第313-79 平成29年8月9日 令和5年8月31日 平成3年8月23日
000028 4000068727 和風お食事処　さわい 673-1114 三木市吉川町吉安216 794720234 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 澤井 正巳 北播(加健)第313-77 平成29年8月9日 令和5年8月31日 平成3年6月26日
000028 4000068754 お食事処　みなぎ乃 673-1115 三木市吉川町大沢217 794721617 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮田 裕通 北播(加健)第313-107 令和4年1月26日 令和10年2月29日 令和4年1月26日
000028 4000068757 ラウンジ　さざんかの郷 673-1115 三木市吉川町大沢418 794721170 飲食店営業(4)その他 一般 社会福祉法人　吉川福祉会 理事長 大垣 早苗 673-1115 兵庫県三木市吉川町大沢418 794721170 北播(加健)第313-63 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 4000068759 福寿 673-1115 三木市吉川町大沢50-1 794720650 飲食店営業(4)その他 一般 福井 純子 北播(加健)第313-160 平成30年1月30日 令和6年2月29日 平成12年1月28日
000028 4000068806 関西クラシックゴルフ倶楽部  清水売店 673-1123 三木市吉川町湯谷567 794721231 飲食店営業(4)その他 一般 大松産業株式会社 代表取締役 松本 憲二 673-1123 兵庫県三木市吉川町湯谷567 794721231 北播(加健)第313-29 令和3年5月13日 令和9年5月31日 昭和51年4月30日
000028 4000068807 関西クラシックゴルフ倶楽部  レストラン 673-1123 三木市吉川町湯谷567 794721231 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大松産業株式会社 代表取締役 松本 憲二 673-1123 兵庫県三木市吉川町湯谷567 794721231 北播(加健)第313-14 平成30年4月24日 令和6年5月31日 平成4年3月31日
000028 4000068808 関西クラシックゴルフ倶楽部  湯谷売店 673-1123 三木市吉川町湯谷567 794721231 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 大松産業株式会社 代表取締役 松本 憲二 673-1123 兵庫県三木市吉川町湯谷567番地 794721231 北播(加健)第313-51 令和4年5月24日 令和10年5月31日 令和4年5月24日
000028 4000068809 関西クラシックゴルフ倶楽部  大洞売店 673-1123 三木市吉川町湯谷567 794721231 飲食店営業(4)その他 一般 大松産業株式会社 代表取締役 松本 憲二 673-1123 兵庫県三木市吉川町湯谷567 794721231 北播(加健)第313-4 令和2年4月16日 令和8年5月31日 昭和58年3月3日
000028 4000068826 甲北食品工業株式会社 673-1129 三木市吉川町渡瀬22-2 794730020 そうざい製造業 一般 甲北食品工業株式会社 代表取締役 前田 顕彦 673-1129 兵庫県三木市吉川町渡瀬22-2 794730020 北播(加健)第313-110 令和4年1月26日 令和10年2月29日 令和4年1月26日
000028 4000068828 丸常食堂 673-1129 三木市吉川町渡瀬30-1 794730071 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前田 和美 北播(加健)第313-76 平成29年8月9日 令和5年8月31日 昭和59年8月27日
000028 4000068833 気まま 673-1129 三木市吉川町渡瀬8-1 794730526 菓子製造業 一般 本岡 清美 北播(加健)第313-116 平成30年8月22日 令和6年8月31日 平成4年8月11日
000028 4000068834 気まま 673-1129 三木市吉川町渡瀬8-1 794730526 飲食店営業(4)その他 一般 本岡 清美 北播(加健)第311-117 平成30年8月22日 令和6年8月31日 平成4年8月11日
000028 4000068838 料理旅館　藤多 673-1231 三木市吉川町稲田100 794720024 飲食店営業(3)旅館 一般 藤田 五十鈴 北播(加健)第313-134 令和2年11月16日 令和8年11月30日 昭和63年11月16日
000028 4000068847 梶本食料品店 673-1231 三木市吉川町稲田121 794720016 魚介類販売業 一般 梶本 順子 北播(加健)第313-49 平成29年5月17日 令和5年5月31日 昭和61年5月28日
000028 4000068850 ドライブイン　黒滝 673-1232 三木市吉川町金会97-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 今村 利克 北播(加健)第313-39 平成30年5月9日 令和6年5月31日 昭和52年3月18日
000028 4000068864 太平洋クラブ　有馬コース  クラブハウスレストラン 673-1242 三木市吉川町奥谷字竹ノ下114-8 794721221 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　太平洋クラブ 代表取締役 韓 俊 602-0822 京都府京都市上京区出町今出川上る青龍町231 752520358 北播(加健)第313-99 令和2年10月14日 令和8年11月30日 平成8年9月17日
000028 4000068869 太平洋クラブ　六甲コース  ６番アウトコース売店 673-1244 三木市吉川町水上1582-1 794721211 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社太平洋クラブ 代表取締役 韓 俊 602-0822 京都府京都市上京区出町今出川上る青龍町231番地 752520358 北播(加健)第313-97 令和4年10月24日 令和10年11月30日 令和4年10月24日
000028 4000068870 太平洋クラブ　六甲コース  １４番インコース売店 673-1244 三木市吉川町水上1582-1 794721211 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社太平洋クラブ 代表取締役 韓 俊 602-0822 京都府京都市上京区出町今出川上る青龍町231番地 752520358 北播(加健)第313-96 令和4年10月24日 令和10年11月30日 令和4年10月24日
000028 4000068872 太平洋クラブ　六甲コース  クラブハウスレストラン 673-1244 三木市吉川町水上1582-1 794721211 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　太平洋クラブ 代表取締役 韓 俊 602-0822 京都府京都市上京区出町今出川上る青龍町231番地 752520358 北播(加健)第313-81 令和4年8月23日 令和10年8月31日 令和4年8月23日
000028 4000068882 右近商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 右近 幸伸 北播(加健)第313-46 令和2年4月24日 令和7年5月31日 平成6年4月13日
000028 4000068883 右近商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 右近 幸伸 北播(加健)第313-47 令和2年4月24日 令和7年5月31日 平成6年4月13日
000028 4000068895 二反田商店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。） 飲食店営業(4)その他 露店40L 二反田 一夫 北播(加健)第311-115 令和5年2月8日 令和10年2月29日 令和5年2月8日
000028 4000068983 アイスクリーム工房　ＢＯＳＳ＆ＭＯＭ 673-1243 三木市吉川町豊岡427 794721026 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西山 農 北播(加健)第313-14 平成31年4月22日 令和7年5月31日 平成13年4月9日
000028 4000068984 アイスクリーム工房　ＢＯＳＳ＆ＭＯＭ 673-1243 三木市吉川町豊岡427 794721026 アイスクリーム類製造業 一般 西山 農 北播(加健)第313-15 平成31年4月22日 令和7年5月31日 平成13年4月9日
000028 4000068990 ジョイフル兵庫三木店 673-0403 三木市末広3-20-20 794867890 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ジョイフル関西 代表取締役社長 松元 隆彰 870-0141 大分県大分市三川新町一丁目1番45号 975517131 北播(加健)第313-28 令和1年5月14日 令和7年5月31日 平成13年4月18日
000028 4000068992 焼肉の庄　元屋 673-0404 三木市大村字砂347-1 794830229 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長谷川 信弘 北播(加健)第313-24 令和1年5月13日 令和7年5月31日 平成13年4月19日
000028 4000068993 焼肉の庄　元屋 673-0404 三木市大村字砂347-1 794830229 食肉販売業 一般 長谷川 信弘 北播(加健)第313-25 令和1年5月13日 令和7年5月31日 平成13年4月19日
000028 4000069077 株式会社エフ・イ・イ　フェスタル三木事業所 673-0405 三木市平田29-2 794860133 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社エフ・イ・イ 代表取締役 栗末 英行 541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町二丁目5番11号 798661130 北播(加健)第313-48 令和1年7月30日 令和7年8月31日 平成13年8月9日
000028 4000069078 株式会社エフ・イ・イ三木事業所 673-0443 三木市別所町巴2三木工場公園内 794821587 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社エフ・イ・イ 代表取締役 栗末 英行 541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町二丁目5番11号 798661130 北播(加健)第313-47 令和1年7月30日 令和7年8月31日 平成13年8月9日
000028 4000069102 串かつ　数奇屋 673-0512 三木市志染町井上147-5 794872087 飲食店営業(4)その他 一般 江上 栄一 北播(加健)第313-49 令和1年7月30日 令和7年8月31日 平成13年8月29日
000028 4000069109 魚利鮮魚店 673-0402 三木市加佐字西芝270-6 794830709 飲食店営業(4)その他 一般 澤田 利治 北播(加健)第313-138 令和2年11月16日 令和8年11月30日 平成13年10月10日
000028 4000069110 魚利鮮魚店 673-0402 三木市加佐字西芝270-6 794830709 魚介類販売業 一般 澤田 利治 北播(加健)第313-139 令和2年11月16日 令和8年11月30日 平成13年10月10日
000028 4000069111 アイスクリーム工房　ＢＯＳＳ＆ＭＯＭ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 西山 農 北播(加健)第313-74 令和3年10月14日 令和8年11月30日 令和3年10月14日
000028 4000069952 吉川温泉よかたん 673-1114 三木市吉川町吉安222 794722601 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　吉川まちづくり公社 代表取締役社長 山本 貴美江 673-1114 兵庫県三木市吉川町吉安222番地 794762401 北播(加健)第313-112 令和2年1月31日 令和8年2月28日 平成14年1月25日
000028 4000069987 愛菜　志染店 673-0551 三木市志染町西自由が丘1-166 794842158 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社コープフーズ 代表取締役 友重 伸和 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-3-19 794956001 北播(加健)第313-101 令和2年1月29日 令和8年2月28日 平成14年2月27日
000028 4000070006 お好焼　ごろきん 673-0433 三木市福井1969-1-2Ｆ 794838041 飲食店営業(4)その他 一般 藤本 昌良 北播(加健)第313-19 令和2年4月22日 令和8年5月31日 平成14年3月25日
000028 4000070014 マックスバリュ　別所店 673-0435 三木市別所町高木638 794836012 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第313-20 令和2年4月22日 令和8年5月31日 平成14年4月11日
000028 4000070015 マックスバリュ　別所店 673-0435 三木市別所町高木638 794836012 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第313-21 令和2年4月22日 令和8年5月31日 平成14年4月11日
000028 4000070016 マックスバリュ　別所店 673-0435 三木市別所町高木638 794836012 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第313-22 令和2年4月22日 令和8年5月31日 平成14年4月11日
000028 4000070017 マックスバリュ　別所店 673-0435 三木市別所町高木638 794836012 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第313-23 令和2年4月22日 令和8年5月31日 平成14年4月11日
000028 4000070029 クーズコンセルボ 673-0404 三木市大村字砂163 794833101 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　オカノベーカリー 代表取締役 岡野 吉純 671-0234 兵庫県姫路市御国野町国分寺391 792520391 北播(加健)第313-50 令和2年4月27日 令和8年5月31日 平成14年4月22日
000028 4000070043 スナック　沙羅の木 673-0433 三木市福井1-4-41銭屋横丁 794836658 飲食店営業(4)その他 一般 北 聖子 北播(加健)第313-48 令和2年4月27日 令和8年5月31日 平成14年5月2日
000028 4000070044 宅配クック　ワン・ツゥ・スリー兵庫三木店 673-0402 三木市加佐249-1 794832027 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 戎 真市 北播(加健)第313-25 令和2年4月22日 令和8年5月31日 平成14年5月8日
000028 4000070046 ジョリーパスタ　三木店 673-0541 三木市志染町広野1-79-1 794876551 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ジョリーパスタ 代表取締役 南 哲史 108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 368338833 北播(加健)第313-28 令和2年4月22日 令和8年5月31日 平成14年5月15日
000028 4000070086 カラオケ喫茶　やんちゃ 673-0433 三木市福井1-3-43 794837576 飲食店営業(4)その他 一般 松尾 亜也 北播(加健)第313-69 令和2年7月20日 令和8年8月31日 平成14年7月25日
000028 4000070096 和風喫茶　茶小屋 673-0423 794827375 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡本 利秀 北播(加健)第313-60 令和2年7月15日 令和8年8月31日 平成14年8月23日
000028 4000070100 スナック　メリノ 673-1126 三木市吉川町上松530-1 794731365 飲食店営業(4)その他 一般 藤田 次枝 北播(加健)第313-100 令和2年10月14日 令和8年11月30日 平成14年9月2日
000028 4000070101 ラパン 673-0402 三木市加佐285-5 794838113 飲食店営業(4)その他 一般 粂田 慎也 北播(加健)第313-111 令和2年10月26日 令和8年11月30日 平成14年9月2日
000028 4000070102 ラパン 673-0402 三木市加佐285-5 794838113 菓子製造業 一般 粂田 慎也 北播(加健)第313-112 令和2年10月26日 令和8年11月30日 平成14年9月2日
000028 4000070107 三の路 673-1119 三木市吉川町鍛治屋135-4 794731816 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三谷 光男 北播(加健)第313-137 令和2年11月16日 令和8年11月30日 平成14年9月11日
000028 4000070108 味郷 673-0552 三木市志染町中自由が丘3-50 794856236 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩田 賢太郎 北播(加健)第313-141 令和2年11月24日 令和8年11月30日 平成14年9月20日
000028 4000070137 パティスリー　ツルタニ 673-0553 三木市志染町東自由が丘2-373 794870207 菓子製造業 一般 鶴谷 昭彦 北播(加健)第313-131 令和2年11月9日 令和8年11月30日 平成14年10月23日
000028 4000070159 餃子の王将　三木店 673-0404 三木市大村字城ノ前548-1 794811188 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ペルゴ 小林 康浩 670-0976 兵庫県姫路市中地188番地の1 792934064 北播(加健)第313-115 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成14年11月27日
000028 4000070163 リリハ洋菓子店　緑が丘店 673-0534 三木市緑が丘町本町1-6-1 794871307 菓子製造業 一般 阿部 芳明 北播(加健)第313-161 令和3年1月15日 令和9年2月28日 平成14年12月6日
000028 4000070176 スナック　夢追い人 673-0532 三木市緑が丘町中1-9-34 794855309 飲食店営業(4)その他 一般 小倉 悦子 北播(加健)第313-151 令和3年1月15日 令和9年2月28日 平成15年1月20日
000028 4000070221 お食事処　さち 673-0534 三木市緑が丘町本町1-12-3 794852519 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 島田 幸子 北播(加健)第313-34 令和3年5月17日 令和9年5月31日 平成15年4月7日
000028 4000070237 珈琲の店　ぶれんど 673-0435 三木市別所町高木83-1 794833125 飲食店営業(4)その他 一般 近藤 淳 北播(加健)第313-13 令和3年4月27日 令和9年5月31日 平成15年5月1日
000028 4000070273 ローソン三木緑が丘西店 673-0531 三木市緑が丘町西5-4-3 794872560 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 浅井 孝司 北播(加健)第313-89 平成28年8月9日 令和5年8月31日 平成15年7月23日
000028 4000070288 美苑荘 673-1114 三木市吉川町吉安219 794721611 飲食店営業(4)その他 一般 羽田 良仁 北播(加健)第313-64 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 4000070296 夢郷 673-0433 三木市福井1969-2 794838691 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三嶋 隆憲 北播(加健)第313-58 令和3年7月20日 令和9年8月31日 令和3年7月20日
000028 4000070300 仕出し御料理　福扇 673-0735 三木市口吉川町西中346-2 794880536 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 下内 良則 北播(加健)第313-57 令和3年7月20日 令和9年8月31日 令和3年7月20日
000028 4000070302 トーホーストア志染駅前店 673-0551 三木市志染町西自由が丘1-324 794877111 魚介類販売業 一般 株式会社トーホーストア 代表取締役 橋本 博文 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西五丁目9番 788452412 北播(加健)第313-139 平成29年11月29日 令和5年11月30日 平成15年9月1日
000028 4000070303 トーホーストア志染駅前店 673-0551 三木市志染町西自由が丘1-324 794877111 食肉販売業 一般 株式会社トーホーストア 代表取締役 橋本 博文 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西五丁目9番 788452412 北播(加健)第313-140 平成29年11月29日 令和5年11月30日 平成15年9月1日
000028 4000070305 トーホーストア志染駅前店 673-0551 三木市志染町西自由が丘1-324 794877111 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社トーホーストア 代表取締役 橋本 博文 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西五丁目9番 788452412 北播(加健)第313-142 平成29年11月29日 令和5年11月30日 平成15年9月1日
000028 4000070306 トーホーストア志染駅前店 673-0551 三木市志染町西自由が丘1-324 794877111 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社トーホーストア 代表取締役 橋本 博文 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西五丁目9番 788452412 北播(加健)第313-143 平成29年11月29日 令和5年11月30日 平成15年9月1日
000028 4000070307 トーホーストア志染駅前店 673-0551 三木市志染町西自由が丘1-324 794877111 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社トーホーストア 代表取締役 橋本 博文 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西五丁目9番 788452412 北播(加健)第313-144 平成29年11月29日 令和5年11月30日 平成15年9月1日
000028 4000070308 トーホーストア志染駅前店 673-0551 三木市志染町西自由が丘1-324 794877111 そうざい製造業 一般 株式会社トーホーストア 代表取締役 橋本 博文 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西五丁目9番 788452412 北播(加健)第313-145 平成29年11月29日 令和5年11月30日 平成15年9月1日
000028 4000070442 山田錦の館　味噌加工室 673-1114 三木市吉川町吉安222 794762401 みそ又はしょうゆ製造業 一般 株式会社　吉川まちづくり公社 代表取締役社長 山本 貴美江 673-1114 兵庫県三木市吉川町吉安222番地 794762401 北播(加健)第313-22 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 4000070443 山田錦の館　パン・モチ加工室 673-1114 三木市吉川町吉安222 794762401 菓子製造業 一般 株式会社　吉川まちづくり公社 代表取締役社長 山本 貴美江 673-1114 兵庫県三木市吉川町吉安222番地 794762401 北播(加健)第313-21 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 4000070444 山田錦の館 673-1114 三木市吉川町吉安222 794762401 喫茶店営業 露店 株式会社　吉川まちづくり公社 代表取締役社長 山本 貴美江 673-1114 兵庫県三木市吉川町吉安222番地 794762401 北播(加健)第313-13 平成31年4月22日 令和6年5月31日 平成16年3月26日
000028 4000070446 山田錦の館　惣菜加工室 673-1114 三木市吉川町吉安222 794762401 そうざい製造業 一般 株式会社　吉川まちづくり公社 代表取締役社長 山本 貴美江 673-1114 兵庫県三木市吉川町吉安222番地 794762401 北播(加健)第313-23 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 4000070447 山田錦の館　おためし処　蔵 673-1114 三木市吉川町吉安222 794762401 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 株式会社　吉川まちづくり公社 代表取締役社長 山本 貴美江 673-1114 兵庫県三木市吉川町吉安222番地 794762401 北播(加健)第313-20 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 4000070449 山田錦の館　レストラン　にしき亭 673-1114 三木市吉川町吉安222 794762401 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　吉川まちづくり公社 代表取締役社長 山本 貴美江 673-1114 兵庫県三木市吉川町吉安222番地 794762401 北播(加健)第313-19 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 4000070452 くら寿司　三木店 673-0541 三木市志染町広野1-77-1 794842877 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 くら寿司株式会社 代表取締役 田中 邦彦 599-8253 大阪府堺市中区深阪一丁2番2号 722398071 北播(加健)第313-36 平成30年5月9日 令和7年5月31日 平成16年3月29日
000028 4000070539 珈琲　ＹＵＫＩ 673-0532 三木市緑が丘町中1-15-57 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中谷 泰子 北播(加健)第313-55 令和4年7月13日 令和10年8月31日 令和4年7月13日
000028 4000070548 小僧寿し　三木店 673-0404 三木市大村字川ノ上25-1 794829425 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社サニーフーヅ 代表取締役 中村 彰宏 780-0083 高知県高知市北御座9番11号 888845828 北播(加健)第313-89 令和4年10月17日 令和10年11月30日 令和4年10月17日
000028 4000070553 張家　北京閣 673-0404 三木市大村1-3-3 794821843 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　三木北京閣 代表取締役 中山 勇士 673-0404 兵庫県三木市大村1-3-3 794821843 北播(加健)第313-103 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 4000070573 ｃｏｆｆｅｅ　ｂｅａｎｓ　ｓｈｏｐ  Ｃｏｏｇｅｅ　ｃａｆｅ 673-0533 三木市緑が丘町東1-1-22 794871949 飲食店営業(4)その他 一般 古市 直美 北播(加健)第313-128 令和5年1月16日 令和11年2月28日 令和5年1月16日
000028 4000070581 ｃｏｆｆｅｅ　ｂｅａｎｓ　ｓｈｏｐ  Ｃｏｏｇｅｅ　ｃａｆｅ 673-0533 三木市緑が丘町東1-1-22 794871949 菓子製造業 一般 古市 直美 北播(加健)第313-129 令和5年1月16日 令和11年2月28日 令和5年1月16日
000028 4000070617 ｍｏ・ｌｕｅｒａｎ 673-0521 三木市志染町青山6-20-8 794853997 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 百武 美津子 北播(加健)第313-54 平成29年5月19日 令和5年5月31日 平成17年3月18日
000028 4000070618 すき家　三木志染店 673-0541 三木市志染町広野１－２６３－１ 794843856 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南2丁目18番1号 357838850 北播(加健)第313-23 令和1年5月13日 令和8年5月31日 平成17年3月24日
000028 4000070632 三井住友銀行北条支店シダックス店 675-2312 加西市北条町北条910 790422255 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 シダックスコントラクトフードサービス株式会社 代表取締役 佐藤 好男 182-0021 東京都調布市調布ケ丘三丁目6番地3 424898911 北播(加健)第312-177 平成29年2月3日 令和6年2月29日 平成11年2月23日
000028 4000070672 お食事かつ美 675-2312 加西市北条町北条42-2 790430635 飲食店営業(4)その他 一般 春岡 和一 北播(加健)第312-79 平成29年7月18日 令和5年8月31日 昭和56年7月1日
000028 4000070682 すし小鉄 675-2312 加西市北条町北条1080 790420297 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大竹 義章 北播(加健)第312-138 平成29年10月31日 令和5年11月30日 昭和56年11月6日
000028 4000070687 お多福食料品店 675-2312 加西市北条町北条1130-2 790422119 魚介類販売業 一般 内藤 陽道 北播(加健)第312-161 令和2年10月26日 令和8年11月30日 平成5年9月17日
000028 4000070739 スナック美穂 675-2312 加西市北条町北条59-3 飲食店営業(4)その他 一般 小池 美保子 北播(加健)第312-70 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 4000070770 スナック麦 675-2312 加西市北条町北条59-3 790431252 飲食店営業(4)その他 一般 藤本 励子 北播(加健)第312-58 令和4年7月21日 令和10年8月31日 令和4年7月21日
000028 4000070797 ㈲四ツ目旅館 675-2312 加西市北条町北条906 790420004 飲食店営業(3)旅館 一般 (有)四ツ目旅館 代表取締役 佐々木 信行 675-2312 兵庫県加西市北条町北条906 790420004 北播(加健)第312-158 平成29年11月7日 令和5年11月30日 平成3年11月12日
000028 4000070833 喫茶すぎのき 675-2322 加西市北条町西高室529-1 790431256 飲食店営業(4)その他 一般 髙田 睦子 北播(加健)第312-69 平成30年7月10日 令和6年8月31日 昭和57年7月28日
000028 4000070837 スナック華恋 675-2303 加西市北条町古坂313　来光ビル内 790424624 飲食店営業(4)その他 一般 吉本 恭子 北播(加健)第312-205 令和2年11月17日 令和8年11月30日 平成8年11月26日
000028 4000070843 本家かまどや西高室店 675-2322 加西市北条町西高室304-1 790426685 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 ㈱本家かまどや 代表取締役 金原 弘周 651-0097 兵庫県神戸市中央区布引町1-1-5 782513050 北播(加健)第312-65 令和3年7月26日 令和9年8月31日 令和3年7月26日
000028 4000070844 ティンカーベル 675-2302 加西市北条町栗田2-2ﾙｳﾞｧﾝｴｽﾎﾟﾜｰﾙ1F 790426124 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石丸 富子 北播(加健)第312-147 令和4年1月26日 令和10年2月29日 令和4年1月26日
000028 4000070862 天城 675-2321 加西市北条町東高室919 790430212 飲食店営業(4)その他 一般 吉田 紀久代 北播(加健)第312-4 令和3年4月16日 令和9年5月31日 平成6年4月26日
000028 4000070876 Wink 675-2303 加西市北条町古坂1-1 790431518 飲食店営業(4)その他 一般 山下 かず子 北播(加健)第312-11 令和3年4月20日 令和9年5月31日 平成6年3月1日



000028 4000070903 食事処ラピュタ 675-2311 加西市北条町横尾1019-1 790425408 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 新 早苗 北播(加健)第312-128 平成29年10月26日 令和6年11月30日 平成11年11月29日
000028 4000070906 ガスト加西店 675-2303 加西市北条町古坂6-67 790438085 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-8580 東京都武蔵野市西久保一丁目25番8号 422375218 北播(加健)第312-16 平成30年4月13日 令和7年5月31日 平成10年5月7日
000028 4000070921 居酒屋ひこべえ 675-2302 加西市北条町栗田4-5 790432153 飲食店営業(4)その他 一般 山下 則彦 北播(加健)第312-124 平成30年10月15日 令和6年11月30日 平成12年10月3日
000028 4000070947 えびす 675-2303 加西市北条町古坂2-12-1 790430680 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 和田 義博 北播(加健)第312-74 令和1年10月9日 令和7年11月30日 昭和62年9月11日
000028 4000070950 ホットランチ加西店 675-2303 加西市北条町古坂3-9 790431739 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 石田 昌子 北播(加健)第312-133 令和1年11月14日 令和7年11月30日 平成7年11月21日
000028 4000070952 西松屋 675-2311 加西市北条町横尾１－１５ 430035 魚介類販売業 一般 浜本 敏郎 北播(加健)第312-48 令和2年5月20日 令和8年5月31日 昭和63年5月25日
000028 4000070953 西松屋 675-2311 加西市北条町横尾１－１５ 430035 そうざい製造業 一般 浜本 敏郎 北播(加健)第312-49 令和2年5月20日 令和8年5月31日 昭和63年5月25日
000028 4000071021 ｶﾌｴﾗｳﾝｼﾞびーどろはうす 675-2321 加西市北条町東高室78-1 790431445 飲食店営業(4)その他 一般 中野 力 北播(加健)第312-52 平成30年5月11日 令和6年5月31日 平成4年5月7日
000028 4000071035 割烹酒楽 675-2303 加西市北条町古坂1320　来光ビル内 790431742 飲食店営業(4)その他 一般 高橋 弘 北播(加健)第312-85 令和2年7月13日 令和8年8月31日 平成5年6月10日
000028 4000071051 加西神姫レストラン 675-2365 加西市畑町字松尾谷2772-6 790424001 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 神姫フードサービス株式会社 代表取締役 伊藤 克也 670-0965 兵庫県姫路市東延末三丁目50番地 792883835 北播(加健)第312-130 令和3年11月16日 令和10年11月30日 令和3年11月16日
000028 4000071058 居酒屋まんま 675-2364 加西市窪田町476-1 飲食店営業(4)その他 一般 木村 むつみ 北播(加健)第312-221 令和2年11月26日 令和8年11月30日 平成5年11月8日
000028 4000071060 加西サービスエリア営業所(ベーカリー) 675-2365 加西市畑町字松尾谷口地内加西SA（下り線） 790424003 菓子製造業 一般 シンエーフーヅ株式会社 代表取締役 宮内 賢二 650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通二丁目3番2号三共神戸ツインビル2階 783417117 北播(加健)第312-77 平成29年7月18日 令和5年8月31日 平成11年7月14日
000028 4000071062 加西サービスエリア営業所(スナックコーナー) 675-2365 加西市畑町字松尾谷口地内加西SA（下り線） 790424003 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 シンエーフーヅ株式会社 代表取締役 宮内 賢二 650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通二丁目3番2号三共神戸ツインビル2階 783417117 北播(加健)第312-129 令和3年11月16日 令和9年11月30日 令和3年11月16日
000028 4000071082 ｺｰﾋｰﾗｳﾝｼﾞどんぐり 675-2365 加西市畑町1346 790431451 飲食店営業(4)その他 一般 石田 彰 北播(加健)第312-145 令和2年10月15日 令和8年11月30日 昭和58年10月7日
000028 4000071091 加西サービスエリア営業所（レストラン） 675-2365 加西市畑町字松尾谷口地内加西SA（下り線） 790424003 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 シンエーフーヅ株式会社 代表取締役 宮内 賢二 650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通二丁目3番2号三共神戸ツインビル2階 783417117 北播(加健)第312-99 令和2年7月22日 令和8年8月31日 昭和63年7月21日
000028 4000071125 リカー＆ベイクコタニ 675-2332 加西市鎮岩町281 790460672 飲食店営業(4)その他 一般 小谷 昇 北播(加健)第312-57 令和2年5月27日 令和8年5月31日 昭和63年4月26日
000028 4000071130 ㈱荒木商店 675-2354 加西市山下町422-1 790460002 魚介類販売業 一般 株式会社荒木商店 代表取締役 荒木 正利 675-2354 兵庫県加西市山下町422-1 790460002 北播(加健)第312-135 令和3年11月19日 令和9年11月30日 令和3年11月19日
000028 4000071163 味園 675-2211 加西市野田町532-1 790483443 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松村 正淇 北播(加健)第312-96 令和4年10月28日 令和10年11月30日 令和4年10月28日
000028 4000071168 えびすや 675-2243 加西市中西町644-8 790482941 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 塚本 君恵 北播(加健)第312-115 平成30年8月23日 令和6年8月31日 平成12年7月24日
000028 4000071210 オリエンティーマキ 675-2212 加西市東笠原町514-5 790482898 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 友井 真紀 北播(加健)第312-133 令和3年11月19日 令和9年11月30日 令和3年11月19日
000028 4000071237 つくし 675-2223 加西市三口町876-1 790484194 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中村 雅昭 北播(加健)第312-93 令和2年7月16日 令和8年8月31日 平成5年7月16日
000028 4000071241 木下製菓 675-2114 加西市田原町1601-1 790490061 菓子製造業 一般 木下 直弥 北播(加健)第312-98 令和2年7月21日 令和7年8月31日 平成8年8月19日
000028 4000071243 丸中製菓株式会社 675-2105 加西市下宮木町玉ノ坪555-1 790492924 菓子製造業 一般 丸中製菓株式会社 代表取締役 中山 大輔 675-2105 兵庫県加西市下宮木町玉ノ坪555-1 790492924 北播(加健)第312-186 令和2年2月14日 令和8年2月28日 平成6年12月19日
000028 4000071245 三宅酒造株式会社 675-2102 加西市中野町917 790490003 酒類製造業 一般 三宅酒造株式会社 代表取締役 三宅 新一郎 675-2102 兵庫県加西市中野町917 790490749 北播(加健)第312-1 令和4年4月6日 令和9年5月31日 令和4年4月6日
000028 4000071263 喫茶なぎさ 675-2114 加西市田原町1969-9 790492596 飲食店営業(4)その他 一般 清水 良子 北播(加健)第312-128 令和1年11月12日 令和7年11月30日 平成7年11月21日
000028 4000071265 ライラック 675-2103 加西市鶉野町1168-58 790492325 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 尾田 吉清 北播(加健)第312-29 令和4年5月16日 令和10年5月31日 令和4年5月16日
000028 4000071267 焼肉さわなか 675-2105 加西市下宮木町421-5 790490361 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 澤中 剛造 北播(加健)第312-125 平成30年10月15日 令和6年11月30日 平成12年11月30日
000028 4000071275 すがの 675-2102 加西市中野町920-1 790490024 魚介類販売業 一般 菅野 栄 北播(加健)第312-53 令和4年7月14日 令和10年8月31日 令和4年7月14日
000028 4000071276 すがの 675-2102 加西市中野町920-1 790490024 食肉販売業 一般 菅野 栄 北播(加健)第312-54 令和4年7月14日 令和10年8月31日 令和4年7月14日
000028 4000071316 岡井商店 675-2114 加西市田原町2416 790490106 魚介類販売業 一般 岡井 勝己 北播(加健)第312-147 令和2年10月15日 令和8年11月30日 昭和63年10月25日
000028 4000071356 のんき 675-2103 加西市鶉野町2185-1 790492761 飲食店営業(4)その他 一般 岡田 正子 北播(加健)第312-276 令和3年2月18日 令和8年2月28日 平成4年12月10日
000028 4000071393 花と緑のﾚｽﾄﾗﾝ「フルーリ」 679-0106 加西市豊倉町1282-1 790471182 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 公益財団法人 兵庫県園芸・公園協会 代表理事 石井 孝一 673-0847 兵庫県明石市明石公園1番27号 789127600 北播(加健)第312-47 令和2年5月20日 令和8年5月31日 平成12年5月23日
000028 4000071394 兵庫県立フラワーセンター　温室喫茶 679-0106 加西市豊倉町1282-1 790471182 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 公益財団法人 兵庫県園芸・公園協会 代表理事 石井 孝一 673-0847 兵庫県明石市明石公園1番27号 789127600 北播(加健)第312-65 平成30年5月30日 令和6年5月31日 平成12年5月23日
000028 4000071401 サンフラワー 679-0106 加西市豊倉町1283-34 790471215 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西村 文代 北播(加健)第312-13 平成30年4月13日 令和6年5月31日 昭和52年3月14日
000028 4000071402 松鶴楼 679-0105 加西市朝妻町1221-34 790470030 飲食店営業(3)旅館 一般 ㈲松鶴楼 代表取締役 西川 昌克 679-0105 兵庫県加西市朝妻町1221-34 790470030 北播(加健)第312-195 平成30年1月30日 令和6年2月29日 昭和56年12月26日
000028 4000071403 喫茶グランド 679-0107 加西市玉野町227-4 790471390 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社喫茶グランド 代表取締役 浦西 みな美 679-0107 兵庫県加西市玉野町227番地の4 790471390 北播(加健)第312-44 令和4年5月24日 令和10年5月31日 令和4年5月24日
000028 4000071408 吉祥 679-0107 加西市玉野町208-3 790471414 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西脇 俊秀 北播(加健)第312-202 令和2年11月9日 令和8年11月30日 昭和60年11月2日
000028 4000071409 こうひいはうす輪 679-0103 加西市別府町甲1595-6 790471233 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西村 三和子 北播(加健)第312-15 平成30年4月13日 令和6年5月31日 昭和62年4月30日
000028 4000071423 ＶＩＶＡＣＥ 679-0109 加西市玉丘町31-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 重国 政美 北播(加健)第312-100 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 4000071430 県立農業大学校食堂 679-0104 加西市常吉町1256-4 790471551 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 兵庫県立農林水産技術総合センター 所長 679-0103 兵庫県加西市別府町南の岡甲1533 790472400 北播(加健)第312-60 平成29年5月19日 令和6年5月31日 平成3年3月29日
000028 4000071467 高橋醤油株式会社 675-2423 加西市和泉町118-7 790450003 みそ製造業 一般 高橋醬油株式会社 代表取締役 高橋 伸弥 675-2423 兵庫県加西市和泉町118番地の7 790450003 北播(加健)第312-218 平成30年2月7日 令和6年2月29日 昭和45年2月4日
000028 4000071468 高橋醤油株式会社 675-2423 加西市和泉町118-7 790450003 そうざい製造業 一般 高橋醬油株式会社 代表取締役 高橋 伸弥 675-2423 兵庫県加西市和泉町118番地の7 790450003 北播(加健)第312-71 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 4000071488 喫茶鈴 675-2421 加西市河内町634-1 790451488 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 名尾 幸雄 北播(加健)第312-114 令和3年10月22日 令和9年11月30日 令和3年10月22日
000028 4000071501 ｶﾌｴﾊｳｽアッピア 675-2442 加西市中富町697-1 790440808 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ㈱福岡 代表取締役 福岡 敏勝 675-2442 兵庫県加西市中富町697-1 790440596 北播(加健)第312-222 令和2年11月30日 令和8年11月30日 平成8年10月24日
000028 4000071503 岩井商事㈱加西工場 675-2443 加西市笹倉町400 790440008 添加物製造業 一般 岩井商事株式会社 代表取締役 岩井 好朗 650-0003 兵庫県神戸市中央区山本通2丁目2番7号 782418585 北播(加健)第312-152 令和5年2月8日 令和11年2月28日 令和5年2月8日
000028 4000071521 喫茶エデン 675-2443 加西市笹倉町632-1 790442323 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 濵野 政子 北播(加健)第312-113 令和3年10月21日 令和9年11月30日 令和3年10月21日
000028 4000071552 カラオケ２０１ 675-2433 加西市北町201 790440618 飲食店営業(4)その他 一般 大西 勉 北播(加健)第312-110 平成29年8月24日 令和5年8月31日 平成3年8月30日
000028 4000071554 銀ﾋﾞﾙｽﾄｱｰ加西店 675-2445 加西市殿原町232-2 790440950 魚介類販売業 一般 株式会社銀ビルストアー 代表取締役 大塚 英木 670-0912 兵庫県姫路市南町31 792880001 北播(加健)第312-141 平成29年10月31日 令和5年11月30日 平成3年9月25日
000028 4000071556 銀ﾋﾞﾙｽﾄｱｰ加西店 675-2445 加西市殿原町232-2 790440950 食肉販売業 一般 株式会社銀ビルストアー 代表取締役 大塚 英木 670-0912 兵庫県姫路市南町31 792880001 北播(加健)第312-143 平成29年10月31日 令和5年11月30日 平成3年9月25日
000028 4000071560 料理鮮魚瀬戸 675-2434 加西市上野町271 790440054 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社　瀬戸 代表取締役 瀬戸 政晴 675-2434 兵庫県加西市上野町271 790440054 北播(加健)第312-102 平成30年8月8日 令和6年8月31日 平成4年7月13日
000028 4000071561 料理鮮魚瀬戸 675-2434 加西市上野町271 790440054 魚介類販売業 一般 株式会社　瀬戸 代表取締役 瀬戸 政晴 675-2434 兵庫県加西市上野町271 790440054 北播(加健)第312-103 平成30年8月8日 令和6年8月31日 平成4年7月13日
000028 4000071562 料理鮮魚瀬戸 675-2434 加西市上野町271 790440054 そうざい製造業 一般 株式会社　瀬戸 代表取締役 瀬戸 政晴 675-2434 兵庫県加西市上野町271 790440054 北播(加健)第312-104 平成30年8月8日 令和6年8月31日 平成4年7月15日
000028 4000071673 喫茶　ラベンダー 675-2312 加西市北条町北条560-1 790426690 飲食店営業(4)その他 一般 石本 八千代 北播(加健)第312-46 令和1年7月10日 令和7年8月31日 平成13年6月15日
000028 4000071692 とよだ 675-2312 加西市北条町北条330-8 790422217 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　とよだ 代表取締役 豊田 真弘 675-2312 兵庫県加西市北条町北条330-4 790422217 北播(加健)第312-16 平成31年4月16日 令和7年5月31日 平成13年4月13日
000028 4000071693 喫茶　ポプリ 679-0106 加西市豊倉町1202-6 790472014 飲食店営業(4)その他 一般 岩佐 逸美 北播(加健)第312-57 令和1年7月29日 令和7年8月31日 平成13年6月14日
000028 4000071698 とんかつ＆ステーキ　ろまんす亭 675-2303 加西市北条町古坂7-151 790420234 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡田 道雄 北播(加健)第312-21 平成31年4月16日 令和7年5月31日 平成13年5月15日
000028 4000071981 スナック　アンジェロ 675-2303 加西市北条町古坂1320 790428871 飲食店営業(4)その他 一般 岩佐 和子 北播(加健)第312-176 令和2年2月10日 令和8年2月28日 平成14年2月15日
000028 4000072551 酒食屋くいしんぼう 675-2303 加西市北条町古坂5-12 790423136 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 (有)酒食屋くいしんぼう 代表取締役 森 智佐子 675-2303 兵庫県加西市北条町古坂5-12 790423136 北播(加健)第312-54 令和2年5月22日 令和8年5月31日 平成14年5月31日
000028 4000072559 ウエスト 675-2111 加西市桑原田町158-1 790490639 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 斉藤 募 北播(加健)第312-105 令和2年7月29日 令和8年8月31日 平成14年7月8日
000028 4000072577 介護老人保健施設　加西シニアコミュニティ 675-2243 加西市中西町616-1 790482494 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ㈱ラフト 代表取締役 濱嶋 一陽 654-0041 兵庫県神戸市須磨区古川町1-3-16 787397311 北播(加健)第312-117 令和2年8月13日 令和8年8月31日 平成14年8月29日
000028 4000072614 玉田紙器工業 675-2336 加西市坂元町191-1 790421739 菓子製造業 一般 玉田 充 北播(加健)第312-144 令和2年10月15日 令和8年11月30日 平成14年10月21日
000028 4000072630 レ―ゲン　ボーゲン 679-0103 加西市別府町甲1565-2 790470123 菓子製造業 一般 松末 伸之 北播(加健)第312-210 令和2年11月19日 令和8年11月30日 平成14年11月7日
000028 4000072633 加西神姫レストラン 675-2365 加西市畑町字松尾谷2772-6 790424001 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 神姫フードサービス株式会社 代表取締役 伊藤 克也 670-0965 兵庫県姫路市東延末三丁目50番地 792883835 北播(加健)第312-137 平成29年10月31日 令和5年11月30日 平成5年10月7日
000028 4000072672 愛菜　加西店 675-2312 加西市北条町北条28-1アスティアかさい1F 790453205 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社コープフーズ 代表取締役 友重 伸和 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-3-19 794956001 北播(加健)第312-1 平成29年4月13日 令和6年5月31日 平成15年3月11日
000028 4000072674 お食事・お酒の店GuiGui 675-2312 加西市北条町北条728 790423200 飲食店営業(4)その他 一般 小島 幸博 北播(加健)第312-8 令和3年4月19日 令和9年5月31日 平成15年3月12日
000028 4000072689 コープこうべ　コープ加西 675-2312 加西市北条町北条28-1アスティアかさい1F 790432251 食肉販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0000 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目3番19号 788561003 北播(加健)第312-9 令和5年4月21日 令和11年5月31日 令和5年4月21日
000028 4000072690 コープこうべ　コープ加西 675-2312 加西市北条町北条28-1アスティアかさい1F 790432251 魚介類販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0000 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目3番19号 788561003 北播(加健)第312-11 令和5年4月21日 令和11年5月31日 令和5年4月21日
000028 4000072692 コープこうべ　コープ加西 675-2312 加西市北条町北条28-1アスティアかさい1F 790432251 飲食店営業(4)その他 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0000 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目3番19号 788561003 北播(加健)第312-10 令和5年4月21日 令和11年5月31日 令和5年4月21日
000028 4000072693 コープこうべ　コープ加西 675-2312 加西市北条町北条28-1アスティアかさい1F 790432251 飲食店営業(4)その他 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0000 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目3番19号 788561003 北播(加健)第312-8 令和5年4月21日 令和11年5月31日 令和5年4月21日
000028 4000072700 小麦の森 675-2312 加西市北条町北条28-1アスティアかさい1F 790430814 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社コープベーカリー 代表取締役 緑 淳史 658-0000 兵庫県神戸市東灘区向洋町西2-1 788573904 北播(加健)第312-5 平成29年4月25日 令和6年5月31日 平成15年3月26日
000028 4000072701 小麦の森 675-2312 加西市北条町北条28-1アスティアかさい1F 790430814 菓子製造業 一般 株式会社コープベーカリー 代表取締役 緑 淳史 658-0000 兵庫県神戸市東灘区向洋町西2-1 788573904 北播(加健)第312-6 平成29年4月25日 令和6年5月31日 平成15年3月26日
000028 4000072730 都 679-0101 加西市都染町字柿ノ木417-2 790471526 飲食店営業(4)その他 一般 東山 陽子 北播(加健)第312-7 令和3年4月19日 令和9年5月31日 平成15年5月19日
000028 4000072735 う我正 675-2365 加西市畑町95-2 790420215 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 安富 新次郎 北播(加健)第312-19 令和3年4月27日 令和9年5月31日 平成15年5月16日
000028 4000072736 う我正 675-2365 加西市畑町95-2 790420215 魚介類販売業 一般 安富 新次郎 北播(加健)第312-20 令和3年4月27日 令和9年5月31日 平成15年5月16日
000028 4000072761 花ようび 675-2322 加西市北条町西高室285-3 790423433 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 徳岡 京子 北播（加健）第312-58 令和3年7月16日 令和9年8月31日 令和3年7月16日
000028 4000072781 ㈲魚げん 675-2401 加西市国正町1402-1身体障害者療護施設ﾅｰｼﾝｸﾞﾋﾟｱ加西内 790450688 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社魚げん 代表取締役 東原 尚子 679-2204 兵庫県神崎郡福崎町西田原1289-3 790358556 北播(加健)第312-126 令和3年11月15日 令和9年11月30日 令和3年11月15日
000028 4000072786 いづみ 675-2445 加西市殿原町494 790440594 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北播(加健)第312-134 令和3年11月19日 令和9年11月30日 令和3年11月19日
000028 4000072869 株式会社　エイティロジテック 679-0104 加西市常吉町922-194 790471516 菓子製造業 一般 株式会社　エイティロジテック 代表取締役 阿曽 志郎 679-0104 兵庫県加西市常吉町922-194 790471516 北播(加健)第312-58 平成30年5月24日 令和7年5月31日 平成16年3月25日
000028 4000072877 キッサ愛歌（カラオケ） 675-2113 加西市網引町1339 790492238 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 幸子 北播(加健)第312-21 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 4000072898 すぱ屋　DENVER 675-2311 加西市北条町横尾字大坪1268 790428905 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 黒田 義明 北播(加健)第312-18 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 4000072949 兵庫県立フラワーセンター温室喫茶 679-0106 加西市豊倉町1282-1 790471182 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 公益財団法人 兵庫県園芸・公園協会 代表理事 石井 孝一 673-0847 兵庫県明石市明石公園1番27号 789127600 北播(加健)第312-48 令和1年7月17日 令和6年8月31日 平成16年8月9日
000028 4000072950 えびすや 675-2243 加西市中西町644-8 790482941 食肉販売業 一般 塚本 君恵 北播(加健)第312-75 令和4年8月9日 令和10年8月31日 令和4年8月9日
000028 4000072951 合名会社アリモト　加西工場 679-0104 加西市常吉町字東畑647-9 790472220 菓子製造業 一般 合名会社アリモト 代表社員 有元 誠次朗 671-0255 兵庫県姫路市花田町小川912番地 792533040 北播(加健)第312-72 令和4年8月8日 令和10年8月31日 令和4年8月8日
000028 4000072974 パン処森庵 679-0103 加西市別府町甲1797-3 790471621 飲食店営業(4)その他 一般 松末 森生 北播(加健)第312-97 令和4年10月28日 令和10年11月30日 令和4年10月28日
000028 4000072975 パン処森庵 679-0103 加西市別府町甲1797-3 790471621 菓子製造業 一般 松末 森生 北播(加健)第312-98 令和4年10月28日 令和10年11月30日 令和4年10月28日
000028 4000072982 ジョイフル加西中央店 675-2311 加西市北条町横尾1050 790437008 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ジョイフル関西 代表取締役社長 松元 隆彰 870-0141 大分県大分市三川新町一丁目1番45号 975517131 北播(加健)第312-119 令和4年11月17日 令和10年11月30日 令和4年11月17日
000028 4000072997 チャーム 675-2212 加西市東笠原町9-1 790484044 飲食店営業(4)その他 一般 岩崎 隆弘 北播(加健)第312-159 令和5年2月28日 令和11年2月28日 令和5年2月28日
000028 4000073026 佐伯醤油醸造所 675-2213 加西市西笠原町733 790483054 醤油製造業 一般 佐伯 正紀 北播(加健)第312-49 平成29年4月28日 令和5年5月31日 平成17年4月8日
000028 4000073056 パチンコ　オトム　喫茶コーナー 673-0404 三木市大村字城ノ前588-1 794836868 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大本観光株式会社 代表取締役 大本 倫典 650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通1丁目11番17号 783911333 北播(加健)第313-46 令和4年5月16日 令和10年5月31日 令和4年5月16日
000028 4000073082 松栄軒 677-0122 多可郡多可町八千代区下野間1-18 795371700 菓子製造業 一般 衣巻 憲明 北播(加健)第312-25 平成29年4月24日 令和5年5月31日 平成17年5月2日
000028 4000073083 お好み焼　くまちゃん 675-1328 小野市二葉町1085-216 794632892 飲食店営業(4)その他 一般 熊岡 広子 北播(加健)第311-28 平成29年4月28日 令和5年5月31日 平成17年4月27日
000028 4000073084 穴門 675-1354 小野市河合西町1300 794667011 飲食店営業(4)その他 一般 掘井 計利 北播(加健)第311-40 平成29年5月12日 令和5年5月31日 平成17年4月27日
000028 4000073096 ホテル　ビ・アンド・ビ 679-0206 加東市穂積字皿池782､783､783-1､784-2､786-8 795485651 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社オリエント・ワークス 代表取締役 大谷 直子 679-0206 兵庫県加東市穂積782 795485651 北播(加健)第311-17 令和5年4月21日 令和11年5月31日 令和5年4月21日
000028 4000073097 ホームズ 673-0434 三木市別所町小林734-629 794832497 飲食店営業(4)その他 一般 石原 弘子 北播(加健)第313-6 令和5年4月26日 令和11年5月31日 令和5年4月26日
000028 4000073098 すき家 西脇野村店 677-0054 西脇市野村町1795-192 795232145 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南2丁目18番1号 357838850 北播(加健)第312-11 平成30年4月13日 令和7年5月31日 平成17年5月11日
000028 4000073102 サンウェーブ工業㈱社製作所社員食堂 673-1472 加東市上三草1131-6 795421262 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　リエイ 代表取締役 椛澤 一 279-0012 千葉県浦安市入船1-5-2 473558181 北播(加健)第311-36 平成29年5月15日 令和6年5月31日 平成17年5月11日
000028 4000073113 ＭＦＳ００１２ＦＭ 673-0443 三木市別所町巴1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 マインフーズサービス株式会社 代表取締役 峯 林太郎 661-0024 兵庫県尼崎市三反田町二丁目20番9号 664274633 北播(加健)第313-10 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 4000073116 珈琲庵　珈集　三木店 673-0433 三木市福井字八幡谷2165-1 794826117 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　珈集 取締役 平野 薫大 673-0433 兵庫県三木市福井字八幡谷2165-1 794826117 北播(加健)第313-9 令和5年4月27日 令和11年5月31日 令和5年4月27日
000028 4000073122 kajitsu 677-0044 西脇市上野121-2 795240090 菓子製造業 一般 有限会社 kajitsu 代表取締役 岩﨑 浩好 677-0044 兵庫県西脇市上野121-2 795240090 北播(加健)第312-57 平成29年5月19日 令和6年5月31日 平成17年5月23日
000028 4000073152 (有)フレッシュベーカリー・グリム 675-2311 加西市北条町横尾463-1 790430811 飲食店営業(4)その他 一般 (有)フレッシュベーカリー・グリム 代表取締役 加古 良平 675-2302 兵庫県加西市北条町横尾463-1 790430811 北播(加健)第312-103 平成29年8月14日 令和5年8月31日 平成17年6月1日
000028 4000073154 (有)フレッシュベーカリー・グリム 675-2311 加西市北条町横尾463-1 790430811 菓子製造業 一般 (有)フレッシュベーカリー・グリム 代表取締役 加古 良平 675-2302 兵庫県加西市北条町横尾463-1 790430811 北播(加健)第312-105 平成29年8月14日 令和5年8月31日 平成17年6月1日
000028 4000073155 有限会社　ブリランテ 673-1402 加東市平木535 795409020 喫茶店営業 一般 有限会社　ブリランテ 代表取締役 前川 重康 673-1402 兵庫県加東市平木535 795409020 北播(加健)第311-47 平成29年5月30日 令和5年5月31日 平成17年5月31日
000028 4000073156 有限会社　ブリランテ 673-1402 加東市平木535 795409020 アイスクリーム類製造業 一般 有限会社　ブリランテ 代表取締役 前川 重康 673-1402 兵庫県加東市平木535 795409020 北播(加健)第311-48 平成29年5月30日 令和5年5月31日 平成17年5月31日
000028 4000073162 カラオケ喫茶　ラブ 675-2213 加西市西笠原町313-1 790484823 飲食店営業(4)その他 一般 天野 綾子 北播(加健)第312-109 平成29年8月21日 令和5年8月31日 平成17年6月3日
000028 4000073168 ごちそう村　三木青山 673-0521 三木市志染町青山3-14-2 794886010 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　入船 代表取締役 入江 建介 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町1033 794575567 北播(加健)第313-73 平成29年8月4日 令和5年8月31日 平成17年6月14日
000028 4000073242 森岡チキン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 八木 さち子 北播(加健)第312-76 令和2年7月6日 令和7年8月31日 平成17年7月13日
000028 4000073243 ＴＲＥＦＬＥ 679-1113 多可郡多可町中区中村町119-2 795300222 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 片岡 綾 北播(加健)第312-74 平成29年7月12日 令和5年8月31日 平成17年7月15日
000028 4000073250 第二サルビア荘内  魚げん 675-2401 加西市国正町1931-2 790452080 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　魚げん 代表取締役 東原 尚子 679-2204 兵庫県神崎郡福崎町西田原1289 790358556 北播(加健)第312-59 令和1年7月29日 令和8年8月31日 平成17年7月15日
000028 4000073281 株式会社　増富 675-1372 小野市本町33-10 794635529 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社　増富 代表取締役 増田 治郎 675-1372 兵庫県小野市本町33-10 794635529 北播(加健)第311-80 平成29年8月21日 令和5年8月31日 平成17年8月1日
000028 4000073285 株式会社　明月堂　志染店 673-0551 三木市志染町西自由が丘1-383-1 794856808 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　明月堂 代表取締役 山本 康世 673-0431 兵庫県三木市本町3-3-21 794822341 北播(加健)第313-71 平成29年8月2日 令和5年8月31日 平成17年8月5日
000028 4000073286 株式会社　明月堂　志染店 673-0551 三木市志染町西自由が丘1-383-1 794856808 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社　明月堂 代表取締役 山本 康世 673-0431 兵庫県三木市本町3-3-21 794822341 北播(加健)第313-93 令和2年8月20日 令和7年8月31日 平成17年8月5日
000028 4000073302 Ｏ2（ｵｰﾂｰ） 677-0016 西脇市高田井町320-1 795240309 飲食店営業(4)その他 一般 山崎 秀子 北播(加健)第312-95 平成29年7月31日 令和5年8月31日 平成17年8月25日



000028 4000073308 富士小野ゴルフクラブ 675-1314 小野市長尾町真谷835-15 794631811 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社アコーディア・ゴルフ 代表取締役 石井 歓 140-0002 東京都品川区東品川四丁目12番4号 366861500 北播(加健)第311-83 平成29年8月24日 令和5年8月31日 平成17年8月31日
000028 4000073309 富士小野ゴルフクラブ 675-1314 小野市長尾町真谷835-15 794631811 菓子製造業 一般 株式会社アコーディア・ゴルフ 代表取締役 石井 歓 140-0002 東京都品川区東品川四丁目12番4号 366861500 北播(加健)第311-84 平成29年8月24日 令和5年8月31日 平成17年8月31日
000028 4000073310 富士小野ゴルフクラブ 675-1314 小野市長尾町真谷835-15 794631811 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アコーディア・ゴルフ 代表取締役 石井 歓 140-0002 東京都品川区東品川四丁目12番4号 366861500 北播(加健)第311-85 平成29年8月24日 令和5年8月31日 平成17年8月31日
000028 4000073311 富士小野ゴルフクラブ 675-1314 小野市長尾町真谷835-15 794631811 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アコーディア・ゴルフ 代表取締役 石井 歓 140-0002 東京都品川区東品川四丁目12番4号 366861500 北播(加健)第311-86 平成29年8月24日 令和5年8月31日 平成17年8月31日
000028 4000073312 富士小野ゴルフクラブ 675-1314 小野市長尾町真谷835-15 794631811 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アコーディア・ゴルフ 代表取締役 石井 歓 140-0002 東京都品川区東品川四丁目12番4号 366861500 北播(加健)第311-87 平成29年8月24日 令和5年8月31日 平成17年8月31日
000028 4000073329 キッチン　ヒロ 675-1325 小野市樫山町429 794626582 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 上田 弘 北播(加健)第311-69 平成29年8月4日 令和5年8月31日 平成17年8月31日
000028 4000073335 株式会社エフベーカリーコーポレーション  兵庫事業所 675-1322 小野市匠台61 794640711 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社エフベーカリーコーポレーション 代表取締役 中島 好夫 480-0303 愛知県春日井市明知町1423-26 664780211 北播(加健)第311-109 令和1年11月28日 令和8年11月30日 平成17年9月7日
000028 4000073336 株式会社エフベーカリーコーポレーション  兵庫事業所 675-1322 小野市匠台61 794640711 菓子製造業 一般 株式会社エフベーカリーコーポレーション 代表取締役 中島 好夫 480-0303 愛知県春日井市明知町1423-26 664780211 北播(加健)第311-110 令和1年11月28日 令和8年11月30日 平成17年9月7日
000028 4000073345 らーめん八角　三木店 673-0434 三木市別所町小林734-18 794832828 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西脇化成株式会社 代表取締役 福永 大地 677-0052 兵庫県西脇市和田町711 795222173 北播(加健)第313-127 平成29年11月13日 令和5年11月30日 平成17年9月8日
000028 4000073350 （株）荒木商店 675-2354 加西市山下町422-1 790460002 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社荒木商店 代表取締役 荒木 正利 675-2354 兵庫県加西市山下町422-1 790460002 北播(加健)第312-140 平成29年10月31日 令和5年11月30日 平成17年9月13日
000028 4000073381 オリエンタルゴルフ倶楽部  クラブハウスレストラン 673-0731 三木市口吉川町東中字坂の脇942-2 794880020 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 富士エンジニアリング株式会社 代表取締役 安原 正之 558-0011 大阪府大阪市住吉区苅田五丁目18番12号 794880020 北播(加健)第313-135 平成29年11月24日 令和5年11月30日 平成17年10月6日
000028 4000073382 オリエンタルゴルフ倶楽部  茶店イン 673-0731 三木市口吉川町東中字坂の脇942-2 794880020 飲食店営業(4)その他 一般 富士エンジニアリング株式会社 代表取締役 安原 正之 558-0011 大阪府大阪市住吉区苅田五丁目18番12号 794880020 北播(加健)第313-136 平成29年11月24日 令和5年11月30日 平成17年10月6日
000028 4000073383 オリエンタルゴルフ倶楽部  茶店アウト 673-0731 三木市口吉川町東中字坂の脇942-2 794880020 飲食店営業(4)その他 一般 富士エンジニアリング株式会社 代表取締役 安原 正之 558-0011 大阪府大阪市住吉区苅田五丁目18番12号 794880020 北播(加健)第313-137 平成29年11月24日 令和5年11月30日 平成17年10月6日
000028 4000073384 オリエンタルゴルフ倶楽部  クラブハウス　バーラウンジ 673-0731 三木市口吉川町東中字坂の脇942-2 794880020 飲食店営業(4)その他 一般 富士エンジニアリング株式会社 代表取締役 安原 正之 558-0011 大阪府大阪市住吉区苅田五丁目18番12号 794880020 北播(加健)第313-138 平成29年11月24日 令和5年11月30日 平成17年10月6日
000028 4000073393 Ｊａｍ　Ｋａｒｅｔ 677-0044 西脇市上野350-1 飲食店営業(4)その他 一般 片岡 行正 北播(加健)第312-146 平成29年11月6日 令和5年11月30日 平成17年10月13日
000028 4000073394 藤本精肉店 677-0015 西脇市西脇1225 795222805 食肉販売業 一般 藤本 隆 北播(加健)第312-124 平成29年10月19日 令和5年11月30日 平成17年10月17日
000028 4000073399 貴心 677-0054 西脇市野村町1796-29 795233423 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社 貴心 代表取締役 中山 貴司 677-0054 兵庫県西脇市野村町1796-29 795233423 北播(加健)第312-169 平成29年11月13日 令和5年11月30日 平成17年10月17日
000028 4000073400 お食事処なごみ 673-1461 加東市木梨697-5 795428585 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤本 政彦 北播(加健)第311-117 平成29年11月9日 令和5年11月30日 平成17年10月14日
000028 4000073402 知的障害者通所授産施設　三木光司園 673-0434 三木市別所町小林字仕負谷118-111 794833181 菓子製造業 一般 社会福祉法人　まほろば 理事長 飯降 雅彦 673-0434 兵庫県三木市別所町小林字仕負谷118-111 794833181 北播(加健)第313-124 平成29年11月2日 令和5年11月30日 平成17年10月17日
000028 4000073404 炭火焼肉　やきや 673-1456 加東市窪田172 795438989 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　ビーラウム 代表取締役 多賀 博文 673-1456 兵庫県加東市窪田172 795438866 北播(加健)第311-130 平成29年11月22日 令和5年11月30日 平成17年10月19日
000028 4000073407 上海 675-2366 加西市西谷町242-1 790423996 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤本 和伸 北播(加健)第312-166 平成29年11月13日 令和5年11月30日 平成17年10月21日
000028 4000073412 すき家　加西北条店 675-2311 加西市北条町横尾294-1 790428884 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南2丁目18番1号 357838850 北播(加健)第312-139 平成29年10月31日 令和5年11月30日 平成17年10月26日
000028 4000073415 五人囃 675-1331 小野市神明町56 794625778 飲食店営業(4)その他 一般 藤井 月子 北播(加健)第311-118 平成29年11月10日 令和5年11月30日 平成17年10月31日
000028 4000073436 お菓子の家シェシエ 675-1328 小野市二葉町1085-184 794631234 喫茶店営業 アイスクリーム類の小分け 山本 智恵 北播(加健)第311-148 令和2年10月30日 令和7年11月30日 平成17年10月26日
000028 4000073439 ベーカリー９５ 675-1378 小野市王子町684-1 794636276 飲食店営業(4)その他 一般 久語 忠明 北播(加健)第311-97 平成29年10月19日 令和5年11月30日 平成17年10月31日
000028 4000073440 ベーカリー９５ 675-1378 小野市王子町684-1 794636276 菓子製造業 一般 久語 忠明 北播(加健)第311-98 平成29年10月19日 令和5年11月30日 平成17年10月31日
000028 4000073443 長楽 679-1113 多可郡多可町中区中村町16-1 795320025 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長谷川 弘子 北播(加健)第312-147 平成29年11月6日 令和5年11月30日 平成17年10月31日
000028 4000073453 ドライブイン湖城 675-2101 加西市繁昌町53 790490259 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長谷川 亨 北播(加健)第312-120 平成29年10月13日 令和5年11月30日 平成17年11月7日
000028 4000073465 すき家175号小野黒川店 675-1371 小野市黒川町1375 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南2丁目18番1号 357838850 北播(加健)第311-103 令和1年11月18日 令和8年11月30日 平成17年11月14日
000028 4000073466 ヘルシービラ加美 679-1203 多可郡多可町加美区多田430-10 795350777 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小野マルタマフーズ株式会社 代表取締役 畑 昭身 675-1367 兵庫県小野市敷地町1412-1 794631110 北播(加健)第312-151 平成29年11月1日 令和5年11月30日 平成17年11月14日
000028 4000073484 岩花フードワークス 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。） 飲食店営業(4)その他 露店 藤田 千洋 北播(加健)第313-132 令和2年11月10日 令和7年11月30日 平成17年11月18日
000028 4000073490 マックスバリュ王子店 675-1378 小野市王子町591 794635380 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第311-132 平成29年11月22日 令和5年11月30日 平成17年11月21日
000028 4000073491 マックスバリュ王子店 675-1378 小野市王子町591 794635380 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第311-133 平成29年11月22日 令和5年11月30日 平成17年11月21日
000028 4000073511 キッチン　ヒロ 675-1325 小野市樫山町429 794626582 菓子製造業 一般 上田 弘 北播(加健)第311-113 平成29年11月6日 令和5年8月31日 平成17年11月28日
000028 4000073531 ボンマルシェ社店（寿司・惣菜） 673-1431 加東市社338 795424391 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　銀ビルストアー 代表取締役 大塚 英木 670-0912 兵庫県姫路市南町31 792880001 北播(加健)第311-151 平成30年1月31日 令和6年2月29日 平成17年12月7日
000028 4000073532 ボンマルシェ社店 673-1431 加東市社338 795424391 食肉販売業 一般 株式会社　銀ビルストアー 代表取締役 大塚 英木 670-0912 兵庫県姫路市南町31 792880001 北播(加健)第311-152 平成30年1月31日 令和6年2月29日 平成17年12月7日
000028 4000073534 ボンマルシェ社店 673-1431 加東市社338 795424391 魚介類販売業 一般 株式会社　銀ビルストアー 代表取締役 大塚 英木 670-0912 兵庫県姫路市南町31 792880001 北播(加健)第311-154 平成30年1月31日 令和6年2月29日 平成17年12月7日
000028 4000073535 ボンマルシェ社店（焼魚） 673-1431 加東市社338 795424391 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　銀ビルストアー 代表取締役 大塚 英木 670-0912 兵庫県姫路市南町31 792880001 北播(加健)第311-155 平成30年1月31日 令和6年2月29日 平成17年12月7日
000028 4000073536 ボンマルシェ社店（カフェマルシェ） 673-1431 加東市社338 795424391 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　銀ビルストアー 代表取締役 大塚 英木 670-0912 兵庫県姫路市南町31 792880001 北播(加健)第311-156 平成30年1月31日 令和6年2月29日 平成17年12月7日
000028 4000073548 わさびグループ 679-1211 多可郡多可町加美区寺内251 795201263 菓子製造業 一般 木原 美津子 北播(加健)第312-189 平成30年1月22日 令和6年2月29日 平成17年12月9日
000028 4000073583 京子はん工房 675-1305 小野市脇本町129 794670592 菓子製造業 一般 井上 京子 北播(加健)第311-172 平成30年2月5日 令和6年2月29日 平成17年12月14日
000028 4000073598 本家かまどや　西脇野村店 677-0054 西脇市野村町392-7 795240930 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社 Dream Company Spirits 代表取締役 佐藤 康春 679-0212 兵庫県加東市下滝野1-133 795489911 北播(加健)第312-211 平成30年2月6日 令和6年2月29日 平成17年12月19日
000028 4000073618 医療法人尚生会加茂病院 679-0205 加東市北野713 795483208 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス㈱ 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目3番20号 664588801 北播(加健)第311-115 令和2年1月14日 令和9年2月28日 平成18年1月11日
000028 4000073642 谷﨑精肉店 673-0534 三木市緑が丘町本町1-200 794856220 飲食店営業(4)その他 一般 谷﨑 俊介 北播(加健)第313-153 平成30年1月23日 令和6年2月29日 平成18年1月25日
000028 4000073643 谷﨑精肉店 673-0534 三木市緑が丘町本町1-200 794856220 食肉販売業 一般 谷﨑 俊介 北播(加健)第313-154 平成30年1月23日 令和6年2月29日 平成18年1月25日
000028 4000073650 スナックｆｌｅｕｒ 677-0043 西脇市下戸田27-1 795232492 飲食店営業(4)その他 一般 富永 美鈴 北播(加健)第312-184 平成30年1月18日 令和6年2月29日 平成18年1月31日
000028 4000073654 ローソン加西谷町店 675-2361 加西市谷町土新田51 790430505 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　水井商事 代表取締役 水井 純一 671-0207 兵庫県姫路市飾東町山崎459 792620601 北播(加健)第312-162 平成31年1月17日 令和8年2月28日 平成18年1月31日
000028 4000073671 うし若千寿 675-1333 小野市垂井町615-2松栄荘10号室 794638963 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 好山 たか子 北播(加健)第311-171 平成30年2月5日 令和6年2月29日 平成18年2月3日
000028 4000073675 華苑 675-2311 加西市北条町横尾311-1 790424888 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉識 和彦 北播(加健)第312-214 平成30年2月7日 令和6年2月29日 平成18年2月2日
000028 4000073707 イオン小野店　（水産） 675-1378 小野市王子町868-1イオン小野店 794635121 魚介類販売業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0000 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126500 北播(加健)第311-168 平成30年2月5日 令和6年2月29日 平成18年2月17日
000028 4000073709 イオン小野店　（寿司・米飯） 675-1378 小野市王子町868-1イオン小野店 794635121 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0000 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126500 北播(加健)第311-169 平成30年2月5日 令和6年2月29日 平成18年2月17日
000028 4000073710 イオン小野店　（ホットデリカ） 675-1378 小野市王子町868-1イオン小野店 794635121 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0000 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126500 北播(加健)第311-170 平成30年2月5日 令和6年2月29日 平成18年2月17日
000028 4000073747 みなみ 679-0211 加東市上滝野2305 795481111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 秋田 祥史 北播(加健)第311-27 平成30年4月27日 令和6年5月31日 平成18年3月2日
000028 4000073768 スナック　Ａｎｇｅｌ 675-1371 小野市黒川町94-73　ダイヤモンドビル1Ｆ 794626604 飲食店営業(4)その他 一般 小林 昌子 北播(加健)第311-28 平成30年4月27日 令和6年5月31日 平成18年3月14日
000028 4000073769 花みずき 675-2311 加西市北条町横尾1021 790431250 飲食店営業(4)その他 一般 坂本 隆幸 北播(加健)第312-56 平成30年5月16日 令和6年5月31日 平成18年3月15日
000028 4000073772 パティスリー　ル・クラーブ 673-0533 三木市緑が丘町東2-3-38 794843889 菓子製造業 一般 蟹 隆 北播(加健)第313-16 平成30年4月24日 令和6年5月31日 平成18年3月17日
000028 4000073773 パティスリー　ル・クラーブ 673-0533 三木市緑が丘町東2-3-38 794843889 喫茶店営業 一般 蟹 隆 北播(加健)第313-17 平成30年4月24日 令和6年5月31日 平成18年3月17日
000028 4000073788 ㈱増富 675-1372 小野市本町33-10 794635529 菓子製造業 一般 株式会社　増富 代表取締役 増田 治郎 675-1372 兵庫県小野市本町33-10 794635529 北播(加健)第311-7 平成30年4月23日 令和6年5月31日 平成18年3月27日
000028 4000073809 げんき倶楽部 673-0402 三木市加佐337 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 イフスコヘルスケア株式会社 代表取締役 髙石 清彦 553-0003 大阪府大阪市福島区福島七丁目１５番２６号 664583916 北播(加健)第313-10 平成30年4月25日 令和6年5月31日 平成18年3月31日
000028 4000073810 ㈱高林　ときの郷 677-0015 西脇市西脇273 795228700 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　日米クック 代表取締役 米谷 素明 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中一丁目17番22号 664522135 北播(加健)第312-30 令和2年4月22日 令和9年5月31日 平成18年4月4日
000028 4000073811 きせつ屋　ひだまり 679-0221 加東市河高4028　にぎわいプラザ内 795480099 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡本 太郎 北播(加健)第311-46 平成30年5月14日 令和6年5月31日 平成18年4月5日
000028 4000073816 マックスバリュ恵比須店 673-0413 三木市大塚2-295-1 794833030 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第313-26 平成30年4月27日 令和6年5月31日 平成18年4月5日
000028 4000073817 マックスバリュ恵比須店 673-0413 三木市大塚2-295-1 794833030 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第313-27 平成30年4月27日 令和6年5月31日 平成18年4月5日
000028 4000073818 マックスバリュ恵比須店 673-0413 三木市大塚2-295-1 794833030 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第313-28 平成30年4月27日 令和6年5月31日 平成18年4月5日
000028 4000073819 マックスバリュ恵比須店 673-0413 三木市大塚2-295-1 794833030 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第313-29 平成30年4月27日 令和6年5月31日 平成18年4月5日
000028 4000073832 串焼　こころづ串 675-2303 加西市北条町古坂1-10 790422003 飲食店営業(4)その他 一般 澤田 寿文 北播(加健)第312-62 平成30年5月24日 令和6年5月31日 平成18年4月12日
000028 4000073850 ごちそう村　小野店 675-1378 小野市王子町519 794634417 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　入船 代表取締役 入江 建介 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町1033 794435500 北播(加健)第311-8 平成30年4月23日 令和6年5月31日 平成18年4月24日
000028 4000073852 御菓子司　博進堂 679-0211 加東市上滝野833-6 795482528 菓子製造業 一般 横山 博之 北播(加健)第311-2 平成30年4月16日 令和6年5月31日 平成18年4月25日
000028 4000073863 三好 679-0316 西脇市黒田庄町大門89-2 795282786 飲食店営業(4)その他 一般 和田 雅子 北播(加健)第312-54 平成30年5月14日 令和6年5月31日 平成18年4月28日
000028 4000073864 スナック美都 677-0015 西脇市西脇771-81 795222929 飲食店営業(4)その他 一般 高瀬 美幸 北播(加健)第312-23 平成30年4月19日 令和6年5月31日 平成18年4月28日
000028 4000073874 カラオケ喫茶　さくらんぼ 673-0532 三木市緑が丘町中1-15-44 794842977 飲食店営業(4)その他 一般 小関 節子 北播(加健)第313-50 平成30年5月15日 令和6年5月31日 平成18年5月11日
000028 4000073903 caffè nonna 675-1359 小野市昭和町923-1 794660566 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松本 美智子 北播(加健)第311-56 平成30年5月24日 令和6年5月31日 平成18年5月24日
000028 4000073925 旬彩 たまだ 679-1135 多可郡多可町中区安坂59-3 795321373 飲食店営業(4)その他 一般 玉田 悟 北播(加健)第312-43 平成30年5月10日 令和6年5月31日 平成18年5月31日
000028 4000073944 まいどおおきに三木大村食堂 673-0404 三木市大村1-3-2 794820115 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ニシカワフード有限会社 代表取締役 西川 克己 672-8074 兵庫県姫路市飾磨区加茂256-3 792349220 北播(加健)第313-76 平成30年7月12日 令和6年8月31日 平成18年6月16日
000028 4000073946 こさる　志染店 673-0512 三木市志染町井上147-5 794873767 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　こさる 代表取締役 鹿嶋 佑蘭 673-0433 兵庫県三木市福井1969-1 794838861 北播(加健)第313-119 平成30年8月23日 令和6年8月31日 平成18年6月22日
000028 4000073950 まぼろし工房 675-1341 小野市西脇町838 794665735 菓子製造業 一般 河合 真一 北播(加健)第311-111 平成30年8月23日 令和6年8月31日 平成18年6月23日
000028 4000073956 ｃａｆｆｅ　ｏｚｉｏ 673-0424 三木市自由が丘本町2-8-1 794603432 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岸 則利 北播(加健)第313-91 平成30年7月26日 令和6年8月31日 平成18年6月29日
000028 4000073976 スシマス新三木 673-0404 三木市大村字砂163 794838628 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鮨桝食品株式会社 代表取締役 柳田 英司 581-0092 大阪府八尾市老原9番115号 729971811 北播(加健)第313-105 平成30年8月8日 令和6年8月31日 平成18年7月7日
000028 4000073978 株式会社エーコープ近畿滝野店 679-0211 加東市上滝野812 795482269 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社エーコープ近畿 代表取締役社長 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目51番1号 726763300 北播(加健)第311-57 令和3年8月4日 令和8年8月31日 令和3年8月4日
000028 4000073983 ラーメン専門店　らんめん 675-1371 小野市黒川町1802 794634195 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社長島商店 代表取締役 長島 実 675-1371 兵庫県小野市黒川町1802 794634195 北播(加健)第311-87 平成30年8月8日 令和6年8月31日 平成18年7月10日
000028 4000073984 居酒屋　からっと亭 675-1332 小野市中町344-3 794638482 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社からっとコーポレーション 代表取締役 佐藤 家春 675-1369 兵庫県小野市高田町2223番地 794622462 北播(加健)第311-78 平成30年8月8日 令和6年8月31日 平成18年7月7日
000028 4000073987 ㈲クボタストアー 675-1327 小野市市場町651-2 794633939 そうざい製造業 一般 有限会社　クボタストアー 代表取締役 久保田 朋幸 675-1327 兵庫県小野市市場町651-1 794633939 北播(加健)第311-90 平成30年8月8日 令和6年8月31日 平成18年7月12日
000028 4000073988 救護施設　桃李園 679-0203 加東市稲尾字東尾崎383-40 795484727 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人　成蹊会 理事長 武田 てる子 679-0203 兵庫県加東市稲尾字東尾崎383-40 795484727 北播(加健)第311-102 平成30年8月13日 令和6年8月31日 平成18年7月12日
000028 4000073998 株式会社エーコープ近畿  Ａコープ桜丘店 679-0321 西脇市黒田庄町田高313-10 795282303 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社エーコープ近畿 代表取締役社長 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目５１番１号 726763300 北播(加健)第312-74 令和3年7月30日 令和8年8月31日 令和3年7月30日
000028 4000074000 株式会社エーコープ近畿　エーコープかみ店 679-1211 多可郡多可町加美区寺内90-1 795350185 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社エーコープ近畿 代表取締役社長 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目51番1号 726763300 北播(加健)第312-59 令和3年7月16日 令和8年8月31日 令和3年7月16日
000028 4000074002 兵庫県立フラワーセンター露店 679-0106 加西市豊倉町1282-1 790471182 飲食店営業(4)その他 露店40L 公益財団法人 兵庫県園芸・公園協会 代表理事 石井 孝一 673-0847 兵庫県明石市明石公園1番27号 789127600 北播(加健)第312-76 令和3年7月30日 令和8年8月31日 令和3年7月30日
000028 4000074004 スナック　パンドラ 679-0205 加東市北野14-1 795480759 飲食店営業(4)その他 一般 神戸 真 北播(加健)第311-60 平成30年7月13日 令和6年8月31日 平成18年7月24日
000028 4000074036 ホっポ屋本店 673-0404 三木市大村616-1 794837051 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　杏和 代表取締役 大西 和也 673-0404 兵庫県三木市大村616-1 794837051 北播(加健)第313-93 平成30年7月25日 令和6年8月31日 平成18年7月31日
000028 4000074041 株式会社　松山製パン 673-0414 三木市芝町4-1 794820757 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社　松山製パン 代表取締役 松山 敏郎 673-0414 兵庫県三木市芝町4-1 794820757 北播(加健)第313-77 平成30年7月17日 令和6年8月31日 平成18年7月31日
000028 4000074042 株式会社　松山製パン 673-0414 三木市芝町4-1 794820757 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　松山製パン 代表取締役 松山 敏郎 673-0414 兵庫県三木市芝町4-1 794820757 北播(加健)第313-78 平成30年7月17日 令和6年8月31日 平成18年7月31日
000028 4000074043 株式会社　松山製パン 673-0414 三木市芝町4-1 794820757 菓子製造業 一般 株式会社　松山製パン 代表取締役 松山 敏郎 673-0414 兵庫県三木市芝町4-1 794820757 北播(加健)第313-79 平成30年7月17日 令和6年8月31日 平成18年7月31日
000028 4000074055 西日本高速道路リテール株式会社  社売店下り線 673-1416 加東市久米8-7中国自動車道社パーキングエリア下り線 795423431 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西日本高速道路リテール株式会社 代表取締役 古賀 喜治 530-0003 大阪府大阪市北区堂島二丁目4番27号 663438330 北播(加健)第311-59 令和3年8月3日 令和9年8月31日 令和3年8月3日
000028 4000074060 北條製麺所 677-0015 西脇市西脇73 795227425 めん類製造業 一般 脇田 喜代 北播(加健)第312-84 平成30年7月25日 令和6年8月31日 平成18年8月9日
000028 4000074067 マルタ 673-0553 三木市志染町東自由が丘2-365 794858739 飲食店営業(4)その他 一般 中須賀 日出雄 北播(加健)第313-94 平成30年7月25日 令和6年8月31日 平成18年8月10日
000028 4000074069 ファミリーマート三木末広店 673-0403 三木市末広3-10-31 794867926 飲食店営業(4)その他 一般 藤岡 美佐男 北播(加健)第313-86 平成30年7月20日 令和6年8月31日 平成18年8月17日
000028 4000074078 梅里 677-0054 西脇市野村町919 795221181 飲食店営業(4)その他 一般 高橋 由美子 北播(加健)第312-108 平成30年8月8日 令和6年8月31日 平成18年8月18日
000028 4000074121 ＳＮＡＣＫ　アイリン 675-1371 小野市黒川町94-185　エメラルドビル2F 794635010 飲食店営業(4)その他 一般 藤川 アイリン 北播(加健)第311-88 平成30年8月8日 令和6年8月31日 平成18年8月31日
000028 4000074123 三木市立広野小学校 673-0541 三木市志染町広野2-107-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目3番20号 664583901 北播(加健)第313-107 平成30年8月13日 令和7年8月31日 平成18年8月31日
000028 4000074126 三木市立三樹小学校 673-0403 三木市末広1-10-8 794823169 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　東洋食品 代表取締役 荻久保 英男 110-0015 東京都台東区東上野1-14-4 338361291 北播(加健)第313-78 令和1年11月1日 令和8年11月30日 平成18年9月1日
000028 4000074128 三木市立別所小学校 673-0445 三木市別所町西這田573 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社東洋食品 代表取締役 荻久保 英男 110-0015 東京都台東区東上野1-14-4 338361291 北播(加健)第313-127 平成30年10月17日 令和6年11月30日 平成18年9月1日
000028 4000074137 万寿庵 673-0431 三木市本町1-3-10 794832923 アイスクリーム類製造業 一般 株式会社　小西商店 代表取締役 小西 康之 673-0412 兵庫県三木市岩宮207-2 794828211 北播(加健)第313-143 平成30年10月31日 令和6年11月30日 平成18年9月14日
000028 4000074138 万寿庵 673-0431 三木市本町1-3-10 794832923 喫茶店営業 一般 株式会社　小西商店 代表取締役 小西 康之 673-0412 兵庫県三木市岩宮207-2 794828211 北播(加健)第313-144 平成30年10月31日 令和6年11月30日 平成18年9月14日
000028 4000074139 絵莉世 673-0532 三木市緑が丘町中1-15-22 794850125 飲食店営業(4)その他 一般 橋本 すみ子 北播(加健)第313-152 平成30年11月9日 令和6年11月30日 平成18年9月15日
000028 4000074146 めん処 とも家 677-0003 西脇市西田町187-1 795222060 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉岡 友成 北播(加健)第312-149 平成30年11月16日 令和6年11月30日 平成18年10月4日
000028 4000074147 西鳥 677-0003 西脇市西田町字蒲之元186-5 795226101 飲食店営業(4)その他 一般 西山 實 北播(加健)第312-139 平成30年10月26日 令和6年11月30日 平成18年9月29日
000028 4000074149 ごはんどき西脇店 677-0044 西脇市上野字東谷125-12 795250117 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社マルハンダイニング 代表取締役社長 窪田 猛 104-0061 東京都江東区深川二丁目8番19号 356466777 北播(加健)第312-130 平成30年10月19日 令和6年11月30日 平成18年9月29日
000028 4000074151 元気あっぷ加西 675-2311 加西市北条町横尾150-1 790438585 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 医療法人社団栄宏会 理事長 土井 直 675-1352 兵庫県小野市復井町字中池1723-2 794662119 北播(加健)第312-121 平成30年10月10日 令和6年11月30日 平成18年9月29日
000028 4000074154 ローソン細川町金屋店 673-0711 三木市細川町金屋431-3 794862381 飲食店営業(4)その他 一般 仲川 明弘 北播(加健)第313-107 令和2年10月26日 令和9年11月30日 平成18年10月4日
000028 4000074172 三木山スイーツガーデン　フジキ 673-0404 三木市大村1-6 794861230 菓子製造業 一般 株式会社　お菓子の木ふじき 代表取締役 藤木 公雄 673-0404 兵庫県三木市大村1-6 794861230 北播(加健)第313-62 令和1年10月11日 令和7年11月30日 平成18年10月16日
000028 4000074179 森のパン屋　花穂 673-1301 加東市黒谷1197-478 795472281 菓子製造業 一般 丸山 益美 北播(加健)第311-136 平成30年11月6日 令和6年11月30日 平成18年10月30日
000028 4000074186 にぎわい食堂 いろはにほへと 677-0044 西脇市上野202-1 795220651 飲食店営業(4)その他 一般 内藤 昭典 北播(加健)第312-146 平成30年11月7日 令和6年11月30日 平成18年10月31日
000028 4000074187 株式会社小倉製菓西丹波工場 679-1102 多可郡多可町中区安楽田964-1 795302820 菓子製造業 一般 株式会社小倉製菓 代表取締役 山本 雄吉 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5-6-24 663049441 北播(加健)第312-147 平成30年11月9日 令和6年11月30日 平成18年10月31日



000028 4000074217 天然酵母パン はるこむぎ 677-0121 多可郡多可町八千代区中野間872 菓子製造業 一般 柏 茂弘 北播(加健)第312-150 平成30年11月16日 令和6年11月30日 平成18年11月20日
000028 4000074225 うまいもん横丁　三木店 673-0541 三木市志染町広野5-211 794878020 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西脇化成株式会社 代表取締役 福永 大地 677-0052 兵庫県西脇市和田町711 795222173 北播(加健)第313-158 平成30年11月26日 令和6年11月30日 平成18年11月17日
000028 4000074227 アステリスク 679-0211 加東市上滝野2138 795489337 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 星 雅之 北播(加健)第311-133 平成30年10月31日 令和6年11月30日 平成18年11月22日
000028 4000074235 真蔵 673-1464 加東市上中439-1 795423376 飲食店営業(4)その他 一般 亀野 真宏 北播(加健)第311-142 平成30年11月21日 令和6年11月30日 平成18年11月22日
000028 4000074238 カラオケ本舗　まねきねこ西脇店 677-0054 西脇市野村町1264　2F 795250017 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社コシダカ 代表取締役 腰髙 博 371-0847 群馬県前橋市大友町1-5-1 272803381 北播(加健)第312-145 平成30年11月6日 令和6年11月30日 平成18年11月27日
000028 4000074252 富久錦 675-2223 加西市三口町1048 790482111 酒類製造業 一般 富久錦株式会社 代表取締役 稲岡 敬之 675-2223 兵庫県加西市三口町1048番地 790482111 北播(加健)第312-114 令和4年11月16日 令和9年11月30日 令和4年11月16日
000028 4000074254 ふく蔵 675-2223 加西市三口町1048 790482005 菓子製造業 一般 富久錦株式会社 代表取締役 稲岡 敬之 675-2223 兵庫県加西市三口町1048 790482111 北播(加健)第312-127 平成30年10月15日 令和6年11月30日 平成18年11月30日
000028 4000074255 ふく蔵 675-2223 加西市三口町1048 790482005 アイスクリーム類製造業 一般 富久錦株式会社 代表取締役 稲岡 敬之 675-2223 兵庫県加西市三口町1048 790482111 北播(加健)第312-128 平成30年10月15日 令和6年11月30日 平成18年11月30日
000028 4000074280 やふふ工房 673-1127 三木市吉川町長谷字小竹ガチ159-2 794730518 菓子製造業 一般 山城 逸夫 北播(加健)第313-173 平成31年1月31日 令和7年2月28日 平成18年12月8日
000028 4000074288 ベーカリー　レストラン　ＷＡＮ 673-0415 三木市府内7-38 794830810 菓子製造業 一般 八木 久美子 北播(加健)第313-163 平成31年1月23日 令和7年2月28日 平成18年12月14日
000028 4000074289 ベーカリーレストラン　ＷＡＮ 673-0415 三木市府内7-38 794830810 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 八木 久美子 北播(加健)第313-164 平成31年1月23日 令和7年2月28日 平成18年12月14日
000028 4000074291 スナックなぎさ 679-1106 多可郡多可町中区高岸11-1 795324516 飲食店営業(4)その他 一般 中村 菊枝 北播(加健)第312-170 平成31年2月13日 令和7年2月28日 平成18年12月19日
000028 4000074298 小町 675-1379 小野市上本町22-6 794626429 飲食店営業(4)その他 一般 森田 直子 北播(加健)第311-165 平成31年1月25日 令和7年2月28日 平成18年12月21日
000028 4000074311 ぐりん 677-0015 西脇市西脇790-15 795225996 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤本 千賀子 北播(加健)第312-157 平成31年1月15日 令和7年2月28日 平成19年1月10日
000028 4000074313 兵庫県学校給食・食育支援センター 673-1421 加東市山国2007 795423791 魚介類販売業 一般 公益財団法人兵庫県スポーツ協会 理事長 今井 良広 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通四丁目16番3号 783322344 北播(加健)第311-149 平成31年1月11日 令和8年2月28日 平成19年1月10日
000028 4000074314 株式会社 Mizkan 三木工場 673-1112 三木市吉川町畑枝395-1 794762101 納豆製造業 一般 株式会社 Mizkan 代表取締役 石垣 浩司 475-0873 愛知県半田市中村町二丁目6番地 569213331 北播(加健)第313-183 平成31年2月8日 令和7年2月28日 平成19年1月10日
000028 4000074321 ちゃかま～も 675-2221 加西市倉谷町643 790482096 飲食店営業(4)その他 一般 櫻井 洋 北播(加健)第312-167 平成31年1月25日 令和7年2月28日 平成19年1月19日
000028 4000074332 中山製餡所 677-0043 西脇市下戸田14-1 795223495 あん類製造業 一般 中山 朗 北播(加健)第312-186 平成30年1月17日 令和6年2月29日 平成19年1月22日
000028 4000074396 かおるちゃんラーメン 677-0044 西脇市上野185 795233837 飲食店営業(4)その他 一般 商道グループ株式会社 代表取締役 滝本 龍雄 677-0044 兵庫県西脇市上野185 795233837 北播(加健)第312-160 平成31年1月15日 令和7年2月28日 平成19年2月16日
000028 4000074404 わらべや関西三木工場シダックス店 673-0514 三木市志染町戸田字中尾1838-230 794873880 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 シダックスコントラクトフードサービス株式会社 代表取締役 佐藤 好男 182-0021 東京都調布市調布ケ丘三丁目6番地3 424898914 北播(加健)第313-188 平成31年2月28日 令和7年2月28日 平成19年2月22日
000028 4000074418 特定非営利活動法人ぷらっときすみの 675-1344 小野市下来住町484-2 794625116 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人ぷらっときすみの 理事長 藤井 力雄 675-1344 兵庫県小野市下来住町484-2 794625116 北播(加健)第311-199 令和3年1月28日 令和10年2月29日 平成19年2月27日
000028 4000074419 特定非営利活動法人ぷらっときすみの 675-1344 小野市下来住町484-2 794625116 そうざい製造業 一般 特定非営利活動法人ぷらっときすみの 理事長 藤井 力雄 675-1344 兵庫県小野市下来住町484-2 794625116 北播(加健)第311-200 令和3年1月28日 令和10年2月29日 平成19年2月27日
000028 4000074420 特定非営利活動法人ぷらっときすみの 675-1344 小野市下来住町484-2 794625116 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 特定非営利活動法人ぷらっときすみの 理事長 藤井 力雄 675-1344 兵庫県小野市下来住町484-2 794625116 北播(加健)第311-201 令和3年1月28日 令和10年2月29日 平成19年2月27日
000028 4000074435 ライオンズカントリー倶楽部  クラブハウスレストラン 673-1101 三木市吉川町新田682-1 794721717 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ＰＧＭプロパティーズ株式会社 代表取締役 田中 耕太郎 110-0015 東京都台東区東上野1丁目14番7号 364088800 北播(加健)第313-174 平成31年1月31日 令和7年2月28日 平成19年2月28日
000028 4000074437 ライオンズカントリー倶楽部  ブルー売店 673-1101 三木市吉川町新田682-1 794721717 飲食店営業(4)その他 一般 ＰＧＭプロパティーズ株式会社 代表取締役 田中 耕太郎 110-0015 東京都台東区東上野1丁目14番7号 364088800 北播(加健)第313-175 平成31年1月31日 令和7年2月28日 平成19年2月28日
000028 4000074438 ライオンズカントリー倶楽部  ホワイト売店 673-1101 三木市吉川町新田682-1 794721717 飲食店営業(4)その他 一般 ＰＧＭプロパティーズ株式会社 代表取締役 田中 耕太郎 110-0015 東京都台東区東上野1丁目14番7号 364088800 北播(加健)第313-176 平成31年1月31日 令和7年2月28日 平成19年2月28日
000028 4000074439 ライオンズカントリー倶楽部  レッド売店 673-1101 三木市吉川町新田682-1 794721717 飲食店営業(4)その他 一般 ＰＧＭプロパティーズ株式会社 代表取締役 田中 耕太郎 110-0015 東京都台東区東上野1丁目14番7号 364088800 北播(加健)第313-177 平成31年1月31日 令和7年2月28日 平成19年2月28日
000028 4000074465 ホテルグリーンプラザ東条湖 673-1412 加東市廻淵字東山317 795441300 飲食店営業(3)旅館 一般 公友不動産株式会社 代表取締役 安達 暁子 673-1301 兵庫県加東市黒谷1206番地127 795448823 北播(加健)第311-13 平成31年4月26日 令和7年5月31日 平成19年3月13日
000028 4000074475 のぎく 679-1103 多可郡多可町中区牧野字国木谷183-1 795323246 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 イフスコヘルスケア株式会社 代表取締役 髙石 清彦 553-0003 大阪府大阪市福島区福島七丁目１５番２６号 664583916 北播(加健)第312-34 令和1年5月20日 令和7年5月31日 平成19年3月22日
000028 4000074476 きずな 675-2456 加西市若井町字猪野83-31 790442881 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 イフスコヘルスケア株式会社 代表取締役 髙石 清彦 553-0003 大阪府大阪市福島区福島七丁目１５番２６号 664583916 北播(加健)第312-30 令和1年5月10日 令和7年5月31日 平成19年3月22日
000028 4000074478 カラオケ梟 677-0043 西脇市下戸田68-4 795240250 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社マツ企画 代表取締役 長谷川 智春 677-0015 兵庫県西脇市西脇1129-6 795233866 北播(加健)第312-7 平成31年4月11日 令和7年5月31日 平成19年3月23日
000028 4000074481 カフェ　キッチン　ＯＺ 673-0533 三木市緑が丘町東4-2-8 794856413 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 播摩 一美 北播(加健)第313-18 平成31年4月26日 令和7年5月31日 平成19年3月23日
000028 4000074487 風良里 679-0212 加東市下滝野1-50 795480330 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小林 由美子 北播(加健)第311-18 令和1年5月9日 令和7年5月31日 平成19年3月27日
000028 4000074489 銀ﾋﾞﾙｽﾄｱｰ加西店 675-2445 加西市殿原町232-2 790440950 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社銀ビルストアー 代表取締役 大塚 英木 670-0912 兵庫県姫路市南町31 792880001 北播(加健)第312-20 平成31年4月16日 令和7年5月31日 平成19年3月29日
000028 4000074494 三木セブンハンドレッド倶楽部  クラブハウスレストラン 673-0513 三木市志染町大谷217 794873131 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社アコーディア・ゴルフ 代表取締役 石井 歓 140-0002 東京都品川区東品川四丁目12番4号 366861500 北播(加健)第313-33 令和1年5月28日 令和7年5月31日 平成19年3月30日
000028 4000074495 三木セブンハンドレッド倶楽部  ７番茶店 673-0513 三木市志染町大谷217 794873131 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アコーディア・ゴルフ 代表取締役 石井 歓 140-0002 東京都品川区東品川四丁目12番4号 366861500 北播(加健)第313-34 令和1年5月28日 令和7年5月31日 平成19年3月30日
000028 4000074496 三木セブンハンドレッド倶楽部  １４番茶店 673-0513 三木市志染町大谷217 794873131 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アコーディア・ゴルフ 代表取締役 石井 歓 140-0002 東京都品川区東品川四丁目12番4号 366861500 北播(加健)第313-35 令和1年5月28日 令和7年5月31日 平成19年3月30日
000028 4000074497 ロータリーゴルフ倶楽部  ティーラウンジ　オールドコース　ＩＮ 673-0701 三木市細川町瑞穂705-5 789590088 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アコーディア・ゴルフ 代表取締役 石井 歓 140-0002 東京都品川区東品川四丁目12番4号 366861500 北播(加健)第313-36 令和1年5月28日 令和7年5月31日 平成19年3月30日
000028 4000074498 ロータリーゴルフ倶楽部  ティーラウンジ　オールドコース　ＯＵＴ 673-0701 三木市細川町瑞穂705-5 789590088 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アコーディア・ゴルフ 代表取締役 石井 歓 140-0002 東京都品川区東品川四丁目12番4号 366861500 北播(加健)第313-37 令和1年5月28日 令和7年5月31日 平成19年3月30日
000028 4000074523 馬事公苑食堂 677-0061 西脇市合山町834 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井上 恵三郎 北播(加健)第312-19 平成31年4月16日 令和7年5月31日 平成19年4月20日
000028 4000074529 スナック　ラブ 675-1371 小野市黒川町67 794634225 飲食店営業(4)その他 一般 井上 愛美 北播(加健)第311-32 令和1年5月28日 令和7年5月31日 平成19年4月25日
000028 4000074531 きし井 673-0713 三木市細川町豊地1343-3 794862558 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 岸井食品有限会社 代表取締役 岸井 良次 673-0713 兵庫県三木市細川町豊地1343-3 794862558 北播(加健)第313-29 令和1年5月14日 令和7年5月31日 平成19年4月27日
000028 4000074532 ＲＵ　ｃａｆｅ 673-0541 三木市志染町広野1-38 794858338 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北川 新平 北播(加健)第313-10 平成31年4月18日 令和7年5月31日 平成19年4月27日
000028 4000074543 ラポートやしろデイサービスセンター 673-1431 加東市社25 795430416 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人　加東市社会福祉協議会 会長 吉村 進吾 673-1431 兵庫県加東市社26 795422006 北播(加健)第311-16 令和1年5月8日 令和7年5月31日 平成19年5月8日
000028 4000074544 673-1442 加東市出水字芝ノ口28-4 795428118 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 広文 北播(加健)第311-23 令和1年5月14日 令和7年5月31日 平成19年5月9日
000028 4000074563 でんでん虫の家 673-1334 加東市吉井610-7 795460873 菓子製造業 一般 社会福祉法人でんでん虫の会 理事長 井上 雄紀 673-1334 兵庫県加東市吉井768番地5 795460873 北播(加健)第311-5 平成31年4月19日 令和7年5月31日 平成19年5月11日
000028 4000074574 りんごの香 675-2111 加西市桑原田町543-2 790491958 菓子製造業 一般 井上 初美 北播(加健)第312-22 平成31年4月23日 令和7年5月31日 平成19年5月15日
000028 4000074583 ベル 677-0043 西脇市下戸田27-1 795220687 飲食店営業(4)その他 一般 森脇 堂亙 北播(加健)第312-33 令和1年5月20日 令和7年5月31日 平成19年5月24日
000028 4000074627 ｓｗｅｅｔｓ　ｍａｎｕｆａｔｔｏ 679-1104 多可郡多可町中区田野口311 795321929 菓子製造業 一般 吉田 美千代 北播(加健)第312-41 令和1年7月3日 令和7年8月31日 平成19年6月20日
000028 4000074628 妙見富士カントリークラブ  レストラン 679-1103 多可郡多可町中区牧野817-1 795321144 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社隨縁リゾート 代表取締役 古井 明徳 556-0017 大阪府大阪市浪速区湊町1-2-3マルイト難波ビル 666478771 北播(加健)第312-37 令和1年7月3日 令和7年8月31日 平成19年6月21日
000028 4000074629 妙見富士カントリークラブ  コーヒーショップ 679-1103 多可郡多可町中区牧野817-1 795321144 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社隨縁リゾート 代表取締役 古井 明徳 556-0017 大阪府大阪市浪速区湊町1-2-3マルイト難波ビル 666478771 北播(加健)第312-38 令和1年7月3日 令和7年8月31日 平成19年6月21日
000028 4000074630 妙見富士カントリークラブ  コース売店アウト 679-1103 多可郡多可町中区牧野817-1 795321144 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社隨縁リゾート 代表取締役 古井 明徳 556-0017 大阪府大阪市浪速区湊町1-2-3マルイト難波ビル 666478771 北播(加健)第312-39 令和1年7月3日 令和7年8月31日 平成19年6月21日
000028 4000074631 妙見富士カントリークラブ  コース売店イン 679-1103 多可郡多可町中区牧野817-1 795321144 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社隨縁リゾート 代表取締役 古井 明徳 556-0017 大阪府大阪市浪速区湊町1-2-3マルイト難波ビル 666478771 北播(加健)第312-40 令和1年7月3日 令和7年8月31日 平成19年6月21日
000028 4000074640 園田商店 679-1212 多可郡多可町加美区西脇23-2 795351484 そうざい製造業 一般 園田 守 北播(加健)第312-43 令和1年7月8日 令和7年8月31日 平成19年7月4日
000028 4000074646 お好み焼き　ほのか 675-1321 小野市山田町974 794623773 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小林 進 北播(加健)第311-45 令和1年7月19日 令和7年8月31日 平成19年7月17日
000028 4000074647 カンパーニュ 673-1325 加東市大畑440-18 795461170 菓子製造業 一般 松井 智子 北播(加健)第311-40 令和1年7月19日 令和7年8月31日 平成19年7月19日
000028 4000074648 カンパーニュ 673-1325 加東市大畑440-18 795461170 飲食店営業(4)その他 一般 松井 智子 北播(加健)第311-41 令和1年7月19日 令和7年8月31日 平成19年7月19日
000028 4000074649 ｃａｆｅ ＋ ｋｉｔｃｈｅｎ ＨＡＫＯＮＥ 679-0211 加東市上滝野604 795482655 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西村 正江 北播(加健)第311-49 令和1年7月23日 令和7年8月31日 平成19年7月18日
000028 4000074669 焼き鳥　鳥石 673-0444 三木市別所町東這田721-16 794835429 飲食店営業(4)その他 一般 石井 盛人 北播(加健)第313-54 令和1年8月5日 令和7年8月31日 平成19年8月13日
000028 4000074670 Ｓｏｒａ 673-0521 三木市志染町青山2-8-6 794853965 菓子製造業 一般 中村 美喜子 北播(加健)第313-45 令和1年7月25日 令和7年8月31日 平成19年8月13日
000028 4000074672 東条湖カントリー倶楽部　ｲﾝｺｰｽ売店 673-1412 加東市廻淵字北山31-52 795440811 飲食店営業(4)その他 一般 公友不動産株式会社 代表取締役 安達 暁子 673-1301 兵庫県加東市黒谷1206-127 795440811 北播(加健)第311-54 令和1年8月6日 令和7年8月31日 平成19年8月14日
000028 4000074673 東条湖カントリー倶楽部　ｱｳﾄｺｰｽ売店 673-1412 加東市廻淵字北山31-52 795440811 飲食店営業(4)その他 一般 公友不動産株式会社 代表取締役 安達 暁子 673-1301 兵庫県加東市黒谷1206-127 795440811 北播(加健)第311-55 令和1年8月6日 令和7年8月31日 平成19年8月14日
000028 4000074678 三木市立自由が丘東小学校 673-0506 三木市志染町四合谷67-1 794852020 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　東洋食品 代表取締役 荻久保 英男 110-0015 東京都台東区東上野1-14-4 338361291 北播(加健)第313-78 令和2年7月31日 令和9年8月31日 平成19年8月21日
000028 4000074719 ワン　コイン　弁当 675-2213 加西市西笠原町178-6 790483429 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 西田 隆子 北播(加健)第312-136 令和1年11月22日 令和7年11月30日 平成19年9月7日
000028 4000074721 サンモーリス 675-2311 加西市北条町横尾339-3 790426557 菓子製造業 一般 大谷 眞一 北播(加健)第312-76 令和1年10月10日 令和7年11月30日 平成19年9月11日
000028 4000074722 ムラカミ商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 村上 栄一 北播(加健)第312-99 令和4年10月31日 令和9年11月30日 令和4年10月31日
000028 4000074731 メゾン・ド・リヴァージュ 673-0403 三木市末広1-2-44 794831000 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　大和生研 代表取締役 山下 裕史 670-0936 兵庫県姫路市古二階町63 792890117 北播(加健)第313-74 令和1年10月25日 令和8年11月30日 平成19年9月18日
000028 4000074741 ローズウッドゴルフクラブ  ダイニングレストラン 675-1321 小野市山田町1441-52 794627515 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社アコーディア・ゴルフ 代表取締役 石井 歓 105-6135 東京都品川区東品川四丁目12番4号 366861500 北播(加健)第311-81 令和1年10月30日 令和7年11月30日 平成19年9月21日
000028 4000074742 ローズウッドゴルフクラブ  アウトコース売店 675-1321 小野市山田町1441-52 794627515 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アコーディア・ゴルフ 代表取締役 石井 歓 105-6135 東京都品川区東品川四丁目12番4号 366861500 北播(加健)第311-82 令和1年10月30日 令和7年11月30日 平成19年9月21日
000028 4000074743 ローズウッドゴルフクラブ  インコース売店 675-1321 小野市山田町1441-52 794627515 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アコーディア・ゴルフ 代表取締役 石井 歓 105-6135 東京都品川区東品川四丁目12番4号 366861500 北播(加健)第311-83 令和1年10月30日 令和7年11月30日 平成19年9月21日
000028 4000074745 喃風　西脇店 677-0022 西脇市寺内天神ノ芝515-6 795231050 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社プログレス・プランニング 取締役 竹國 泰彦 677-0022 兵庫県西脇市寺内天神ノ芝515-6 795231050 北播(加健)第312-120 令和1年11月7日 令和7年11月30日 平成19年9月28日
000028 4000074749 ＮＡＮＡ 679-0211 加東市上滝野185-1 飲食店営業(4)その他 一般 高崎 博子 北播(加健)第311-72 令和1年10月9日 令和7年11月30日 平成19年9月28日
000028 4000074766 福和家 675-1317 小野市浄谷町171-7 794634129 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 桑原 利文 北播(加健)第311-68 令和1年10月9日 令和7年11月30日 平成19年10月9日
000028 4000074768 すき家　三木本町店 673-0431 三木市本町1-6-30 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南2丁目18番1号 357838850 北播(加健)第313-86 令和3年11月9日 令和9年11月30日 令和3年11月9日
000028 4000074769 ㈲クボタストアー 675-1327 小野市市場町651-2 794633939 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社　クボタストアー 代表取締役 久保田 朋幸 675-1327 兵庫県小野市市場町651-1 794633939 北播(加健)第311-74 令和1年10月11日 令和7年11月30日 平成19年10月12日
000028 4000074779 万松 677-0016 西脇市高田井町245-1 795227307 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　万松 代表取締役 大瀬良 修一 677-0016 兵庫県西脇市高田井町245-1 795227307 北播(加健)第312-114 令和1年11月7日 令和7年11月30日 平成19年10月19日
000028 4000074780 西脇食品 677-0014 西脇市郷瀬町495-1 795224045 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 福恵 北播(加健)第312-84 令和1年10月23日 令和7年11月30日 平成19年10月19日
000028 4000074781 西脇食品 677-0014 西脇市郷瀬町495-1 795224045 菓子製造業 一般 藤原 福恵 北播(加健)第312-85 令和1年10月23日 令和7年11月30日 平成19年10月19日
000028 4000074788 セブン－イレブン　加西殿原店 675-2445 加西市殿原町391-1 790443225 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 山下 博史 北播(加健)第312-142 令和3年11月24日 令和10年11月30日 令和3年11月24日
000028 4000074799 スナック　絆 677-0003 西脇市西田町181 795221311 飲食店営業(4)その他 一般 前田 ひとみ 北播(加健)第312-137 令和1年11月28日 令和7年11月30日 平成19年10月25日
000028 4000074814 ことぶき 673-1431 加東市社745-2 795420070 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 豊永 順子 北播(加健)第311-66 令和1年10月8日 令和7年11月30日 平成19年10月31日
000028 4000074816 夢の郷 673-0501 三木市志染町吉田1241-142 794898288 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橘田 幸子 北播(加健)第313-79 令和1年10月29日 令和7年11月30日 平成19年10月31日
000028 4000074831 喫茶たっくん 675-1327 小野市市場町1384-2 794631335 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 仁美 北播(加健)第311-77 令和1年10月17日 令和7年11月30日 平成19年11月8日
000028 4000074836 三木みらい館　おにぎり工房みき 673-0531 三木市緑が丘町西4-48 794878077 飲食店営業(4)その他 一般 兵庫みらい農業協同組合 代表理事組合長 小紫 康正 679-0107 兵庫県加西市玉野町1156番地の1 790471255 北播(加健)第313-73 令和1年10月25日 令和7年11月30日 平成19年11月13日
000028 4000074848 グリーンヴィラ妙見内　地域交流スペース 679-1103 多可郡多可町中区牧野字国木谷166-25 795300870 飲食店営業(4)その他 一般 社会福祉法人　那珂の郷 理事 川久 康之 679-1103 兵庫県多可郡多可町中区牧野字国木谷166-9-1 795300870 北播(加健)第312-122 令和1年11月11日 令和7年11月30日 平成19年11月20日
000028 4000074893 炭火焼肉　一茶 673-0533 三木市緑が丘町東1-1-30 794870017 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 立石 美順 北播(加健)第313-117 令和2年2月13日 令和8年2月28日 平成19年12月4日
000028 4000074894 珈集　青山店 673-0503 三木市志染町窟屋字末陰1386 794851345 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　珈集 取締役 平野 薫大 673-0433 兵庫県三木市福井字八幡谷2165-1 794826117 北播(加健)第313-105 令和2年1月30日 令和8年2月28日 平成19年12月4日
000028 4000074901 ピーエスコンクリート株式会社 675-2101 加西市繁昌町字五郎池沢乙206-7 790493100 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第312-157 令和5年2月16日 令和11年2月28日 令和5年2月16日
000028 4000074910 加古川ケータリング　三木店 673-0434 三木市別所町小林657-17 794862000 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　大和生研 代表取締役 山下 裕史 670-0936 兵庫県姫路市古二階町63 792890117 北播(加健)第313-112 令和4年1月31日 令和10年2月29日 令和4年1月31日
000028 4000074921 三木サービスエリア下り  レストランダイナック　ソフトクリーム 673-0402 三木市加佐字湯谷1142山陽自動車道　三木ＳＡ下り線 794892455 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目３番３号 333414216 北播(加健)第313-111 令和2年1月30日 令和8年2月28日 平成19年12月21日
000028 4000074923 三木サービスエリア下り  レストランダイナック　串焼・団子 673-0402 三木市加佐字湯谷1142山陽自動車道　三木ＳＡ下り線 794892455 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目３番３号 333414216 北播(加健)第313-102 令和4年1月18日 令和11年2月28日 令和4年1月18日
000028 4000074924 三木サービスエリア下り  レストランダイナック　串焼・団子 673-0402 三木市加佐字湯谷1142山陽自動車道　三木ＳＡ下り線 794892455 菓子製造業 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目３番３号 333414216 北播(加健)第313-103 令和4年1月18日 令和11年2月28日 令和4年1月18日
000028 4000074925 三木サービスエリア下り  レストランダイナック　たこ焼・たい焼 673-0402 三木市加佐字湯谷1142山陽自動車道　三木ＳＡ下り線 794892455 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目３番３号 333414216 北播(加健)第313-104 令和4年1月18日 令和11年2月28日 令和4年1月18日
000028 4000074926 三木サービスエリア下り  レストランダイナック　たこ焼・たい焼 673-0402 三木市加佐字湯谷1142山陽自動車道　三木ＳＡ下り線 794892455 菓子製造業 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目３番３号 333414216 北播(加健)第313-105 令和4年1月18日 令和11年2月28日 令和4年1月18日
000028 4000074930 凛 675-2221 加西市倉谷町904-3 790484565 飲食店営業(4)その他 一般 辰巳 桂子 北播(加健)第312-169 令和2年2月5日 令和8年2月28日 平成19年12月25日
000028 4000074939 こはる蔵 675-2445 加西市殿原町154-1 790442780 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 青山 光延 北播(加健)第312-187 令和2年2月20日 令和8年2月28日 平成19年12月28日
000028 4000074947 竹乃湯温泉 673-0431 三木市本町2-17-43 794823205 飲食店営業(4)その他 一般 竹内 尚子 北播(加健)第313-109 令和2年1月30日 令和8年2月28日 平成20年1月10日
000028 4000074949 メゾン・ド・リヴァージュ 673-0403 三木市末広1-2-44 794831000 そうざい製造業 一般 株式会社　大和生研 代表取締役 山下 裕史 670-0936 兵庫県姫路市古二階町63 792890117 北播(加健)第313-116 令和2年2月10日 令和9年2月28日 平成20年1月10日
000028 4000074950 鉄板焼　ポパイ 679-1103 多可郡多可町中区牧野143-6 795300002 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　北播ドライビングスクール 代表取締役 大西 ゆかり 679-1103 兵庫県多可郡多可町中区牧野143-11 795320560 北播(加健)第312-166 令和2年1月29日 令和8年2月28日 平成20年1月10日
000028 4000074956 喫茶マンボ 677-0015 西脇市西脇983 795222282 飲食店営業(4)その他 一般 加藤 和子 北播(加健)第312-150 令和2年1月21日 令和8年2月28日 平成20年1月11日
000028 4000074995 スターバックスコーヒー  三木サービスエリア（下り線）店 673-0402 三木市加佐字湯谷1142三木サービスエリア下り 794867671 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 スターバックスコーヒージャパン株式会社 代表取締役 水口 貴文 141-0021 東京都品川区上大崎2-25-2 354127033 北播(加健)第313-110 令和2年1月30日 令和8年2月28日 平成20年1月28日
000028 4000075007 ホットランチ７　北条高校前店 675-2243 加西市中西町618 790484158 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 谷勝 真 北播(加健)第312-140 令和2年1月17日 令和8年2月28日 平成20年2月6日
000028 4000075026 三木山スイーツガーデン　フジキ 673-0404 三木市大村1-6 794861230 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　お菓子の木ふじき 代表取締役 藤木 公雄 673-0404 兵庫県三木市大村1-6 794861230 北播(加健)第313-100 令和2年1月29日 令和8年2月28日 平成20年2月12日
000028 4000075028 スナック　Ｈｏｎｅｙ 675-1371 小野市黒川町67 794620772 飲食店営業(4)その他 一般 香川 舞 北播(加健)第311-151 令和2年2月10日 令和8年2月28日 平成20年2月13日
000028 4000075034 カラオケ喫茶有喜 675-2211 加西市野田町499 790482102 飲食店営業(4)その他 一般 森本 直子 北播(加健)第312-138 令和5年1月23日 令和11年2月28日 令和5年1月23日
000028 4000075100 ひのた農場 673-0452 三木市別所町石野940-20 794821056 みそ製造業 一般 畑 洋三 北播(加健)第313-120 令和2年2月21日 令和8年2月28日 平成20年2月28日
000028 4000075105 炭焼地鶏　やんべ 679-0212 加東市下滝野3-190 795480701 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　やんべ 代表取締役 鈴木 靖彦 679-0212 兵庫県加東市下滝野3-190 795480701 北播(加健)第311-133 令和2年1月27日 令和8年2月28日 平成20年2月29日
000028 4000075120 シャトレーゼ工場直売店西脇店 677-0044 西脇市上野231-1 795232482 菓子製造業 一般 有限会社サンワ 代表取締役 向山 昇 677-0015 兵庫県西脇市西脇656-58 795241712 北播(加健)第312-23 令和2年4月23日 令和8年5月31日 平成20年3月6日
000028 4000075128 スシロー三木店 673-0434 三木市別所町小林字口ハメ谷1224 794810030 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社あきんどスシロー 代表取締役 新居 耕平 564-0063 大阪府吹田市江坂町一丁目22番2号 663681001 北播(加健)第313-25 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 4000075135 一品料理　創作居酒屋　あえかつ 677-0056 西脇市板波町225-1 795224400 飲食店営業(4)その他 一般 阿江 勝則 北播(加健)第312-2 令和2年4月14日 令和8年5月31日 平成20年3月14日
000028 4000075184 知的障害者更生施設　希望の郷 675-2202 加西市野条町86-93 790482521 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ラフト 代表取締役 濱嶋 一陽 654-0041 兵庫県神戸市須磨区古川町1-3-16 787397311 北播(加健)第312-53 令和2年5月22日 令和8年5月31日 平成20年3月26日
000028 4000075220 あすか加工グループ 673-1472 加東市上三草959-56 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 西山 博美 北播(加健)第311-7 令和2年4月21日 令和8年5月31日 平成20年4月2日



000028 4000075221 あすか加工グループ 673-1472 加東市上三草959-56 菓子製造業 一般 西山 博美 北播(加健)第311-8 令和2年4月21日 令和8年5月31日 平成20年4月2日
000028 4000075223 松葉 675-2223 加西市三口町918 790483664 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 森田 清司 北播(加健)第312-55 令和2年5月27日 令和8年5月31日 平成20年4月4日
000028 4000075225 県立三木高等学校食堂 673-0402 三木市加佐931 794825001 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山田 哲也 北播(加健)第313-52 令和2年5月11日 令和8年5月31日 平成20年4月8日
000028 4000075229 県立三木北高等学校食堂 673-0521 三木市志染町青山6-25 794856781 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山田 哲也 北播(加健)第313-51 令和2年5月11日 令和8年5月31日 平成20年4月8日
000028 4000075246 JAみのりメモリアルセンターみのり祭典 673-1431 加東市社1782 795438201 飲食店営業(4)その他 一般 みのり協同産業株式会社 代表取締役 津瀬 秀一 673-1431 兵庫県加東市社1782 795438201 北播(加健)第311-2 令和2年4月10日 令和8年5月31日 平成20年4月17日
000028 4000075253 創作お好み焼の店　さち 677-0044 西脇市上野195-2 795234502 飲食店営業(4)その他 一般 柴垣 さち子 北播(加健)第312-20 令和2年4月23日 令和8年5月31日 平成20年4月21日
000028 4000075258 OTOM GARDEN CAFE　三木小野インター店 673-0404 三木市大村字城ノ前576 794892571 飲食店営業(4)その他 一般 大本観光株式会社 代表取締役 大本 倫典 650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通1-11-17 783911333 北播(加健)第313-56 令和2年5月27日 令和8年5月31日 平成20年4月22日
000028 4000075266 帆船 673-1431 加東市社557-2 795427505 飲食店営業(4)その他 一般 佐竹 千津子 北播(加健)第311-29 令和2年4月21日 令和8年5月31日 平成20年4月24日
000028 4000075267 カラオケ喫茶　アンジュ 673-0551 三木市志染町西自由が丘1-479 794858486 飲食店営業(4)その他 一般 大西 礼子 北播(加健)第313-30 令和2年4月22日 令和8年5月31日 平成20年4月24日
000028 4000075272 作州 675-2361 加西市谷町144 飲食店営業(4)その他 一般 春名 敬子 北播(加健)第312-37 令和2年4月23日 令和8年5月31日 平成20年4月30日
000028 4000075278 喫茶ラベンダー 679-1324 多可郡多可町加美区轟799-127 795361616 飲食店営業(4)その他 一般 特定非営利活動法人　北播磨ラベンダー 理事長 森本 寿文 679-1324 兵庫県多可郡多可町加美区轟799-127 795361616 北播(加健)第312-22 令和3年4月28日 令和9年5月31日 平成20年5月7日
000028 4000075296 シルバーランド日清事業所 675-1377 小野市葉多町261 794635965 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役社長 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 332873611 北播(加健)第311-31 令和2年4月21日 令和8年5月31日 平成20年5月12日
000028 4000075297 こだわり手作り弁当　こぶぶ 675-1371 小野市黒川町137-1 794638272 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 岸本 洋子 北播(加健)第311-48 令和2年5月18日 令和8年5月31日 平成20年5月12日
000028 4000075311 白川商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 白川 廣数 北播(加健)第312-41 平成30年5月10日 令和5年5月31日 平成20年5月21日
000028 4000075312 白川商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 白川 廣数 北播(加健)第312-42 平成30年5月10日 令和5年5月31日 平成20年5月21日
000028 4000075321 つつじ会作業所 673-1451 加東市家原813-1 795424966 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人　つつじ会 理事長 黒﨑 明 673-1451 兵庫県加東市家原813-1 795424966 北播(加健)第311-28 令和2年4月21日 令和8年5月31日 平成20年5月22日
000028 4000075340 木かげ 675-1362 小野市久保木町字出晴1561-24 794640155 飲食店営業(4)その他 一般 社会福祉法人　栄宏福祉会 理事長 槙山 良夫 675-1362 兵庫県小野市久保木町字出晴1561-24 794640155 北播(加健)第311-27 令和2年4月21日 令和8年5月31日 平成20年5月29日
000028 4000075361 イオン三木店  （米飯） 673-0404 三木市大村字砂163 794838355 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126000 北播(加健)第313-31 令和2年4月22日 令和8年5月31日 平成20年5月30日
000028 4000075362 イオン三木店 673-0404 三木市大村字砂163 794838355 魚介類販売業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126000 北播(加健)第313-32 令和2年4月22日 令和8年5月31日 平成20年5月30日
000028 4000075364 イオン三木店 673-0404 三木市大村字砂163 794838355 食肉販売業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126000 北播(加健)第313-34 令和2年4月22日 令和8年5月31日 平成20年5月30日
000028 4000075368 サムシング 673-0403 三木市末広2-5-70 794836136 飲食店営業(4)その他 一般 安田 初美 北播(加健)第313-80 令和2年8月5日 令和8年8月31日 平成20年6月5日
000028 4000075396 コミュニティサロン北野 679-0205 加東市北野55-2 795459070 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社リブネット 代表取締役 吉田 泰昭 679-0205 兵庫県加東市北野55-2 795459070 北播(加健)第311-33 令和4年7月21日 令和10年8月31日 令和4年7月21日
000028 4000075412 ニューむさし 673-0431 三木市本町2-15-1 794822104 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 大西 勝利 北播(加健)第313-89 令和2年8月12日 令和8年8月31日 平成20年6月20日
000028 4000075413 サンスマイル北野 679-0205 加東市北野55-2 795480505 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 浅田給食株式会社 代表取締役 浅田 美紀 581-0052 大阪府八尾市竹渕1-222-3 667097468 北播(加健)第311-51 令和4年8月16日 令和11年8月31日 令和4年8月16日
000028 4000075416 喫茶・カラオケ　せり 673-0532 三木市緑が丘町中1-8-16 794855077 飲食店営業(4)その他 一般 石塚 好江 北播(加健)第313-87 令和2年8月11日 令和8年8月31日 平成20年6月24日
000028 4000075417 マクドナルド175社店 673-1431 加東市社字正子1058-1 795425527 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社エムズカンパニー 代表取締役 永田 充 565-0821 大阪府吹田市山田東4丁目18番Ｃ-308 668765236 北播(加健)第311-49 令和4年8月9日 令和11年8月31日 令和4年8月9日
000028 4000075418 マクドナルド175社店 673-1431 加東市社字正子1058-1 795425527 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 有限会社エムズカンパニー 代表取締役 永田 充 565-0821 大阪府吹田市山田東4-18　Ｃ-308 668765236 北播(加健)第311-103 令和2年7月31日 令和8年8月31日 平成20年6月25日
000028 4000075430 だるま亭 675-2442 加西市中富町1124-2 飲食店営業(4)その他 一般 後藤 美智枝 北播(加健)第312-111 令和2年7月30日 令和8年8月31日 平成20年6月27日
000028 4000075431 ＢＡＲ　ＧＯＣＣＩ 673-0541 三木市志染町広野1-148-1 794872805 飲食店営業(4)その他 一般 山口 裕子 北播(加健)第313-79 令和2年8月5日 令和8年8月31日 平成20年6月30日
000028 4000075435 洋菓子のナオエ 673-0533 三木市緑が丘町東1-1-43 794858813 菓子製造業 一般 直江 大介 北播(加健)第313-86 令和2年8月11日 令和8年8月31日 平成20年7月3日
000028 4000075437 株式会社　I.S.T　加美　社員食堂 679-1332 多可郡多可町加美区大袋34 795360222 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社東テスティパル 代表取締役 藤井 俊成 541-0058 大阪府門真市殿島町6番1号 669098181 北播(加健)第312-121 令和2年8月20日 令和8年8月31日 平成20年7月8日
000028 4000075438 株式会社　IST　加美　寮食堂 679-1333 多可郡多可町加美区三谷181 795360404 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社東テスティパル 代表取締役 藤井 俊成 541-0058 大阪府門真市殿島町6番1号 669098181 北播(加健)第312-122 令和2年8月20日 令和8年8月31日 平成20年7月8日
000028 4000075441 マックスバリュ社店 673-1463 加東市梶原333-1 795424520 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目3番52号 825358500 北播(加健)第311-81 令和2年7月20日 令和8年8月31日 平成20年7月9日
000028 4000075442 マックスバリュ社店 673-1463 加東市梶原333-1 795424520 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目3番52号 825358500 北播(加健)第311-82 令和2年7月20日 令和8年8月31日 平成20年7月9日
000028 4000075445 マックスバリュ社店 673-1463 加東市梶原333-1 795424520 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目3番52号 825358500 北播(加健)第311-84 令和2年7月20日 令和8年8月31日 平成20年7月9日
000028 4000075446 マックスバリュ社店 673-1463 加東市梶原333-1 795424520 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目3番52号 825358500 北播(加健)第311-85 令和2年7月20日 令和8年8月31日 平成20年7月9日
000028 4000075447 マックスバリュ社店 673-1463 加東市梶原333-1 795424520 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目3番52号 825358500 北播(加健)第311-79 令和2年7月20日 令和8年8月31日 平成20年7月9日
000028 4000075448 マックスバリュ社店 673-1463 加東市梶原333-1 795424520 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目3番52号 825358500 北播(加健)第311-80 令和2年7月20日 令和8年8月31日 平成20年7月9日
000028 4000075455 稜庵 673-1129 三木市吉川町渡瀬93-2 794605044 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 垣内 治 北播(加健)第313-75 令和2年7月22日 令和8年8月31日 平成20年7月11日
000028 4000075457 Pool ＆ Darts Samurai 673-1463 加東市梶原字畑ヶ下322-1 795430661 飲食店営業(4)その他 一般 竹中 寛 北播(加健)第311-68 令和2年7月14日 令和8年8月31日 平成20年7月11日
000028 4000075463 生鮮＆業務スーパー西脇店 677-0016 西脇市高田井町55-1アクロスプラザ西脇 795222222 魚介類販売業 一般 有限会社　魚松 代表取締役 長井 泰道 677-0052 兵庫県西脇市和田町634番地の131 795220808 北播(加健)第312-71 令和2年7月6日 令和8年8月31日 平成20年7月18日
000028 4000075465 生鮮＆業務スーパー西脇店 677-0016 西脇市高田井町55-1アクロスプラザ西脇 795222222 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社　魚松 代表取締役 長井 泰道 677-0052 兵庫県西脇市和田町634番地の131 795220808 北播(加健)第312-73 令和2年7月6日 令和8年8月31日 平成20年7月18日
000028 4000075466 生鮮＆業務スーパー西脇店 677-0016 西脇市高田井町55-1アクロスプラザ西脇 795222222 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　魚松 代表取締役 長井 泰道 677-0052 兵庫県西脇市和田町634番地の131 795220808 北播(加健)第312-74 令和2年7月6日 令和8年8月31日 平成20年7月18日
000028 4000075467 生鮮＆業務スーパー西脇店 677-0016 西脇市高田井町55-1アクロスプラザ西脇 795222222 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　魚松 代表取締役 長井 泰道 677-0052 兵庫県西脇市和田町634番地の131 795220808 北播(加健)第312-75 令和2年7月6日 令和8年8月31日 平成20年7月18日
000028 4000075471 菜・菜 673-1463 加東市梶原322-8 795422076 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 金田 千恵子 北播(加健)第311-96 令和2年7月27日 令和8年8月31日 平成20年7月28日
000028 4000075474 おぐら寿司 673-0541 三木市志染町広野3-536 794858681 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小倉 隆寛 北播(加健)第313-94 令和2年8月24日 令和8年8月31日 平成20年7月29日
000028 4000075484 居酒屋つくしんぼ 673-0433 三木市福井1-4-41-110 794831988 飲食店営業(4)その他 一般 横田 せつ子 北播(加健)第313-68 令和2年7月20日 令和8年8月31日 平成20年7月31日
000028 4000075522 サンロイヤルゴルフクラブ　ＯＵＴ売店 673-1414 加東市上久米字北山1763-90 795441945 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社フォーラム・イン 代表取締役 本條 和哉 530-0055 大阪府大阪市北区野崎町6-8トレックノース梅田ビル8階 663054886 北播(加健)第311-72 令和2年7月16日 令和8年8月31日 平成20年8月11日
000028 4000075523 サンロイヤルゴルフクラブ　ＩＮ売店 673-1414 加東市上久米字北山1763-90 795441945 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社フォーラム・イン 代表取締役 本條 和哉 530-0055 大阪府大阪市北区野崎町6-8トレックノース梅田ビル8階 663054886 北播(加健)第311-73 令和2年7月16日 令和8年8月31日 平成20年8月11日
000028 4000075546 うどん亭 673-0516 三木市志染町御坂字南大原547 794870739 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 市原 洋子 北播(加健)第313-76 令和2年7月31日 令和8年8月31日 平成20年8月25日
000028 4000075557 アルヴェアーレ 677-0015 西脇市西脇939 795235331 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤田 泰則 北播(加健)第312-114 令和2年8月7日 令和8年8月31日 平成20年8月29日
000028 4000075564 三木市立三木小学校 673-0413 三木市大塚2-4-39 794820341 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 代表取締役 山田 智治 182-0021 東京都調布市調布ケ丘三丁目６番地３ 357841201 北播(加健)第313-94 令和3年11月18日 令和10年11月30日 令和3年11月18日
000028 4000075589 ＲＯＤＥＯ 677-0043 西脇市下戸田27-1 795238881 飲食店営業(4)その他 一般 大山 利奈 北播(加健)第312-211 令和2年11月17日 令和8年11月30日 平成20年9月17日
000028 4000075596 七輪焼肉　つかり家 677-0015 西脇市西脇1089-1 795250129 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 柴垣 進二 北播(加健)第312-143 令和2年10月15日 令和8年11月30日 平成20年9月22日
000028 4000075600 グリーンヴィラ妙見 679-1103 多可郡多可町中区牧野166-9-1 795325667 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 淀川食品株式会社 代表取締役 田村 隆 532-0036 大阪府大阪市淀川区三津屋中1-1-2 663016831 北播(加健)第312-193 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成20年9月25日
000028 4000075602 カトレア三木 673-0433 三木市福井字鷹尾1981-1 794830088 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 イフスコヘルスケア株式会社 代表取締役 髙石 清彦 553-0003 大阪府大阪市福島区福島七丁目１５番２６号 664583916 北播(加健)第313-106 令和4年10月31日 令和11年11月30日 令和4年10月31日
000028 4000075603 ビーンズカフェ 673-0515 三木市志染町三津田1708兵庫県三木総合防災公園屋内テニス場 794858413 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社インパクト 代表取締役 前田 静也 673-0515 兵庫県三木市志染町三津田1708番地 789460425 北播(加健)第313-110 令和2年10月26日 令和8年11月30日 平成20年9月26日
000028 4000075606 ㈱田井鉄工加美工場V96149 679-1327 多可郡多可町加美区市原689-2 795361640 喫茶店営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第312-151 平成30年11月16日 令和5年11月30日 平成20年9月25日
000028 4000075614 がいなうどん屋台一号 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 水谷 克也 北播(加健)第312-156 平成30年11月30日 令和5年11月30日 平成20年10月2日
000028 4000075616 特定非営利活動法人　白ゆり会 679-0303 西脇市黒田庄町前坂2139 795282918 飲食店営業(4)その他 一般 特定非営利活動法人　白ゆり会 理事 西山 富江 679-0303 兵庫県西脇市黒田庄町前坂2139 795282918 北播(加健)第312-151 令和2年10月19日 令和8年11月30日 平成20年10月8日
000028 4000075617 特定非営利活動法人　白ゆり会 679-0303 西脇市黒田庄町前坂2139 795282918 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人　白ゆり会 理事 西山 富江 679-0303 兵庫県西脇市黒田庄町前坂2139 795282918 北播(加健)第312-152 令和2年10月19日 令和8年11月30日 平成20年10月8日
000028 4000075623 （株）瀬戸 675-2312 加西市北条町北条28-1アスティア加西1階 790430707 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社　瀬戸 代表取締役 瀬戸 政晴 675-2434 兵庫県加西市上野町271 790440054 北播(加健)第312-208 令和2年11月17日 令和8年11月30日 平成20年10月9日
000028 4000075624 （株）瀬戸 675-2312 加西市北条町北条28-1アスティア加西1階 790430707 魚介類販売業 一般 株式会社　瀬戸 代表取締役 瀬戸 政晴 675-2434 兵庫県加西市上野町271 790440054 北播(加健)第312-209 令和2年11月17日 令和8年11月30日 平成20年10月9日
000028 4000075629 めおと味しるべ 679-0221 加東市河高1971 795482184 菓子製造業 一般 藤井 義文 北播(加健)第311-161 令和2年11月16日 令和8年11月30日 平成20年10月10日
000028 4000075637 原田鮮魚株式会社 677-0054 西脇市野村町800-1 795224859 魚介類販売業 一般 原田鮮魚株式会社 代表取締役 原田 眞年 677-0054 兵庫県西脇市野村町800-6 795224859 北播(加健)第312-140 令和2年10月13日 令和8年11月30日 平成20年10月16日
000028 4000075643 イオン加西北条店　ホットデリカ作業場 675-2312 加西市北条町北条308-1 790453500 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126000 北播(加健)第312-176 令和2年10月26日 令和8年11月30日 平成20年10月21日
000028 4000075645 イオン加西北条店　試食室 675-2312 加西市北条町北条308-1 790453500 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126000 北播(加健)第312-178 令和2年10月26日 令和8年11月30日 平成20年10月21日
000028 4000075646 イオン加西北条店　ベーカリー 675-2312 加西市北条町北条308-1 790453500 菓子製造業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126000 北播(加健)第312-179 令和2年10月26日 令和8年11月30日 平成20年10月21日
000028 4000075647 イオン加西北条店　サンドイッチ室 675-2312 加西市北条町北条308-1 790453500 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126000 北播(加健)第312-180 令和2年10月26日 令和8年11月30日 平成20年10月21日
000028 4000075648 イオン加西北条店　水産作業場 675-2312 加西市北条町北条308-1 790453500 魚介類販売業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126000 北播(加健)第312-171 令和2年10月26日 令和8年11月30日 平成20年10月21日
000028 4000075649 イオン加西北条店　刺身室 675-2312 加西市北条町北条308-1 790453500 魚介類販売業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126000 北播(加健)第312-172 令和2年10月26日 令和8年11月30日 平成20年10月21日
000028 4000075650 イオン加西北条店　畜産作業場 675-2312 加西市北条町北条308-1 790453500 食肉販売業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126000 北播(加健)第312-173 令和2年10月26日 令和8年11月30日 平成20年10月21日
000028 4000075651 イオン加西北条店　畜肉加工品作業室 675-2312 加西市北条町北条308-1 790453500 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126000 北播(加健)第312-174 令和2年10月26日 令和8年11月30日 平成20年10月21日
000028 4000075652 イオン加西北条店　寿司作業場 675-2312 加西市北条町北条308-1 790453500 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126000 北播(加健)第312-175 令和2年10月26日 令和8年11月30日 平成20年10月21日
000028 4000075653 ミスタードーナツ  イオンモール加西北条店 675-2312 加西市北条町北条308-1イオン加西北条ＳＣ内1Ｆ 790453738 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ビービーエム 代表取締役 浅見 浩仁 562-0013 大阪府箕面市坊島1-2-16 727226689 北播(加健)第312-206 令和2年11月17日 令和9年11月30日 平成20年10月21日
000028 4000075654 ミスタードーナツ  イオンモール加西北条店 675-2312 加西市北条町北条308-1イオン加西北条ＳＣ内1Ｆ 790453738 菓子製造業 一般 株式会社ビービーエム 代表取締役 浅見 浩仁 562-0013 大阪府箕面市坊島1-2-16 727226689 北播(加健)第312-207 令和2年11月17日 令和9年11月30日 平成20年10月21日
000028 4000075656 らーめん八角　イオンモール加西北条店 675-2312 加西市北条町北条308-1ｲｵﾝﾓｰﾙ加西北条ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ1F 790422868 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　八角 代表取締役 大西 慎也 675-0033 兵庫県加古川市加古川町南備後45-1 794565757 北播(加健)第312-170 令和2年10月26日 令和8年11月30日 平成20年10月22日
000028 4000075659 たこの壺　イオンモール加西北条店 675-2312 加西市北条町北条308-1ｲｵﾝﾓｰﾙ加西北条ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2F 790422803 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　八角 代表取締役 大西 慎也 675-0033 兵庫県加古川市加古川町南備後45-1 794565757 北播(加健)第312-167 令和2年10月26日 令和8年11月30日 平成20年10月22日
000028 4000075662 おふくろの味 673-1416 加東市久米644-1 795440157 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 藤本 幸子 北播(加健)第311-126 令和2年10月16日 令和8年11月30日 平成20年10月23日
000028 4000075663 おふくろの味 673-1416 加東市久米644-1 795440157 菓子製造業 一般 藤本 幸子 北播(加健)第311-127 令和2年10月16日 令和8年11月30日 平成20年10月23日
000028 4000075666 和食と甘味　かんざし 675-2312 加西市北条町北条308-1ｲｵﾝﾓｰﾙ加西北条ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ１F 790432515 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社アートオブウォー 代表取締役 吉田 和民 672-8051 兵庫県姫路市飾磨区清水172-201 792358615 北播(加健)第312-168 令和2年10月26日 令和8年11月30日 平成20年10月22日
000028 4000075667 イオン加西北条店　柿安口福堂 675-2312 加西市北条町北条308-1 790453500 菓子製造業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126000 北播(加健)第312-181 令和2年10月26日 令和8年11月30日 平成20年10月21日
000028 4000075668 イオン加西北条店　催事場1 675-2312 加西市北条町北条308-1 790453500 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126000 北播(加健)第312-182 令和2年10月26日 令和8年11月30日 平成20年10月21日
000028 4000075669 イオン加西北条店　催事場1 675-2312 加西市北条町北条308-1 790453500 菓子製造業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126000 北播(加健)第312-183 令和2年10月26日 令和8年11月30日 平成20年10月21日
000028 4000075670 イオン加西北条店　催事場2 675-2312 加西市北条町北条308-1 790453500 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126000 北播(加健)第312-184 令和2年10月26日 令和8年11月30日 平成20年10月21日
000028 4000075671 イオン加西北条店　催事場2 675-2312 加西市北条町北条308-1 790453500 菓子製造業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126000 北播(加健)第312-185 令和2年10月26日 令和8年11月30日 平成20年10月21日
000028 4000075672 イオン加西北条店　催事場3 675-2312 加西市北条町北条308-1 790453500 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126000 北播(加健)第312-186 令和2年10月26日 令和8年11月30日 平成20年10月21日
000028 4000075673 イオン加西北条店　催事場3 675-2312 加西市北条町北条308-1 790453500 菓子製造業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126000 北播(加健)第312-187 令和2年10月26日 令和8年11月30日 平成20年10月21日
000028 4000075678 ディッパーダン加西北条店 675-2312 加西市北条町北条308-1イオン加西北条ショッピングセンター　2Ｆ 790433833 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社オレンジフードコート 代表取締役 越智 雅也 135-0016 東京都江東区東陽2丁目2番20号 366664370 北播(加健)第312-121 令和3年11月2日 令和10年11月30日 令和3年11月2日
000028 4000075680 サーティワンアイスクリーム 675-2312 加西市北条町北条308-1ｲｵﾝﾓｰﾙ加西北条ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2Ｆ 790437266 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　マックアースフーズ 代表取締役 一ノ本 三千代 667-1124 兵庫県養父市丹戸896-2 796673320 北播(加健)第312-166 令和2年10月26日 令和9年11月30日 平成20年10月22日
000028 4000075693 日本ケンタッキー･フライド･チキン株式会社  イオンモール加西北条店 675-2312 加西市北条町北条308-1ｲｵﾝﾓｰﾙ加西北条ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ１Ｆ 790437155 飲食店営業(4)その他 一般 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 代表取締役 判治 孝之 220-8586 神奈川県横浜市西区みなとみらい四丁目4番5号 453070700 北播(加健)第312-189 令和2年10月26日 令和9年11月30日 平成20年10月24日
000028 4000075699 カラオケ　林花 675-2213 加西市西笠原町536-1 790483788 飲食店営業(4)その他 一般 藤井 静子 北播(加健)第312-203 令和2年11月10日 令和8年11月30日 平成20年10月27日
000028 4000075707 南海ケータリングサービス㈱ 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 南海ケータリングサービス株式会社 代表取締役 榮本 信子 592-0013 大阪府高石市取石5-2-40 722746500 北播(加健)第311-140 平成30年11月16日 令和5年11月30日 平成20年10月29日
000028 4000075709 社会福祉法人すみれ福祉会  特別養護老人ホーム社すみれ園 673-1462 加東市藤田字東山944-27 795430222 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　ＥＩＣ 代表取締役 中元 恵一 654-0111 兵庫県神戸市須磨区車字仏坂811-1 787977455 北播(加健)第311-163 令和2年11月18日 令和8年11月30日 平成20年10月30日
000028 4000075720 萬 679-0211 加東市上滝野2121 795481161 飲食店営業(4)その他 一般 村上 光 北播(加健)第311-154 令和2年11月9日 令和8年11月30日 平成20年10月31日
000028 4000075728 池田製菓所 673-1127 三木市吉川町長谷36 794730931 菓子製造業 一般 池田 幸雄 北播(加健)第313-102 令和2年10月19日 令和8年11月30日 平成20年10月31日
000028 4000075730 炭火焼肉　呼友 675-1334 小野市大島町1637 794708511 飲食店営業(4)その他 一般 田中 啓二 北播(加健)第311-149 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成20年11月6日
000028 4000075731 ビブラビｔａｂｌｅ 673-0404 三木市大村1-40-1 794708625 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 東 剛 北播(加健)第313-116 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成20年11月5日
000028 4000075733 楓 677-0017 西脇市小坂町254-2 795228711 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 杉本 信幸 北播(加健)第312-131 令和2年10月9日 令和8年11月30日 平成20年11月7日
000028 4000075749 遠藤コンス株式会社 679-0211 加東市上滝野857 795483205 めん類製造業 一般 遠藤コンス株式会社 代表取締役 齋藤 福三郎 679-0211 兵庫県加東市上滝野857 795483205 北播(加健)第311-131 令和2年10月22日 令和8年11月30日 平成20年11月19日
000028 4000075750 遠藤コンス株式会社 679-0211 加東市上滝野857 795483205 そうざい製造業 一般 遠藤コンス株式会社 代表取締役 齋藤 福三郎 679-0211 兵庫県加東市上滝野857 795483205 北播(加健)第311-132 令和2年10月22日 令和8年11月30日 平成20年11月19日
000028 4000075762 ミスタードーナツイオン小野ショップ 675-1378 小野市王子町868-1 794642300 飲食店営業(4)その他 一般 三和紙器株式会社 代表取締役 青山 祐二郎 661-0952 兵庫県尼崎市椎堂二丁目1番1号 664926134 北播(加健)第311-142 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成20年11月28日
000028 4000075763 ミスタードーナツイオン小野ショップ 675-1378 小野市王子町868-1 794642300 菓子製造業 一般 三和紙器株式会社 代表取締役 青山 祐二郎 661-0952 兵庫県尼崎市椎堂二丁目1番1号 664926134 北播(加健)第311-143 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成20年11月28日
000028 4000075775 プライフーズ株式会社　小野工場 675-1334 小野市大島町880 794626266 食肉製品製造業 一般 プライフーズ株式会社 代表取締役 藤井 伸一 039-1121 青森県八戸市北白山台二丁目６番３０号 178282154 北播(加健)第311-218 令和3年2月10日 令和9年2月28日 平成20年12月4日
000028 4000075776 プライフーズ株式会社　小野工場 675-1334 小野市大島町880 794626266 そうざい製造業 一般 プライフーズ株式会社 代表取締役 藤井 伸一 039-1121 青森県八戸市北白山台二丁目６番３０号 178282154 北播(加健)第311-219 令和3年2月10日 令和9年2月28日 平成20年12月4日
000028 4000075780 ミスタードーナツ　イオン三木青山ショップ 673-0521 三木市志染町青山3-9-1 794898603 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三和紙器株式会社 代表取締役 青山 祐二郎 661-0952 兵庫県尼崎市椎堂二丁目1番1号 664926134 北播(加健)第313-122 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成20年11月28日
000028 4000075781 ミスタードーナツ　イオン三木青山ショップ 673-0521 三木市志染町青山3-9-1 794898603 菓子製造業 一般 三和紙器株式会社 代表取締役 青山 祐二郎 661-0952 兵庫県尼崎市椎堂二丁目1番1号 664926134 北播(加健)第313-123 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成20年11月28日
000028 4000075784 吉川インターゴルフ倶楽部  リュリュ・レッツォ 673-1106 三木市吉川町実楽290-4 794765115 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社リュリュ・サプライズ 代表取締役 金子 健太 650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町1-8-1 797345433 北播(加健)第313-169 令和3年1月29日 令和9年2月28日 平成20年12月1日
000028 4000075785 吉川インターゴルフ倶楽部  フォークォーターカフェ 673-1106 三木市吉川町実楽290-4 794765115 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社リュリュ・サプライズ 代表取締役 金子 健太 650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町1-8-1 797345433 北播(加健)第313-170 令和3年1月29日 令和9年2月28日 平成20年12月1日
000028 4000075791 ボンマルシェ社店 673-1431 加東市社338 795424391 菓子製造業 一般 株式会社　銀ビルストアー 代表取締役 大塚 英木 670-0912 兵庫県姫路市南町31 792880001 北播(加健)第311-189 令和3年1月25日 令和9年2月28日 平成20年12月12日
000028 4000075792 スナック Ｓｔｏｒｙ 679-0109 加西市玉丘町36-3 790425515 飲食店営業(4)その他 一般 高田 真知子 北播(加健)第312-224 令和3年1月18日 令和9年2月28日 平成20年12月11日
000028 4000075803 ワシオ食料品店 673-0431 三木市本町1-3-22 794820836 飲食店営業(4)その他 一般 鷲尾 吉啓 北播(加健)第313-157 令和3年1月15日 令和9年2月28日 平成20年12月18日



000028 4000075807 華 675-2212 加西市東笠原町159-1 790483279 飲食店営業(4)その他 一般 小林 美智子 北播(加健)第312-266 令和3年2月4日 令和9年2月28日 平成20年12月24日
000028 4000075809 焼肉　日の出 673-1451 加東市家原813-6 795421272 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 きよ子 北播(加健)第311-217 令和3年2月9日 令和9年2月28日 平成20年12月26日
000028 4000075816 なおちゃん 677-0054 西脇市野村町1790-583 795235808 飲食店営業(4)その他 一般 猶木 恵子 北播(加健)第312-273 令和3年2月15日 令和9年2月28日 平成21年1月9日
000028 4000075818 鳥吉 673-0534 三木市緑が丘町本町1-235ナルセビル1階 794873558 飲食店営業(4)その他 一般 茂森 正子 北播(加健)第313-160 令和3年1月15日 令和9年2月28日 平成21年1月13日
000028 4000075820 ジャズカフェ　ベイシー 673-0551 三木市志染町西自由が丘1-324-1 794857073 飲食店営業(4)その他 一般 長谷川 真由美 北播(加健)第313-146 令和3年1月8日 令和9年2月28日 平成21年1月14日
000028 4000075835 有限会社ふえろう村塾 675-1305 小野市脇本町399 794670903 食肉製品製造業 一般 (有)ふえろう村塾 代表取締役 三浦 弘行 675-1305 兵庫県小野市脇本町401 794670903 北播(加健)第311-221 令和3年2月19日 令和9年2月28日 平成21年1月22日
000028 4000075848 勇鬼 673-1116 三木市吉川町大畑字上通り470-3 794730185 飲食店営業(4)その他 一般 迫 勇子 北播(加健)第313-172 令和3年1月29日 令和9年2月28日 平成21年1月30日
000028 4000075870 居酒屋　ジダイヤ 677-0043 西脇市下戸田27-1 飲食店営業(4)その他 一般 髙岡 清一 北播(加健)第312-257 令和3年1月26日 令和9年2月28日 平成21年2月9日
000028 4000075891 でんでん虫の家　パン工房　カラコル 673-1334 加東市吉井768-5 飲食店営業(4)その他 一般 社会福祉法人でんでん虫の会 理事長 井上 雄紀 673-1334 兵庫県加東市吉井768番地5 795460873 北播(加健)第311-197 令和3年1月28日 令和9年2月28日 平成21年2月16日
000028 4000075892 でんでん虫の家　パン工房　カラコル 673-1334 加東市吉井768-5 菓子製造業 一般 社会福祉法人でんでん虫の会 理事長 井上 雄紀 673-1334 兵庫県加東市吉井768番地5 795460873 北播(加健)第311-198 令和3年1月28日 令和9年2月28日 平成21年2月16日
000028 4000075893 セブンイレブン小野福住町店 675-1309 小野市福住町726-1 794671066 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 藤本 勉 北播(加健)第311-128 令和4年2月14日 令和11年2月28日 令和4年2月14日
000028 4000075897 門食品加工 673-0423 三木市宿原630 794825593 菓子製造業 一般 門 弘美 北播(加健)第313-149 令和3年1月13日 令和8年2月28日 平成21年2月17日
000028 4000075931 十八羅かん 673-1411 加東市畑640-2 795441114 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　日輪 代表取締役 福井 良和 616-0016 京都府京都市西京区嵐山上海道町65番地20 758821004 北播(加健)第311-196 令和3年1月28日 令和9年2月28日 平成21年2月23日
000028 4000075943 セブン－イレブン西脇和布町店 677-0053 西脇市和布町字出嶋168-12 795221227 飲食店営業(4)その他 一般 畑 政広 北播(加健)第312-242 令和3年1月20日 令和9年2月28日 平成21年2月25日
000028 4000075956 カラオケ喫茶　鳴門 675-2321 加西市北条町東高室919-1 790424552 飲食店営業(4)その他 一般 阿南 みさこ 北播(加健)第312-278 令和3年2月24日 令和9年2月28日 平成21年2月27日
000028 4000075975 光子工房 673-1121 三木市吉川町米田1018 794721291 そうざい製造業 一般 冨井 光子 北播(加健)第313-28 令和3年5月13日 令和9年5月31日 平成21年3月16日
000028 4000075977 マクドナルド加西店 675-2311 加西市北条町横尾389-1 790423117 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社エムズカンパニー 代表取締役 永田 充 565-0821 大阪府吹田市山田東4-18　Ｃ-308 668765236 北播(加健)第312-31 令和5年4月28日 令和12年5月31日 令和5年4月28日
000028 4000075981 ふるさと工房　夢蔵 679-1122 多可郡多可町中区中安田509-2 795322005 みそ製造業 一般 小西 京子 北播(加健)第312-28 令和3年4月28日 令和9年5月31日 平成21年3月18日
000028 4000075982 藤井商事 677-0018 西脇市富田町59-3 795232183 菓子製造業 一般 藤井 裕士 北播(加健)第312-18 令和3年4月27日 令和9年5月31日 平成21年3月18日
000028 4000075998 いしづち三木店 673-0434 三木市別所町小林734-312 794824600 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 寺﨑 幸子 北播(加健)第313-14 令和3年5月7日 令和9年5月31日 平成21年3月26日
000028 4000076006 藤本かしわ店 679-1135 多可郡多可町中区安坂83 飲食店営業(4)その他 一般 藤本 幸三 北播(加健)第312-50 令和3年5月18日 令和9年5月31日 平成21年3月27日
000028 4000076007 藤本かしわ店 679-1135 多可郡多可町中区安坂83 食肉販売業 一般 藤本 幸三 北播(加健)第312-51 令和3年5月18日 令和9年5月31日 平成21年3月27日
000028 4000076009 中華千太 675-1334 小野市大島町1614 794632080 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井上 哲夫 北播(加健)第311-26 令和3年4月30日 令和9年5月31日 平成21年3月30日
000028 4000076029 ホルモンの畠山 673-1415 加東市下久米102-12 795442929 食肉販売業 一般 畠山 裕紀 北播(加健)第311-17 令和3年4月27日 令和9年5月31日 平成21年4月1日
000028 4000076050 珈琲館　サン 673-0532 三木市緑が丘町中1-8-38 794840896 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中田 千香子 北播(加健)第313-1 令和3年4月15日 令和9年5月31日 平成21年4月14日
000028 4000076053 スターバックスコーヒー  三木サービスエリア（上り線）店 673-0404 三木市大村字大門1067-110 794867080 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 スターバックスコーヒージャパン株式会社 代表取締役 水口 貴文 141-0021 東京都品川区上大崎2-25-2 357455510 北播(加健)第313-22 令和3年5月11日 令和9年5月31日 平成21年4月17日
000028 4000076063 鳥富 679-1201 多可郡多可町加美区豊部214-1 795351511 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 竹本 貞文 北播(加健)第312-24 令和3年4月28日 令和9年5月31日 平成21年4月21日
000028 4000076067 あすなろの郷 677-0121 多可郡多可町八千代区中野間131 795371349 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人やちよ 理事長 工古田 隆夫 677-0121 兵庫県多可郡多可町八千代区中野間131 795371349 北播(加健)第312-29 令和5年4月28日 令和12年5月31日 令和5年4月28日
000028 4000076072 ファイン 675-2442 加西市中富町1156-3 790441916 飲食店営業(4)その他 一般 定行 みさ代 北播(加健)第312-6 令和3年4月19日 令和9年5月31日 平成21年4月28日
000028 4000076081 わが家 673-0531 三木市緑が丘町西1-10-10 794604784 飲食店営業(4)その他 一般 森田 真悟 北播(加健)第313-11 令和3年4月27日 令和9年5月31日 平成21年4月30日
000028 4000076104 いち家 675-1332 小野市中町344-7-101 794620988 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 市橋 有司 北播(加健)第311-19 令和3年4月28日 令和9年5月31日 平成21年5月22日
000028 4000076114 喰太郎 675-2213 加西市西笠原町509-7 790483970 飲食店営業(4)その他 一般 玉置 周也 北播(加健)第312-33 令和3年5月7日 令和9年5月31日 平成21年5月27日
000028 4000076133 寿しよし 679-1214 多可郡多可町加美区的場216-1 795351300 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 寿しよし株式会社 代表取締役 吉田 悟志 679-1214 兵庫県多可郡多可町加美区的場216-1 795351300 北播(加健)第312-80 令和3年8月6日 令和9年8月31日 令和3年8月6日
000028 4000076135 レ・ボ・プロバンス 677-0044 西脇市上野109-1 795252424 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社パ・ドゥ・ドゥ 代表取締役 曽我 豊 677-0044 兵庫県西脇市上野109-1 795252424 北播(加健)第312-57 令和3年7月15日 令和9年8月31日 令和3年7月15日
000028 4000076137 居酒屋スナック　チャルマンテ 675-2213 加西市西笠原町415 790482237 飲食店営業(4)その他 一般 前田 紀美江 北播(加健)第312-69 令和1年8月30日 令和6年8月31日 平成21年6月3日
000028 4000076158 石庭 675-1355 小野市新部町1123 794665297 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 岩本 政子 北播(加健)第311-41 令和3年7月20日 令和9年8月31日 令和3年7月20日
000028 4000076168 そらとぶじゅうたん 677-0016 西脇市高田井町字大蔵194-1 795227201 そうざい製造業 一般 岸田 武志 北播(加健)第312-60 令和3年7月21日 令和9年8月31日 令和3年7月21日
000028 4000076180 赤い鳥　市場店 675-1327 小野市市場町17-3 794626637 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山下 義弘 北播(加健)第311-58 令和3年8月3日 令和9年8月31日 令和3年8月3日
000028 4000076187 牧野ふれあいサロン 673-1474 加東市牧野808-1 795426658 飲食店営業(4)その他 一般 藤本 豊 北播(加健)第311-63 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 4000076194 有限会社魚松 677-0016 西脇市高田井町80 795222222 そうざい製造業 一般 有限会社魚松 代表取締役 長井 泰道 677-0052 兵庫県西脇市和田町634番地の131 795220808 北播(加健)第312-94 令和3年8月17日 令和9年8月31日 令和3年8月17日
000028 4000076196 みどりの家 679-1327 多可郡多可町加美区市原40-1 795361080 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人　みどり会 理事 盛田 義宣 679-1327 兵庫県多可郡多可町加美区市原40番地1 795361080 北播(加健)第312-82 令和3年8月3日 令和9年8月31日 令和3年8月3日
000028 4000076204 マ・ドンナ 679-1124 多可郡多可町中区森本791-46 795322787 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小西 一嘉 北播(加健)第312-86 令和3年8月10日 令和9年8月31日 令和3年8月10日
000028 4000076205 マ・ドンナ 679-1124 多可郡多可町中区森本791-46 795322787 菓子製造業 一般 小西 一嘉 北播(加健)第312-87 令和3年8月10日 令和9年8月31日 令和3年8月10日
000028 4000076208 デイサービスセンター　やすらぎ 679-1327 多可郡多可町加美区市原41 795308151 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人多可町社会福祉協議会 理事長 山口 達也 679-1133 兵庫県多可郡多可町中区糀屋434番地11 795323425 北播(加健)第312-81 令和3年8月3日 令和9年8月31日 令和3年8月3日
000028 4000076211 ハートシング 679-0321 西脇市黒田庄町田高字高瀬395-3 795283978 飲食店営業(4)その他 一般 海老原 千代美 北播(加健)第312-72 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 4000076214 和食　ふな坂 673-0443 三木市別所町巴52-3 794603118 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 舟坂 和成 北播(加健)第313-70 令和3年8月25日 令和9年8月31日 令和3年8月25日
000028 4000076218 ｐｒａｔｏ　ｃａｆｅ 675-1343 小野市来住町1230-1 794622219 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 美恵子 北播(加健)第311-60 令和3年8月3日 令和9年8月31日 令和3年8月3日
000028 4000076219 原始人会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 池田 孝一 北播(加健)第312-45 令和1年7月10日 令和6年8月31日 平成21年7月30日
000028 4000076221 アイスクリーム工房　ＢＯＳＳ＆ＭＯＭ 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 喫茶店営業 自動車 西山 農 北播(加健)第313-57 令和1年8月21日 令和6年8月31日 平成21年7月31日
000028 4000076226 三木セブンハンドレッド倶楽部 673-0513 三木市志染町大谷217 794873131 菓子製造業 一般 株式会社アコーディア・ゴルフ 代表取締役 石井 歓 140-0002 東京都品川区東品川四丁目12番4号 366861500 北播(加健)第313-60 令和3年7月29日 令和9年8月31日 令和3年7月29日
000028 4000076253 カラオケ喫茶　結女 673-0413 三木市大塚2-358-1 794832388 飲食店営業(4)その他 一般 小野 明子 北播(加健)第313-71 令和3年8月30日 令和9年8月31日 令和3年8月30日
000028 4000076262 万勝寺創庵 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 古川 潔史 北播(加健)第311-43 令和1年7月19日 令和6年8月31日 平成21年8月21日
000028 4000076267 馳走庵　一献 673-0433 三木市福井3-15-10 794833999 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　匠フードサービス 代表取締役 田中 拓也 673-0433 兵庫県三木市福井3丁目15番10号 794833999 北播(加健)第313-67 令和3年8月11日 令和9年8月31日 令和3年8月11日
000028 4000076276 メフォス02382号店 673-0533 三木市緑が丘町東4-45 794843560 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社メフォス 代表取締役 岡田 泰紀 107-0052 東京都港区赤坂二丁目23番1号 362347600 北播(加健)第313-64 平成28年7月12日 令和5年8月31日 平成21年8月31日
000028 4000076294 十八羅かん 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社　日輪 代表取締役 福井 良和 616-0016 京都府京都市西京区嵐山上海道町65番地20 758821004 北播(加健)第311-104 令和1年11月21日 令和6年11月30日 平成21年9月4日
000028 4000076305 華彩 675-2424 加西市野上町270-2 790450431 飲食店営業(4)その他 一般 伊藤 房子 北播(加健)第312-111 令和3年10月21日 令和9年11月30日 令和3年10月21日
000028 4000076307 ムラカミ商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 村上 栄一 北播(加健)第312-71 令和1年10月10日 令和6年11月30日 平成21年9月8日
000028 4000076308 エーデルささゆり 677-0121 多可郡多可町八千代区中野間363-13 795371200 菓子製造業 一般 多可町 町長 吉田 一四 679-1113 兵庫県多可郡多可町中区中村町123 795322380 北播(加健)第312-120 令和3年10月26日 令和9年11月30日 令和3年10月26日
000028 4000076311 喫茶　ピエロ 679-1106 多可郡多可町中区高岸字上見11-1 飲食店営業(4)その他 一般 秋田 初代 北播(加健)第312-134 令和1年11月20日 令和6年11月30日 平成21年9月11日
000028 4000076313 特定非営利活動法人北播磨市民活動支援ｾﾝﾀｰ 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 特定非営利活動法人北播磨市民活動支援センター 理事長 柳田 吉亮 675-1366 兵庫県小野市中島町72 794638156 北播(加健)第311-100 令和1年11月13日 令和6年11月30日 平成21年9月11日
000028 4000076319 カラオケスナック　華 673-0532 三木市緑が丘町中1-15-52 794888802 飲食店営業(4)その他 一般 神崎 セツ子 北播(加健)第313-77 令和3年10月18日 令和9年11月30日 令和3年10月18日
000028 4000076328 オリビア 679-0211 加東市上滝野186-10 795481165 飲食店営業(4)その他 一般 柴垣 美奈 北播(加健)第311-81 令和3年10月7日 令和9年11月30日 令和3年10月7日
000028 4000076338 喫茶　太陽と月 673-0541 三木市志染町広野1-142 794841868 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　太陽と月 代表取締役 永畑 秀樹 673-0541 兵庫県三木市志染町広野1-142 794841868 北播(加健)第313-75 令和3年10月18日 令和9年11月30日 令和3年10月18日
000028 4000076340 ロッテリア　やしろビオ店 673-1431 加東市社1126-1やしろショッピングパークビオ 795429514 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　ＡＣＴ 代表取締役 濱 英樹 590-0113 大阪府堺市南区晴美台3-11-3 722966753 北播(加健)第311-80 令和3年10月6日 令和9年11月30日 令和3年10月6日
000028 4000076346 Ｃｏｏｋｉｎｇ　とも 677-0065 西脇市岡崎町211-55 795270739 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 橋本 朋子 北播(加健)第312-123 令和3年11月5日 令和9年11月30日 令和3年11月5日
000028 4000076355 カラオケ喫茶　チャチャ 673-0532 三木市緑が丘町中1-8-19 794850339 飲食店営業(4)その他 一般 川井 道子 北播(加健)第313-83 令和3年10月25日 令和9年11月30日 令和3年10月25日
000028 4000076357 ㈱共進牧場 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 喫茶店営業 露店 株式会社　共進牧場 代表取締役社長 中尾 嘉延 650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-12 783711761 北播(加健)第311-75 令和1年10月15日 令和6年11月30日 平成21年10月15日
000028 4000076358 グランドオークゴルフクラブ６番売店 673-1304 加東市長貞1843 795470900 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社グランドオークゴルフクラブ 代表取締役 栗山 高幸 673-1304 兵庫県加東市長貞1843 795470900 北播(加健)第311-106 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 4000076359 グランドオークゴルフクラブ１５番売店 673-1304 加東市長貞1843 795470900 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社グランドオークゴルフクラブ 代表取締役 栗山 高幸 673-1304 兵庫県加東市長貞1843 795470900 北播(加健)第311-107 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 4000076363 丸伸精肉店 677-0065 西脇市岡崎町462-26 795270702 飲食店営業(4)その他 一般 乾 伸二郎 北播(加健)第312-125 令和3年11月12日 令和9年11月30日 令和3年11月12日
000028 4000076376 セブン00イレブン小野浄谷町店 675-1317 小野市浄谷町2983-1 794630726 飲食店営業(4)その他 一般 多鹿 和正 北播(加健)第311-96 平成28年10月14日 令和5年11月30日 平成21年10月23日
000028 4000076380 レストラン　デルパパ 000-0000 県下一円（ただし神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 シンエーフーヅ株式会社 代表取締役 宮内 賢二 650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通二丁目3番2号三共神戸ツインビル2階 783417117 北播(加健)第313-75 令和1年10月25日 令和6年11月30日 平成21年10月23日
000028 4000076382 ㈱荒木商店 675-2354 加西市山下町422-1 790460002 食肉販売業 一般 株式会社荒木商店 代表取締役 荒木 正利 675-2354 兵庫県加西市山下町422-1 790460002 北播(加健)第312-136 令和3年11月19日 令和9年11月30日 令和3年11月19日
000028 4000076415 手打ち蕎麦　七坊 673-0531 三木市緑が丘町西1-6-24ハイメゾン緑が丘102 794888611 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 阪本 圭市 北播(加健)第313-84 令和3年10月28日 令和9年11月30日 令和3年10月28日
000028 4000076436 グループ　とまと 675-1358 小野市粟生町1816-2 794660500 密封包装食品製造業 一般 藤川 信子 北播(加健)第311-108 令和3年11月30日 令和9年11月30日 令和3年11月30日
000028 4000076448 お好み焼　じゅうじゅう 675-2303 加西市北条町古坂7-27 790430305 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高井 尚子 北播(加健)第312-143 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 4000076451 SPORTS BAR ラブ 675-1378 小野市王子町772 794625588 飲食店営業(4)その他 一般 井上 哲也 北播(加健)第311-97 令和3年11月10日 令和9年11月30日 令和3年11月10日
000028 4000076460 たこの壺　イオンモール加西北条店 675-2312 加西市北条町北条308-1ｲｵﾝﾓｰﾙ加西北条ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ2F 790422803 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社　八角 代表取締役 大西 慎也 675-0033 兵庫県加古川市加古川町南備後45-1 794565757 北播(加健)第312-83 令和1年10月15日 令和6年11月30日 平成21年11月25日
000028 4000076462 Ｃａｆｅ　Ａｋｉｒａ　Ｍｉｅ 677-0122 多可郡多可町八千代区下野間165 795370866 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤田 明 北播(加健)第312-119 令和3年10月26日 令和9年11月30日 令和3年10月26日
000028 4000076476 Ｃａｆｅ　Ｍｏｏｎ　Ｒｏｓｅ 675-1371 小野市黒川町1714-1 794601282 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社コウヅキ 代表取締役 上月 政美 675-1371 兵庫県小野市黒川町575 794637762 北播(加健)第311-124 令和4年1月31日 令和10年2月29日 令和4年1月31日
000028 4000076478 藤井電工㈱６Ｋ２００１  社工場Ｎｏ２ 673-1442 加東市出水100 795422380 喫茶店営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第311-116 令和2年1月17日 令和7年2月28日 平成21年12月7日
000028 4000076482 藤本食品株式会社　大島工場 675-1334 小野市大島町478-6 794637100 麺類製造業 一般 藤本食品株式会社 代表取締役 藤本 典子 649-6245 和歌山県岩出市中島928 736635100 北播(加健)第311-141 令和4年2月22日 令和10年2月29日 令和4年2月22日
000028 4000076495 株式会社アクティブフィールド 677-0114 多可郡多可町八千代区仕出原697-15 795371177 そうざい製造業 一般 株式会社アクティブフィールド 代表取締役 真鍋 千織 677-0114 兵庫県多可郡多可町八千代区仕出原697番地15 795371177 北播(加健)第312-162 令和4年2月14日 令和10年2月29日 令和4年2月14日
000028 4000076502 ｕｎ 673-0552 三木市志染町中自由が丘1-559-4 794872117 飲食店営業(4)その他 一般 田中 啓介 北播(加健)第313-120 令和4年2月24日 令和10年2月29日 令和4年2月24日
000028 4000076504 スナック　ｉ 675-1371 小野市黒川町字西野67-33 794629552 飲食店営業(4)その他 一般 蓬莱 亜由美 北播(加健)第311-120 令和4年1月26日 令和10年2月29日 令和4年1月26日
000028 4000076512 喫茶みなみ 675-1334 小野市大島町1663 794633951 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井上 照美 北播(加健)第311-121 令和4年1月27日 令和10年2月29日 令和4年1月27日
000028 4000076525 椿屋珈琲店 675-1346 小野市福甸町71-58 794628223 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前田 玲子 北播(加健)第311-130 令和4年2月14日 令和10年2月29日 令和4年2月14日
000028 4000076537 華むらさき 679-1204 多可郡多可町加美区棚釜168-1 795351303 そうざい製造業 一般 溝垣 和子 北播(加健)第312-164 令和4年2月14日 令和10年2月29日 令和4年2月14日
000028 4000076541 生友農園 673-0452 三木市別所町石野513 794832249 みそ又はしょうゆ製造業 一般 生友 康彦 北播(加健)第313-100 令和4年1月18日 令和10年2月29日 令和4年1月18日
000028 4000076544 セブン－イレブン三木青山３丁目店 673-0521 三木市志染町青山3-14-4 794870755 飲食店営業(4)その他 一般 吉田 孝行 北播(加健)第313-159 平成29年1月13日 令和6年2月29日 平成22年2月9日
000028 4000076545 セブン－イレブン三木青山３丁目店 673-0521 三木市志染町青山3-14-4 794870755 菓子製造業 一般 吉田 孝行 北播(加健)第313-160 平成29年1月13日 令和6年2月29日 平成22年2月9日
000028 4000076551 ムラカミ商店２号 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 村上 栄一 北播(加健)第312-129 令和2年1月21日 令和7年2月28日 平成22年2月15日
000028 4000076557 華むらさき 679-1204 多可郡多可町加美区棚釜168-1 795351303 菓子製造業 一般 溝垣 和子 北播(加健)第312-165 令和4年2月14日 令和9年2月28日 令和4年2月14日
000028 4000076560 椿屋珈琲店 675-1346 小野市福甸町71-58 794628223 菓子製造業 一般 前田 玲子 北播(加健)第311-131 令和4年2月14日 令和10年2月29日 令和4年2月14日
000028 4000076562 マザーシップ 675-1317 小野市浄谷町1744-1 794888499 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佐藤 春美 北播(加健)第311-126 令和4年2月14日 令和10年2月29日 令和4年2月14日
000028 4000076570 株式会社エーコープ近畿桜丘店 679-0321 西脇市黒田庄町田高313-10 795282303 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役社長 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目51番1号 726763300 北播(加健)第312-148 令和4年1月26日 令和10年2月29日 令和4年1月26日
000028 4000076571 株式会社エーコープ近畿桜丘店 679-0321 西脇市黒田庄町田高313-10 795282303 食肉販売業 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役社長 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目51番1号 726763300 北播(加健)第312-149 令和4年1月26日 令和10年2月29日 令和4年1月26日
000028 4000076583 神戸食パン本舗 673-0534 三木市緑が丘町本町1-4 794850039 菓子製造業 一般 東口 真 北播(加健)第313-98 令和4年1月12日 令和10年2月29日 令和4年1月12日
000028 4000076585 インド･ネパールダイニングカフェ ムナール 675-2312 加西市北条町北条28-1アスティアかさい1F 790426706 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 アチャリヤ カマラギミレ 北播(加健)第312-169 令和4年2月22日 令和10年2月29日 令和4年2月22日
000028 4000076594 ムラカミ商店　３号 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 村上 栄一 北播(加健)第312-6 令和2年4月15日 令和7年5月31日 平成22年3月15日
000028 4000076597 パン工房　ダンケシェーン 673-0532 三木市緑が丘町中1-8-7 794872333 菓子製造業 一般 有限会社ダンケシェーン 代表取締役 美野 整司 651-2304 兵庫県神戸市西区神出町小束野５３番地の１００ 789650809 北播(加健)第313-43 令和4年5月12日 令和10年5月31日 令和4年5月12日
000028 4000076599 冨田精肉本店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 有限会社　冨田 代表取締役 冨田 孝昭 673-1107 兵庫県三木市吉川町有安21 794730002 北播(加健)第313-35 令和2年4月22日 令和7年5月31日 平成22年3月12日
000028 4000076600 C a f é 　 F L A T 675-2243 加西市中西町114-1 790482114 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 青田 千代 北播(加健)第312-2 令和4年4月7日 令和10年5月31日 令和4年4月7日
000028 4000076602 三木精愛園　カレーハウス「ｍｏｉｍｏｉ」 673-0534 三木市緑が丘町本町2-3 794858791 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人　兵庫県社会福祉事業団 理事長 藪本 訓弘 651-2134 兵庫県神戸市西区曙町1070番地 789295655 北播(加健)第313-42 令和4年5月12日 令和10年5月31日 令和4年5月12日
000028 4000076603 三木精愛園　カレーハウス「ｍｏｉｍｏｉ」  （屋台） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 社会福祉法人　兵庫県社会福祉事業団 理事長 藪本 訓弘 651-2134 兵庫県神戸市西区曙町1070番地 789295655 北播(加健)第313-53 令和2年5月14日 令和7年5月31日 平成22年3月17日
000028 4000076606 はりま牛穂 677-0015 西脇市西脇939-8 795222917 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大山 良造 北播(加健)第312-5 令和4年4月13日 令和10年5月31日 令和4年4月13日
000028 4000076616 フレッシュバザール　三木志染店  （米飯） 673-0541 三木市志染町広野1-121 794876500 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 北播(加健)第313-22 平成29年5月9日 令和6年5月31日 平成22年3月23日
000028 4000076617 フレッシュバザール　三木志染店  （寿司） 673-0541 三木市志染町広野1-121 794876500 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 北播(加健)第313-23 平成29年5月9日 令和6年5月31日 平成22年3月23日
000028 4000076618 フレッシュバザール　三木志染店  （惣菜） 673-0541 三木市志染町広野1-121 794876500 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 北播(加健)第313-24 平成29年5月9日 令和6年5月31日 平成22年3月23日
000028 4000076619 フレッシュバザール　三木志染店  （焼魚） 673-0541 三木市志染町広野1-121 794876500 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 北播(加健)第313-25 平成29年5月9日 令和6年5月31日 平成22年3月23日
000028 4000076620 フレッシュバザール　三木志染店 673-0541 三木市志染町広野1-121 794876500 菓子製造業 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 北播(加健)第313-26 平成29年5月9日 令和6年5月31日 平成22年3月23日
000028 4000076621 フレッシュバザール　三木志染店 673-0541 三木市志染町広野1-121 794876500 魚介類販売業 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 北播(加健)第313-27 平成29年5月9日 令和6年5月31日 平成22年3月23日



000028 4000076640 多可町健康福祉センター アスパル　6k0040 679-1114 多可郡多可町中区岸上281-51 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第312-31 令和4年5月23日 令和10年5月31日 令和4年5月23日
000028 4000076647 三木市立平田小学校 673-0405 三木市平田502 794827322 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 代表取締役 山田 智治 182-0021 東京都調布市調布ヶ丘三丁目６番地３ 357841201 北播(加健)第313-24 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 4000076665 トーホーストア志染駅前店 673-0551 三木市志染町西自由が丘1-324 794877111 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社トーホーストア 代表取締役 橋本 博文 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西五丁目9番 788452412 北播(加健)第313-20 平成29年5月8日 令和6年5月31日 平成22年4月2日
000028 4000076669 ACCESS 西脇店 677-0053 西脇市和布町170-4 795234600 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社スペースワーク 代表取締役 吉村 昌義 658-0082 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町1丁目8番29号 784418862 北播(加健)第312-40 令和4年5月24日 令和10年5月31日 令和4年5月24日
000028 4000076676 白ゆり会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 特定非営利活動法人　白ゆり会 理事 西山 富江 679-0303 兵庫県西脇市黒田庄町前坂2139番地 795282918 北播(加健)第312-50 令和2年5月21日 令和7年5月31日 平成22年4月13日
000028 4000076677 株式会社フォーラム・イン 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社フォーラム・イン 代表取締役 本條 和哉 530-0055 大阪府大阪市北区野崎町6-8トレックノース梅田ビル8階 663114886 北播(加健)第311-51 令和2年5月28日 令和7年5月31日 平成22年4月8日
000028 4000076681 スナックＲ 675-1371 小野市黒川町67-22 飲食店営業(4)その他 一般 大賀 留美 北播(加健)第311-4 令和4年4月15日 令和10年5月31日 令和4年4月15日
000028 4000076683 きく水 679-1135 多可郡多可町中区安坂107-4 795323256 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中谷 義興 北播(加健)第312-33 令和4年5月23日 令和9年5月31日 令和4年5月23日
000028 4000076694 喫茶　やすらぎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 渡辺 隆造 北播(加健)第312-28 令和2年4月22日 令和7年5月31日 平成22年4月26日
000028 4000076695 喫茶バンビ 673-0404 三木市大村63-13 794833755 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 東口 光啓 北播(加健)第313-32 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 4000076699 加西市立　善防園 675-2213 加西市西笠原町172-142 790483999 菓子製造業 一般 社会福祉法人加西市社会福祉協議会 理事長 下村 義明 675-2303 兵庫県加西市北条町古坂1072番地の14 790428888 北播(加健)第312-43 令和4年5月24日 令和10年5月31日 令和4年5月24日
000028 4000076700 来来亭　滝野社店 679-0202 加東市多井田830 795481878 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井上 雅之 北播(加健)第311-5 令和4年4月15日 令和10年5月31日 令和4年4月15日
000028 4000076711 ロッキーソルト 673-0755 三木市口吉川町大島1135-1 794882008 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 志田尾 充利 北播(加健)第313-50 令和4年5月24日 令和10年5月31日 令和4年5月24日
000028 4000076713 マックスバリュ　三木北店 673-0402 三木市加佐字横塚291 794868551 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南１丁目３番５２号 825358500 北播(加健)第313-30 令和4年4月28日 令和11年5月31日 令和4年4月28日
000028 4000076714 マックスバリュ　三木北店 673-0402 三木市加佐字横塚291 794868551 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南１丁目３番５２号 825358500 北播(加健)第313-29 令和4年4月28日 令和11年5月31日 令和4年4月28日
000028 4000076715 マックスバリュ　三木北店 673-0402 三木市加佐字横塚291 794868551 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南１丁目３番５２号 825358500 北播(加健)第313-26 令和4年4月28日 令和11年5月31日 令和4年4月28日
000028 4000076716 マックスバリュ　三木北店 673-0402 三木市加佐字横塚291 794868551 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南１丁目３番５２号 825358500 北播(加健)第313-27 令和4年4月28日 令和11年5月31日 令和4年4月28日
000028 4000076718 マックスバリュ　三木北店 673-0402 三木市加佐字横塚291 794868551 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南１丁目３番５２号 825358500 北播(加健)第313-28 令和4年4月28日 令和11年5月31日 令和4年4月28日
000028 4000076720 マックスバリュ　三木北店 673-0402 三木市加佐字横塚291 794868551 喫茶店営業 自動販売機 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第313-5 令和2年4月20日 令和7年5月31日 平成22年4月28日
000028 4000076737 道の駅　北はりまエコミュージアム 677-0022 西脇市寺内天神池517-1 795252370 喫茶店営業 アイスクリーム類の小分け 特定非営利活動法人北はりま田園空間博物館 理事 藤原 孝三 677-0022 兵庫県西脇市寺内天神池517番地の1 795252370 北播(加健)第312-34 令和2年4月23日 令和7年5月31日 平成22年5月14日
000028 4000076741 fortune 677-0043 西脇市下戸田38-6 795239200 飲食店営業(4)その他 一般 重松 清子 北播(加健)第312-3 令和4年4月11日 令和10年5月31日 令和4年4月11日
000028 4000076747 京料理モダンスタイル　楽菜 673-0431 三木市本町3-2-1 794825450 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 俊也 北播(加健)第313-31 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 4000076754 やしろ会館レストラン 673-1472 加東市上三草1134-211 795440031 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社　泳通 代表取締役 伊藤 一美 658-0032 兵庫県加東市上三草1134番地211 795440031 北播(加健)第311-2 令和4年4月13日 令和10年5月31日 令和4年4月13日
000028 4000076780 MIKI夢ステーション　えぷろん三木 673-0433 三木市福井2-12-43 794888790 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北井 保美 北播(加健)第313-62 令和4年7月20日 令和10年8月31日 令和4年7月20日
000028 4000076784 製麺所　山伏 679-0109 加西市玉丘町154-2 790422166 麺類製造業 一般 井上 英樹 北播(加健)第312-69 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日
000028 4000076794 ねひめ蕎麦 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 岡 敬博 北播(加健)第312-86 令和2年7月13日 令和7年8月31日 平成22年6月21日
000028 4000076805 よかたん亭 673-1114 三木市吉川町吉安222 794722601 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社　吉川まちづくり公社 代表取締役社長 山本 貴美江 673-1114 兵庫県三木市吉川町吉安222番地 794762401 北播(加健)第313-74 令和2年7月22日 令和7年8月31日 平成22年6月25日
000028 4000076811 Ｂｏｒａｇｅ 679-1211 多可郡多可町加美区寺内289-6 795307557 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 青山 加奈 北播(加健)第312-82 令和4年8月23日 令和10年8月31日 令和4年8月23日
000028 4000076824 播州三木　一休庵 673-0423 三木市宿原37-1 794811930 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 東洋物産工業株式会社 代表取締役 東 孝次 673-0443 兵庫県三木市別所町巴21番1 794830007 北播(加健)第313-63 令和4年7月25日 令和10年8月31日 令和4年7月25日
000028 4000076826 特別養護老人ホーム　しあわせ荘 679-1111 多可郡多可町中区鍛冶屋763-3 795323330 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ナリコマエンタープライズ 代表取締役 竹内 美夫 567-0005 大阪府茨木市五日市一丁目7番27号 726270145 北播(加健)第312-61 令和4年7月27日 令和10年8月31日 令和4年7月27日
000028 4000076827 円吉 675-1316 小野市天神町80-326 794632627 飲食店営業(4)その他 一般 鎌田 トシ子 北播(加健)第311-56 令和4年8月24日 令和10年8月31日 令和4年8月24日
000028 4000076829 花屋敷ゴルフ倶楽部　よかわコース  カフェ　アラスカ 673-1113 三木市吉川町福井字小西谷534-1 794721910 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社アラスカ 代表取締役 望月 薫 530-0005 大阪府大阪市北区中之島2丁目3番18号中之島フェスティバルタワー2階 662311351 北播(加健)第313-66 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日
000028 4000076832 鳥よし 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 井上 一也 北播(加健)第312-109 令和2年7月30日 令和7年8月31日 平成22年7月14日
000028 4000076838 天然滋味　ＫＡゑＭＯＮ 675-1345 小野市黍田町890 794633359 菓子製造業 一般 稲岡 真司 北播(加健)第311-40 令和4年7月26日 令和10年8月31日 令和4年7月26日
000028 4000076845 炭火焼鳥　阿吽 677-0043 西脇市下戸田47 795225599 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 稔 北播(加健)第312-87 令和4年8月31日 令和10年8月31日 令和4年8月31日
000028 4000076846 ｃａｆｅ　ｒｉｐｏｓａｒｅ 677-0114 多可郡多可町八千代区仕出原692-26 795370519 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 曽谷 富子 北播(加健)第312-76 令和4年8月9日 令和10年8月31日 令和4年8月9日
000028 4000076861 炭火焼肉　呼友 000-0000 小野市内 飲食店営業(4)その他 露店 田中 啓二 北播(加健)第311-69 令和2年7月16日 令和7年8月31日 平成22年7月23日
000028 4000076867 うれし野工房 673-1415 加東市下久米1227-281 795441000 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 田中 稔 北播(加健)第311-65 令和4年8月31日 令和10年8月31日 令和4年8月31日
000028 4000076876 森岡チキン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 八木 竜也 北播(加健)第312-69 令和2年7月6日 令和7年8月31日 平成22年7月28日
000028 4000076881 喫茶グリル　ホワイト’８０ 679-0204 加東市新町288-1 795484848 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 徳岡 貢 北播(加健)第311-37 令和4年7月26日 令和10年8月31日 令和4年7月26日
000028 4000076893 千ケ峰ＴＡｉＹＡＫｉ宮崎 679-1121 多可郡多可町中区東安田564 795321532 菓子製造業 一般 宮崎 節男 北播(加健)第312-63 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日
000028 4000076902 セブン－イレブン  加西フラワーセンター前店 675-2103 加西市鶉野町1168-60 790492377 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 井上 斉 北播(加健)第312-74 令和4年8月8日 令和10年8月31日 令和4年8月8日
000028 4000076908 西脇カントリークラブ  (西コース茶店) 677-0039 西脇市上比延町字中山1424-2 795221251 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ヨドコウ興発株式会社 代表取締役 岩﨑 博和 541-0059 大阪府大阪市中央区博労町四丁目2番15号 662458830 北播(加健)第312-81 令和4年8月22日 令和10年8月31日 令和4年8月22日
000028 4000076918 ちゃかま～も 675-2221 加西市倉谷町643 790482096 麺類製造業 一般 櫻井 洋 北播(加健)第312-51 令和4年7月12日 令和10年8月31日 令和4年7月12日
000028 4000076925 ケンタッキーフライドチキン　イオン小野店 675-1378 小野市王子町868-1イオン小野１Ｆ 794649555 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アクシーズフーズ 代表取締役 伊地知 恭正 113-0023 東京都文京区向丘1-12-2 338161536 北播(加健)第311-68 平成29年8月4日 令和6年8月31日 平成22年8月20日
000028 4000076939 株式会社キャニー東条店　レストラン 673-1324 加東市新定1188-4 795461196 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社キャニー 代表取締役 中嶋 正巳 160-0023 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 362762410 北播(加健)第311-45 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日
000028 4000076942 三木みらい館　露店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 兵庫みらい農業協同組合 代表理事組合長 小紫 康正 679-0107 兵庫県加西市玉野町1156-1 790471282 北播(加健)第313-59 令和2年7月15日 令和7年8月31日 平成22年8月26日
000028 4000076943 株式会社キャニー東条店　15番コース売店 673-1324 加東市新定1188-4 795461196 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社キャニー 代表取締役 中嶋 正巳 160-0023 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 362762410 北播(加健)第311-47 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日
000028 4000076945 株式会社キャニー東条店　6番コース売店 673-1324 加東市新定1188-4 795461196 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社キャニー 代表取締役 中嶋 正巳 160-0023 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 362762410 北播(加健)第311-46 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日
000028 4000076951 日清ヨーク株式会社　関西工場 677-0033 西脇市鹿野町124-5 795246661 乳酸菌飲料製造業 一般 日清ヨーク株式会社 代表取締役社長 前田 健二 103-0004 東京都中央区東日本橋3-6-11 356956461 北播(加健)第312-109 平成30年8月14日 令和8年8月31日 平成22年8月30日
000028 4000076952 日清ヨーク株式会社　関西工場 677-0033 西脇市鹿野町124-5 795246661 清涼飲料水製造業 一般 日清ヨーク株式会社 代表取締役社長 前田 健二 103-0004 東京都中央区東日本橋3-6-11 356956461 北播(加健)第312-110 平成30年8月14日 令和8年8月31日 平成22年8月30日
000028 4000076958 画廊喫茶　風らん 673-0423 三木市宿原380 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中嶋 靖子 北播(加健)第313-98 令和4年10月24日 令和10年11月30日 令和4年10月24日
000028 4000076961 ふれあい喫茶 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 畑中 淳子 北播(加健)第312-129 令和2年10月9日 令和7年11月30日 平成22年9月6日
000028 4000076982 ＣＲＥＡ 675-1371 小野市黒川町94-73ダイヤモンドビル2F5号 794627755 飲食店営業(4)その他 一般 多賀 優子 北播(加健)第311-82 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 4000076986 五福飯店 675-2312 加西市北条町北条308-1イオンモール加西北条店1F 790453755 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　同盛 代表取締役 林 桐 675-2324 兵庫県加西市北条町東南206番地43 北播(加健)第312-94 令和4年10月28日 令和10年11月30日 令和4年10月28日
000028 4000076987 パティスリー　ケイスケ 675-1358 小野市粟生町2798-3 794665525 菓子製造業 一般 河合 恵佑 北播(加健)第311-68 令和4年10月12日 令和10年11月30日 令和4年10月12日
000028 4000076988 パティスリー　ケイスケ 675-1358 小野市粟生町2798-3 794665525 飲食店営業(4)その他 一般 河合 恵佑 北播(加健)第311-69 令和4年10月12日 令和10年11月30日 令和4年10月12日
000028 4000076992 割烹　荒川 673-0403 三木市末広2-8-25 794836319 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福井 康洋 北播(加健)第313-90 令和4年10月17日 令和10年11月30日 令和4年10月17日
000028 4000077031 蓼そば 673-0532 三木市緑が丘町中1-15-25 794850632 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 道端 世津子 北播(加健)第313-88 令和4年10月17日 令和10年11月30日 令和4年10月17日
000028 4000077035 米田病院内ラフト 675-2242 加西市尾崎町10-1 790483591 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　ラフト 代表取締役 濱嶋 一陽 654-0041 兵庫県神戸市須磨区古川町1丁目3番16号 787397311 北播(加健)第312-106 令和4年11月4日 令和10年11月30日 令和4年11月4日
000028 4000077038 いなかの駄菓子屋　大西 675-2445 加西市殿原町81-1 魚介類販売業 一般 大西 一也 北播(加健)第312-116 令和4年11月15日 令和10年11月30日 令和4年11月15日
000028 4000077039 いなかの駄菓子屋　大西 675-2445 加西市殿原町81-1 食肉販売業 一般 大西 一也 北播(加健)第312-115 令和4年11月15日 令和10年11月30日 令和4年11月15日
000028 4000077041 遠藤コンス株式会社 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 遠藤コンス株式会社 代表取締役 齋藤 福三郎 679-0211 兵庫県加東市上滝野857 795483205 北播(加健)第311-133 令和2年10月22日 令和7年11月30日 平成22年10月29日
000028 4000077043 麻雀東南倶楽部 675-2324 加西市北条町東南90加西ビル 790200153 飲食店営業(4)その他 一般 岸本 剛郎 北播(加健)第312-107 令和4年11月4日 令和10年11月30日 令和4年11月4日
000028 4000077053 Ｐａｎ’ｓ　Ｌａｂ　Ｈｉｒｏ 675-2211 加西市野田町438 790483988 菓子製造業 一般 本多 裕樹 北播(加健)第312-124 令和4年11月28日 令和10年11月30日 令和4年11月28日
000028 4000077054 西商店 673-0413 三木市大塚2-355-2 794831713 そうざい製造業 一般 角山 晴男 北播(加健)第313-105 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 4000077056 社高校家庭クラブ 673-1461 加東市木梨1356-1 795422055 菓子製造業 一般 兵庫県立社高等学校 校長 若浦 直樹 673-1461 兵庫県加東市木梨1356-1 795422055 北播(加健)第311-84 令和4年11月4日 令和11年11月30日 令和4年11月4日
000028 4000077064 そらとぶじゅうたん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 岸田 武志 北播(加健)第312-138 令和2年10月13日 令和7年11月30日 平成22年11月8日
000028 4000077078 畑やんラーメン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 畑 純司 北播(加健)第312-220 令和2年11月26日 令和7年11月30日 平成22年11月11日
000028 4000077081 おうちごはん　フフミ 673-0534 三木市緑が丘町本町1-234-2 794872223 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 奥田 和加子 北播(加健)第313-101 令和4年10月24日 令和10年11月30日 令和4年10月24日
000028 4000077104 へその杵つき工房 677-0021 西脇市蒲江222 795230464 菓子製造業 一般 藤原 久和 北播(加健)第312-118 令和4年11月16日 令和10年11月30日 令和4年11月16日
000028 4000077127 猪肉専門店いしだ 677-0014 西脇市郷瀬町350-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石田 勝次 北播(加健)第312-122 令和4年11月25日 令和10年11月30日 令和4年11月25日
000028 4000077128 猪肉専門店いしだ 677-0014 西脇市郷瀬町350-2 食肉処理業 一般 石田 勝次 北播(加健)第312-123 令和4年11月25日 令和10年11月30日 令和4年11月25日
000028 4000077150 パティシエ　ゲンタロウ 675-1378 小野市王子町131 794620386 菓子製造業 一般 株式会社ゲンタロウ 代表取締役 山下 源太朗 675-1378 兵庫県小野市王子町131 794620386 北播(加健)第311-110 令和5年1月25日 令和11年2月28日 令和5年1月25日
000028 4000077151 さくら 675-2221 加西市倉谷町946 菓子製造業 一般 櫻井 美和子 北播(加健)第312-155 令和5年2月15日 令和11年2月28日 令和5年2月15日
000028 4000077168 加西神姫レストラン 675-2365 加西市畑町字松尾谷2772-6 790424001 飲食店営業(4)その他 露店 神姫フードサービス株式会社 代表取締役 伊藤 克也 670-0965 兵庫県姫路市東延末三丁目50番地 792883835 北播(加健)第312-229 令和3年1月18日 令和8年2月28日 平成22年12月22日
000028 4000077175 菓子工房ふわり 673-1462 加東市藤田944-61　ポンポコ屋台村 菓子製造業 一般 三村 明日香 北播(加健)第311-109 令和5年1月19日 令和11年2月28日 令和5年1月19日
000028 4000077197 焼鳥　つくね家 673-1334 加東市吉井526-1 795461687 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 治居 勝 北播(加健)第311-108 令和5年1月13日 令和11年2月28日 令和5年1月13日
000028 4000077205 お食事処　かぶと 673-0434 三木市別所町小林字釜ヶ谷734-75 794854833 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 坂上 省三 北播(加健)第313-139 令和5年2月13日 令和11年2月28日 令和5年2月13日
000028 4000077221 カリンカ 677-0063 西脇市平野町546-103 795228737 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤田 恭裕 北播(加健)第312-145 令和5年1月26日 令和11年2月28日 令和5年1月26日
000028 4000077226 有李 677-0043 西脇市下戸田68-4 795235378 飲食店営業(4)その他 一般 東野 有李 北播(加健)第312-137 令和5年1月18日 令和11年2月28日 令和5年1月18日
000028 4000077230 岩本農園 675-1355 小野市新部町1124 794662990 菓子製造業 一般 岩本 加代子 北播(加健)第311-114 令和5年2月6日 令和11年2月28日 令和5年2月6日
000028 4000077276 社会福祉法人　釜城会　エンゼル認定こども園 673-0404 三木市大村1067-349 794822946 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三木給食協同組合 理事長 末陰 孝博 673-0443 兵庫県三木市別所町巴56 794822367 北播(加健)第313-12 平成30年4月24日 令和7年5月31日 平成23年3月4日
000028 4000077277 フレッシュバザール三木平田店 673-0405 三木市平田2-9-5 794831400 魚介類販売業 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 北播(加健)第313-2 平成30年4月19日 令和7年5月31日 平成23年3月4日
000028 4000077278 フレッシュバザール三木平田店 673-0405 三木市平田2-9-5 794831400 食肉販売業 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 北播(加健)第313-3 平成30年4月19日 令和7年5月31日 平成23年3月4日
000028 4000077279 フレッシュバザール三木平田店 673-0405 三木市平田2-9-5 794831400 菓子製造業 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 北播(加健)第313-4 平成30年4月19日 令和7年5月31日 平成23年3月4日
000028 4000077282 フレッシュバザール三木平田店  （惣菜） 673-0405 三木市平田2-9-5 794831400 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 北播(加健)第313-6 平成30年4月19日 令和7年5月31日 平成23年3月4日
000028 4000077283 フレッシュバザール三木平田店  （米飯） 673-0405 三木市平田2-9-5 794831400 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 北播(加健)第313-7 平成30年4月19日 令和7年5月31日 平成23年3月4日
000028 4000077284 フレッシュバザール三木平田店  （寿司） 673-0405 三木市平田2-9-5 794831400 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 北播(加健)第313-8 平成30年4月19日 令和7年5月31日 平成23年3月4日
000028 4000077285 フレッシュバザール三木平田店  （焼魚） 673-0405 三木市平田2-9-5 794831400 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 北播(加健)第313-9 平成30年4月19日 令和7年5月31日 平成23年3月4日
000028 4000077303 カラオケＺＥＲＯ　三木志染店 673-0541 三木市志染町広野1-100 794843322 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ウィズワン 代表取締役 澤田 宗士 541-0042 大阪府大阪市中央区今橋二丁目4番10号 729430157 北播(加健)第313-11 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 4000077305 カラオケ喫茶　ヒロノ 673-0551 三木市志染町西自由が丘2-13-1 794851320 飲食店営業(4)その他 一般 森崎 ちあき 北播(加健)第313-31 平成29年5月9日 令和5年5月31日 平成23年3月24日
000028 4000077306 ちろりん村 673-0444 三木市別所町東這田1-204-2 794860024 飲食店営業(4)その他 一般 堀内 良深 北播(加健)第313-2 令和5年4月24日 令和11年5月31日 令和5年4月24日
000028 4000077310 多可町菜の花エコプロジェクト 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 永井 良昌 北播(加健)第312-54 令和3年5月19日 令和8年5月31日 平成23年3月24日
000028 4000077316 BAR ZIPPER 675-1333 小野市垂井町645 795421039 飲食店営業(4)その他 一般 田中 正人 北播(加健)第311-10 令和5年4月21日 令和11年5月31日 令和5年4月21日
000028 4000077334 株式会社 Mizkan 三木工場 673-1112 三木市吉川町畑枝395-1 794762311 かん詰又はびん詰食品製造業 一般 株式会社 Mizkan 代表取締役 石垣 浩司 475-0873 愛知県半田市中村町二丁目6番地 569213331 北播(加健)第313-53 平成30年5月21日 令和7年5月31日 平成23年4月5日
000028 4000077335 株式会社 Mizkan 三木工場 673-1112 三木市吉川町畑枝395-1 794762311 清涼飲料水製造業 一般 株式会社 Mizkan 代表取締役 石垣 浩司 475-0873 愛知県半田市中村町二丁目6番地 569213331 北播(加健)第313-54 平成30年5月21日 令和7年5月31日 平成23年4月5日
000028 4000077340 キッチン流れ星 679-1203 多可郡多可町加美区多田454-27 795351887 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 白石 鈴子 北播(加健)第312-19 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 4000077346 社菓庵　末永 673-1431 加東市社1050-1 795421800 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 末永 和明 北播(加健)第311-38 令和3年5月21日 令和8年5月31日 平成23年4月11日
000028 4000077378 株式会社エーコープ近畿にしわき店 677-0013 西脇市日野町121 795236556 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社エーコープ近畿 代表取締役社長 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田1-51-1 726763300 北播(加健)第312-56 令和3年5月31日 令和8年5月31日 平成23年4月28日
000028 4000129938 兵庫県消防学校　学習・管理棟内食堂 673-0516 三木市志染町御坂1-19 794850155 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社Ｉ．Ｍ．フード．サービス 代表取締役 入江 眞弘 677-0052 兵庫県西脇市和田町253 795235188 北播(加健)第313-22 平成30年4月27日 令和7年5月31日 平成23年5月6日
000028 4000129945 カリンカ 677-0063 西脇市平野町546-103 795241218 菓子製造業 一般 藤田 恭裕 北播(加健)第312-51 平成29年4月28日 令和5年5月31日 平成23年5月6日
000028 4000129946 和風レストラン　美の川 673-0753 三木市口吉川町槇114 794880058 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 下内 健二 北播(加健)第313-36 平成29年5月12日 令和5年5月31日 平成23年5月6日
000028 4000129960 スコール 673-0403 三木市末広1-6-48 794835577 飲食店営業(4)その他 一般 松山 ひとみ 北播(加健)第313-6 平成29年4月26日 令和5年5月31日 平成23年5月9日
000028 4000130087 御料理　双六 677-0016 西脇市高田井町1075 795228741 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 後藤 直樹 北播(加健)第312-2 令和5年4月18日 令和11年5月31日 令和5年4月18日
000028 4000130157 ＵＰＡＨＡＲ　ウパハル 673-0405 三木市平田120-1 794823132 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ＪＤＳ株式会社 代表取締役 ゴータム ディパック 651-1113 兵庫県神戸市北区鈴蘭台南町4-3-2 785916681 北播(加健)第313-56 平成29年5月24日 令和5年5月31日 平成23年5月20日
000028 4000130182 ローソン加西玉野町店 679-0107 加西市玉野町字彦三236-1 790470575 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社キャロル 代表取締役 岸本 伸男 679-0212 兵庫県加東市下滝野2-26 795483455 北播(加健)第312-26 平成30年4月25日 令和7年5月31日 平成23年5月25日
000028 4000130378 珈琲庵　珈集　三木店 673-0433 三木市福井字八幡谷2165-1 794826117 菓子製造業 一般 有限会社　珈集 取締役 平野 薫大 673-0433 兵庫県三木市福井字八幡谷2165-1 794826117 北播(加健)第313-19 平成29年5月8日 令和5年5月31日 平成23年5月31日
000028 4000130401 ローソン滝野下滝野二丁目店 679-0212 加東市下滝野2-48 795483455 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社キャロル 代表取締役 岸本 伸男 679-0212 兵庫県加東市下滝野2-26 795483455 北播(加健)第311-13 平成30年4月23日 令和6年5月31日 平成23年5月31日
000028 4000130405 ローソン L社嬉野 673-1431 加東市社字一本松183-1 795430400 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社キャロル 代表取締役 岸本 伸男 679-0212 兵庫県加東市下滝野2-26 795483455 北播(加健)第311-1 令和5年4月18日 令和11年5月31日 令和5年4月18日
000028 4000130447 茜 673-0551 三木市志染町西自由が丘2-182 794871520 飲食店営業(4)その他 一般 吉田 則子 北播(加健)第313-81 平成29年8月17日 令和5年8月31日 平成23年6月3日
000028 4000130452 サンモーリス 675-2311 加西市北条町横尾339-3 790426557 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大谷 眞一 北播(加健)第312-89 令和3年8月12日 令和9年8月31日 令和3年8月12日



000028 4000130503 歌の音聴箱 673-0532 三木市緑が丘町中2-9-13 飲食店営業(4)その他 一般 田原 文夫 北播(加健)第313-63 平成29年7月18日 令和5年8月31日 平成23年6月8日
000028 4000130545 MIKI夢ステーション　えぷろん三木 673-0433 三木市福井2-12-43 794888790 菓子製造業 一般 北井 保美 北播(加健)第313-64 平成29年7月18日 令和5年8月31日 平成23年6月10日
000028 4000130581 ㈱髙岡化学工業所　小野工場 675-1322 小野市匠台31　小野工業団地内 794637667 添加物製造業 一般 株式会社　髙岡化学工業所 代表取締役 髙岡 好和 561-0861 大阪府豊中市東泉丘2-3-2 668520424 北播(加健)第311-71 平成29年8月7日 令和5年8月31日 平成23年6月15日
000028 4000130631 インドネパールダイニングカフェ　ムナール 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店80L アチャリヤ カマラギミレ 北播(加健)第311-79 令和3年8月30日 令和8年8月31日 令和3年8月30日
000028 4000130656 魚国総本社　西脇　27306 677-0002 西脇市前島町260-1 795246500 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社魚国総本社 代表取締役 田所 伸浩 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町1-6-19 664785700 北播(加健)第312-83 平成30年7月25日 令和7年8月31日 平成23年6月22日
000028 4000130789 黒糖丸本舗 679-0322 西脇市黒田庄町石原1451-72 菓子製造業 一般 ㈱黒糖丸本舗 代表取締役 片山 喬夫 679-0322 兵庫県西脇市黒田庄町石原1451-72 北播(加健)第312-91 平成29年7月24日 令和5年8月31日 平成23年7月5日
000028 4000130791 黒糖丸本舗 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社　黒糖丸本舗 代表取締役 片山 喬夫 679-0322 兵庫県西脇市黒田庄町石原1451-72 北播(加健)第312-102 令和3年8月31日 令和8年8月31日 令和3年8月31日
000028 4000130834 ローソン　三木平田店 673-0405 三木市平田1-16-1 794838621 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 横井 浩二 北播(加健)第313-70 平成30年7月13日 令和7年8月31日 平成23年7月8日
000028 4000130887 山田錦の館　レストラン　にしき亭 673-1114 三木市吉川町吉安222 794762401 食肉販売業 一般 株式会社　吉川まちづくり公社 代表取締役社長 山本 貴美江 673-1114 兵庫県三木市吉川町吉安222番地 794762401 北播(加健)第313-75 平成29年8月9日 令和5年8月31日 平成23年7月19日
000028 4000130948 二輪草 677-0043 西脇市下戸田71-1 795238340 飲食店営業(4)その他 一般 岡野 幸子 北播(加健)第312-70 平成29年7月12日 令和5年8月31日 平成23年7月22日
000028 4000131007 Ｃｏｄａｔｅ 675-2221 加西市倉谷町1010 790484311 飲食店営業(4)その他 一般 内田 康文 北播(加健)第312-100 平成29年7月31日 令和5年8月31日 平成23年7月27日
000028 4000131045 生活介護事業所　コスモスの里 675-1365 小野市広渡町589-1 794638911 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人こすもす 理事長 中岡 まや子 675-1365 兵庫県小野市広渡町589-1 794638911 北播(加健)第311-74 平成29年8月14日 令和5年8月31日 平成23年7月28日
000028 4000131150 東条湖グランド赤坂　別館 673-1301 加東市黒谷1197-1 795470158 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 兵庫観光株式会社 代表取締役 常深 寛子 673-1301 兵庫県加東市黒谷1197番地23 795470158 北播(加健)第311-61 平成29年7月21日 令和5年8月31日 平成23年8月3日
000028 4000131161 三木市立吉川学校給食共同調理場 673-1115 三木市吉川町大沢2 794720339 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社　東洋食品 代表取締役 荻久保 英男 110-0015 東京都台東区東上野1-14-4 338361291 北播(加健)第313-69 平成29年7月31日 令和5年8月31日 平成23年8月8日
000028 4000131173 のんだりや 675-1379 小野市上本町238-7-6 794625030 飲食店営業(4)その他 一般 蓬莱 道広 北播(加健)第311-63 平成29年7月21日 令和5年8月31日 平成23年8月8日
000028 4000131297 ＣＡＦＥ　ＤＥ　ＡＲＣＨＥ 675-1366 小野市中島町72 794638491 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人　北播磨市民活動支援センター 理事長 柳田 吉亮 675-1366 兵庫県小野市中島町72 794638156 北播(加健)第311-54 平成29年7月14日 令和5年8月31日 平成23年8月15日
000028 4000131393 毘沙門 679-0211 加東市上滝野2326 795482989 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉良 隆 北播(加健)第311-81 平成29年8月21日 令和5年8月31日 平成23年8月19日
000028 4000131456 いっすんぼうし 675-1345 小野市黍田町618 794626105 飲食店営業(4)その他 一般 三谷 典子 北播(加健)第311-72 平成29年8月9日 令和5年8月31日 平成23年8月24日
000028 4000131484 医療法人社団一陽会　服部病院 673-0413 三木市大塚218-3 794822550 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社エイチ・シー・サービス 取締役 服部 雅 673-0413 兵庫県三木市大塚218-3 794822550 北播(加健)第313-114 平成30年8月22日 令和7年8月31日 平成23年8月25日
000028 4000131842 肉処　樹　TATSUKI 677-0016 西脇市高田井町342-1 795241229 飲食店営業(4)その他 一般 川岸 正樹 北播(加健)第312-125 平成29年10月19日 令和5年11月30日 平成23年9月16日
000028 4000131878 あすなろの郷 677-0121 多可郡多可町八千代区中野間131 795371349 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 特定非営利活動法人やちよ 理事 工古田 隆夫 677-0121 兵庫県多可郡多可町八千代区中野間131 795371349 北播(加健)第312-133 平成29年10月31日 令和6年11月30日 平成23年9月20日
000028 4000131921 花笑彩日 ～HANAWASABI～ 675-1343 小野市来住町863-81 794638739 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 由佳子 北播(加健)第311-119 平成29年11月13日 令和5年11月30日 平成23年9月22日
000028 4000131940 マクドナルド　三木店 673-0541 三木市志染町広野1-108-1 794859616 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社エムズカンパニー 代表取締役 永田 充 565-0821 大阪府吹田市山田東4-18-C-308 668765236 北播(加健)第313-146 平成30年11月6日 令和7年11月30日 平成23年9月29日
000028 4000131942 マクドナルド　三木店 673-0541 三木市志染町広野1-108-1 794859616 菓子製造業 一般 有限会社エムズカンパニー 代表取締役 永田 充 565-0821 大阪府吹田市山田東4-18-C-308 668765236 北播(加健)第313-148 平成30年11月6日 令和7年11月30日 平成23年9月29日
000028 4000131943 マクドナルド　三木店 673-0541 三木市志染町広野1-108-1 794859616 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 有限会社エムズカンパニー 代表取締役 永田 充 565-0821 大阪府吹田市山田東4-18-C-308 668765236 北播(加健)第313-119 平成29年10月26日 令和5年11月30日 平成23年9月29日
000028 4000131944 マクドナルド　イオン三木青山店 673-0521 三木市志染町青山6-8 794898145 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社エムズカンパニー 代表取締役 永田 充 565-0821 大阪府吹田市山田東4-18-C-308 668765236 北播(加健)第313-149 平成30年11月6日 令和7年11月30日 平成23年9月29日
000028 4000132008 松屋　三木店 673-0434 三木市別所町小林字釜ヶ谷734-76 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　松屋フーズ 代表取締役 瓦葺 一利 180-0006 東京都武蔵野市中町1-14-5 422381139 北播(加健)第313-131 平成29年11月17日 令和5年11月30日 平成23年10月4日
000028 4000132113 大本観光株式会社 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店40L 大本観光株式会社 代表取締役 大本 倫典 650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通1丁目11番17号 783911333 北播(加健)第313-88 令和3年11月15日 令和8年11月30日 令和3年11月15日
000028 4000132210 笹屋 675-2312 加西市北条町北条57-3 790423603 飲食店営業(4)その他 一般 井上 美佐代 北播(加健)第312-144 平成29年10月31日 令和5年11月30日 平成23年10月20日
000028 4000132220 豆茶房　紋や 675-2311 加西市北条町横尾1216 790359078 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松本 典子 北播(加健)第312-170 平成29年11月22日 令和5年11月30日 平成23年10月20日
000028 4000132230 ㈱コタニ  加西　新工場事務所前　(2台)　(CCBJI受託) 675-2102 加西市中野町1665 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 664455518 北播(加健)第312-118 令和3年10月25日 令和8年11月30日 令和3年10月25日
000028 4000132330 カフェ＆レストラン　オレンジ 677-0021 西脇市蒲江312-1 795228723 飲食店営業(4)その他 一般 村上 地良 北播(加健)第312-161 平成29年11月7日 令和5年11月30日 平成23年10月28日
000028 4000132331 カフェ＆レストラン　オレンジ 677-0021 西脇市蒲江312-1 795228723 菓子製造業 一般 村上 地良 北播(加健)第312-162 平成29年11月7日 令和5年11月30日 平成23年10月28日
000028 4000132345 太鼓蔵 673-0444 三木市別所町東這田721-368 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 塗 知嘉子 北播(加健)第313-94 令和4年10月24日 令和10年11月30日 令和4年10月24日
000028 4000132414 アンプリエ　ｍｉｓｈｉｍａ 675-2311 加西市北条町横尾1022-2 790438510 菓子製造業 一般 三島 憲通 北播(加健)第312-167 平成29年11月13日 令和5年11月30日 平成23年11月2日
000028 4000132415 アンプリエ　ｍｉｓｈｉｍａ 675-2311 加西市北条町横尾1022-2 790438510 飲食店営業(4)その他 一般 三島 憲通 北播(加健)第312-168 平成29年11月13日 令和5年11月30日 平成23年11月2日
000028 4000132425 シフォン工房　ハル 673-1432 加東市ひろのが丘13-4 795424890 菓子製造業 一般 繁田 知宏 北播(加健)第311-124 平成29年11月17日 令和5年11月30日 平成23年10月31日
000028 4000132444 山田錦の館 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社　吉川まちづくり公社 代表取締役社長 山本 貴美江 673-1114 兵庫県三木市吉川町吉安222番地 794762401 北播(加健)第313-85 令和3年11月4日 令和8年11月30日 令和3年11月4日
000028 4000132485 太平洋クラブ　有馬コース  レストハウス　喫茶コーナー 673-1242 三木市吉川町奥谷字竹ノ下114-8 794721221 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　太平洋クラブ 代表取締役 韓 俊 602-0822 京都府京都市上京区出町今出川上る青龍町231 752520358 北播(加健)第313-134 平成29年11月24日 令和5年11月30日 平成23年11月10日
000028 4000132594 ふるさと工房　夢蔵 679-1131 多可郡多可町中区曽我井613-1 795324477 菓子製造業 一般 村上 千代子 北播(加健)第312-154 平成29年11月6日 令和5年11月30日 平成23年11月16日
000028 4000132739 ホテル サリ リゾート 滝野社店 679-0205 加東市北野字葉ノ木原453-1 795459000 飲食店営業(3)旅館 一般 ビッグ観光株式会社 代表取締役 金沢 泰孝 574-0013 大阪府大東市大字中垣内889番地1 728700372 北播(加健)第311-110 平成29年11月2日 令和5年11月30日 平成23年11月18日
000028 4000132759 Ｃｏｕｐｅ　Ｂａｇｕｅｔｔｅ  －クープバゲット－ 677-0056 西脇市板波町51-7 795277022 菓子製造業 一般 伊藤 香代子 北播(加健)第312-155 平成29年11月7日 令和5年11月30日 平成23年11月24日
000028 4000132772 吉川ロイヤルゴルフクラブ 673-1402 加東市平木1310-1 795450550 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社デイリー社 代表取締役 北村 守 578-0944 大阪府東大阪市若江西新町三丁目１番５号 665336330 北播(加健)第311-123 平成29年11月17日 令和5年11月30日 平成23年11月22日
000028 4000132825 カラオケ　ＢａｎＢａｎ　三木志染店 673-0541 三木市志染町広野1-118-1 794878750 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社シン・コーポレーション 代表取締役 加藤 伸司 162-0801 東京都新宿区山吹町346-6 35221410 北播(加健)第313-118 平成29年10月26日 令和5年11月30日 平成23年11月29日
000028 4000132868 am-mirifico 675-1301 小野市小田町1786 794671031 菓子製造業 一般 石井 美里 北播(加健)第311-107 平成29年11月2日 令和5年11月30日 平成23年11月30日
000028 4000132901 Poche Du Reve芦屋　小野工房 675-1358 小野市粟生町1936-27 794603437 菓子製造業 一般 株式会社PRコーポレーション 代表取締役 伊東 巌 659-0065 兵庫県芦屋市公光町9-7 797320302 北播(加健)第311-180 平成30年2月28日 令和6年2月29日 平成23年12月5日
000028 4000132932 川福 675-1379 小野市上本町23 794622068 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福島 裕文 北播(加健)第311-159 平成30年1月31日 令和6年2月29日 平成23年12月8日
000028 4000132997 マクドナルド　１７５小野店 675-1317 小野市浄谷町40-1 794625658 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　エムズカンパニー 代表取締役 永田 充 565-0821 大阪府吹田市山田東4-18　C-308 668765236 北播(加健)第311-166 平成31年1月25日 令和8年2月28日 平成23年12月14日
000028 4000132998 マクドナルド　１７５小野店 675-1317 小野市浄谷町40-1 794625658 菓子製造業 一般 有限会社　エムズカンパニー 代表取締役 永田 充 565-0821 大阪府吹田市山田東4-18　C-308 668765236 北播(加健)第311-167 平成31年1月25日 令和8年2月28日 平成23年12月14日
000028 4000133000 マクドナルド　１７５小野店 675-1317 小野市浄谷町40-1 794625658 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 有限会社　エムズカンパニー 代表取締役 永田 充 565-0821 大阪府吹田市山田東4-18　C-308 668765236 北播(加健)第311-175 平成30年2月5日 令和6年2月29日 平成23年12月14日
000028 4000133095 妖精館 673-0433 三木市福井2-12-37 794823456 そうざい製造業 一般 帆先 恵 北播(加健)第313-177 平成30年2月27日 令和6年2月29日 平成23年12月22日
000028 4000133157 マイホビー 673-0736 三木市口吉川町桃坂385 794880515 菓子製造業 一般 平田 光子 北播(加健)第313-165 平成30年1月29日 令和6年2月29日 平成23年12月26日
000028 4000133175 肉のあおば 673-0405 三木市平田2-2-24 794826893 食肉販売業 一般 石郷 照己 北播(加健)第313-149 平成30年1月16日 令和6年2月29日 平成23年12月22日
000028 4000133216 株式会社ＧＦＦ　関西工場 675-2113 加西市網引町字丸山2001-8 790499651 そうざい製造業 一般 株式会社ＧＦＦ 代表取締役社長 小池 正昭 108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 357838758 北播(加健)第312-205 平成30年2月6日 令和6年2月29日 平成23年12月28日
000028 4000133217 株式会社ＧＦＦ　関西工場 675-2113 加西市網引町字丸山2001-8 790499651 食肉製品製造業 一般 株式会社ＧＦＦ 代表取締役社長 小池 正昭 108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 357838758 北播(加健)第312-206 平成30年2月6日 令和6年2月29日 平成23年12月28日
000028 4000133218 株式会社ＧＦＦ　関西工場 675-2113 加西市網引町字丸山2001-8 790499651 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社ＧＦＦ 代表取締役社長 小池 正昭 108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 357838758 北播(加健)第312-207 平成30年2月6日 令和6年2月29日 平成23年12月28日
000028 4000133219 株式会社ＧＦＦ　関西工場 675-2113 加西市網引町字丸山2001-8 790499651 食肉処理業 一般 株式会社ＧＦＦ 代表取締役社長 小池 正昭 108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 357838758 北播(加健)第312-208 平成30年2月6日 令和6年2月29日 平成23年12月28日
000028 4000133221 株式会社　たけうち 675-2311 加西市北条町横尾828 790424084 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　たけうち 代表取締役 竹内 里志 675-2311 兵庫県加西市北条町横尾828 790424084 北播(加健)第312-209 平成30年2月2日 令和6年2月29日 平成23年12月28日
000028 4000133222 株式会社　たけうち 675-2311 加西市北条町横尾828 790424084 食肉販売業 一般 株式会社　たけうち 代表取締役 竹内 里志 675-2311 兵庫県加西市北条町横尾828 790424084 北播(加健)第312-210 平成30年2月2日 令和6年2月29日 平成23年12月28日
000028 4000133379 手づくり工房　敏 677-0066 西脇市水尾町680-1 795270381 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 増岡 敏美 北播(加健)第312-200 平成30年1月29日 令和6年2月29日 平成24年1月17日
000028 4000133380 手づくり工房　敏 677-0066 西脇市水尾町680-1 795270381 菓子製造業 一般 増岡 敏美 北播(加健)第312-201 平成30年1月29日 令和6年2月29日 平成24年1月17日
000028 4000133381 手づくり工房　敏 677-0066 西脇市水尾町680-1 795270381 みそ製造業 一般 増岡 敏美 北播(加健)第312-202 平成30年1月29日 令和6年2月29日 平成24年1月17日
000028 4000133451 焼肉　入舟 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店80L 小澤 ちあき 北播(加健)第311-132 令和4年2月15日 令和9年2月28日 令和4年2月15日
000028 4000133461 旬菜キッチン＆珈琲　花 679-0104 加西市常吉町20-1 790470629 飲食店営業(4)その他 一般 松本 多月子 北播(加健)第312-219 平成30年2月9日 令和6年2月29日 平成24年1月25日
000028 4000133553 カラオケ喫茶　奄美 673-0532 三木市緑が丘町中1-9-34 794870487 飲食店営業(4)その他 一般 川元 順子 北播(加健)第313-155 平成30年1月23日 令和6年2月29日 平成24年1月31日
000028 4000133594 デリシャス 675-1371 小野市黒川町67 794633177 飲食店営業(4)その他 一般 大東 慶子 北播(加健)第311-147 平成30年1月24日 令和6年2月29日 平成24年2月2日
000028 4000133595 夢しちりん 675-1378 小野市王子町679-4 794629016 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上月 格 北播(加健)第311-176 平成30年2月7日 令和6年2月29日 平成24年2月2日
000028 4000133647 ファミリーマート加西繁昌店 675-2101 加西市繁昌町366 790499151 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　よし田 代表取締役 吉田 博之 675-2102 兵庫県加西市中野町57 790490321 北播(加健)第312-192 平成30年1月29日 令和6年2月29日 平成24年2月9日
000028 4000133655 茶寿庵　しもやま 675-2312 加西市北条町北条837-3 790425627 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 下山 和子 北播(加健)第312-220 平成30年2月9日 令和6年2月29日 平成24年2月9日
000028 4000133752 きん楽 673-0541 三木市志染町広野8-189-1 794842929 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 金海 良幸 北播(加健)第313-168 平成30年1月31日 令和6年2月29日 平成24年2月14日
000028 4000133769 クラブ イリュージョン 675-1363 小野市古川町639-2 794630135 飲食店営業(4)その他 一般 岩屋 玉美 北播(加健)第311-179 平成30年2月26日 令和6年2月29日 平成24年2月14日
000028 4000133792 ファミリーマート小野本町店 675-1372 小野市本町35-2 794649003 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社 よし田 代表取締役 吉田 博之 675-2102 兵庫県加西市中野町57 790490321 北播(加健)第311-163 平成30年1月31日 令和6年2月29日 平成24年2月15日
000028 4000133919 彩雲工房 673-1115 三木市吉川町大沢土ヱ田7 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 企業組合　彩雲 理事長 五百尾 みや子 673-1114 兵庫県三木市吉川町吉安222 794762401 北播(加健)第313-157 平成30年1月30日 令和6年2月29日 平成24年2月23日
000028 4000133920 彩雲工房 673-1115 三木市吉川町大沢土ヱ田7 菓子製造業 一般 企業組合　彩雲 理事長 五百尾 みや子 673-1114 兵庫県三木市吉川町吉安222 794762401 北播(加健)第313-158 平成30年1月30日 令和6年2月29日 平成24年2月23日
000028 4000133921 彩雲工房 673-1115 三木市吉川町大沢土ヱ田7 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 企業組合　彩雲 理事長 五百尾 みや子 673-1114 兵庫県三木市吉川町吉安222 794762401 北播(加健)第313-159 平成30年1月30日 令和6年2月29日 平成24年2月23日
000028 4000134023 あじさい 673-0431 三木市本町2-8-24 794830927 飲食店営業(4)その他 一般 藤川 千代子 北播(加健)第313-147 平成30年1月15日 令和6年2月29日 平成24年2月28日
000028 4000134149 ぴゅありーふらわーず喫茶室 673-0553 三木市志染町東自由が丘3-12 794852122 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 安達 徹洋 北播(加健)第313-51 平成30年5月14日 令和6年5月31日 平成24年3月8日
000028 4000134156 晩翠 675-2105 加西市下宮木町550-1 790492068 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 坂下 健悟 北播(加健)第312-24 平成30年4月23日 令和6年5月31日 平成24年3月8日
000028 4000134159 日清ヨーク株式会社　関西工場 677-0033 西脇市鹿野町124-5 795246661 乳製品製造業 一般 日清ヨーク株式会社 代表取締役社長 前田 健二 103-0004 東京都中央区東日本橋3-6-11 356956461 北播(加健)第312-25 令和2年4月22日 令和10年5月31日 平成24年3月8日
000028 4000134177 りあんず保育園 675-1371 小野市黒川町1704 794738271 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人　栄宏福祉会 理事長 土井 直 675-1362 兵庫県小野市久保木町1561-24 794640155 北播(加健)第311-14 平成31年4月26日 令和8年5月31日 平成24年3月13日
000028 4000134192 おにぎり工房おの 675-1317 小野市浄谷町1545-321 794640831 飲食店営業(4)その他 一般 兵庫みらい農業協同組合 代表理事組合長 小紫 康正 679-0107 兵庫県加西市玉野町1156-1 790471255 北播(加健)第311-20 令和1年5月10日 令和8年5月31日 平成24年3月13日
000028 4000134193 おにぎり工房おの 675-1317 小野市浄谷町1545-321 794640831 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 兵庫みらい農業協同組合 代表理事組合長 小紫 康正 679-0107 兵庫県加西市玉野町1156-1 790471255 北播(加健)第311-1 平成30年4月11日 令和5年5月31日 平成24年3月13日
000028 4000134204 こみせん比也野「へそ・で・ちゃ」 677-0033 西脇市鹿野町720-1 795387339 菓子製造業 一般 土本 正男 北播(加健)第312-7 平成30年4月16日 令和6年5月31日 平成24年3月15日
000028 4000134209 カラオケ喫茶　美月 673-0541 三木市志染町広野1-148-1 794842026 飲食店営業(4)その他 一般 松尾 美枝子 北播(加健)第313-62 平成30年5月24日 令和6年5月31日 平成24年3月15日
000028 4000134216 居酒屋 我が家 675-1332 小野市中町341-2 飲食店営業(4)その他 一般 網干 ゆみ子 北播(加健)第311-40 平成30年5月9日 令和6年5月31日 平成24年3月12日
000028 4000134232 レストラン デルパパ 673-0433 三木市福井字三木山2465-1 794860362 菓子製造業 一般 シンエーフーヅ株式会社 代表取締役 宮内 賢二 650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通二丁目3番2号三共神戸ツインビル2階 783417117 北播(加健)第313-57 平成30年5月21日 令和6年5月31日 平成24年3月16日
000028 4000134269 丸亀製麺　加西店 675-2311 加西市北条町横尾字池田300-1 790422055 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社丸亀製麺 代表取締役 山口 寛 150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号 342218900 北播(加健)第312-15 平成31年4月16日 令和8年5月31日 平成24年3月21日
000028 4000134283 羽場認定こども園 673-0433 三木市福井3-1918-29 794833815 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三木給食協同組合 理事長 末陰 孝博 673-0443 兵庫県三木市別所町巴56 794822367 北播(加健)第313-30 令和1年5月16日 令和8年5月31日 平成24年3月22日
000028 4000134290 株式会社ヤクルト・マネジメント・サービス  三木営業所 673-0514 三木市志染町戸田字中尾1838-266 794898975 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ヤクルト・マネジメント・サービス 代表取締役社長 若林 宏 105-0022 東京都港区海岸一丁目１０番３０号 354015105 北播(加健)第313-17 平成31年4月25日 令和8年5月31日 平成24年3月22日
000028 4000134310 西脇ロイヤルホテル 677-0015 西脇市西脇991 795232000 飲食店営業(3)旅館 一般 西脇ロイヤルホテル株式会社 代表取締役 中村 武 677-0015 兵庫県西脇市西脇991番地 795232000 北播(加健)第312-61 平成30年5月24日 令和6年5月31日 平成24年3月23日
000028 4000134352 いこいの村はりま 675-2443 加西市笹倉町823-1 790441750 飲食店営業(3)旅館 一般 一般社団法人ひょうご憩の宿 代表理事 林 直樹 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通6-3-28 783815250 北播(加健)第312-14 平成30年4月13日 令和6年5月31日 平成24年3月27日
000028 4000134353 養護老人ホーム　優和福祉会　さつき園内厨房 673-0405 三木市平田623-2 794820766 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 富士産業株式会社 代表取締役 中村 勝彦 105-0004 東京都港区新橋5-32-7 354006111 北播(加健)第313-38 平成30年5月9日 令和6年5月31日 平成24年3月27日
000028 4000134360 coffee＆bar Pot 677-0052 西脇市和田町454-1 795221868 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 足立 珠希 北播(加健)第312-9 平成30年4月13日 令和6年5月31日 平成24年3月27日
000028 4000134386 横尾のつどい 675-2311 加西市北条町横尾118-2 790202070 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井上 文代 北播(加健)第312-57 平成30年5月17日 令和6年5月31日 平成24年3月28日
000028 4000134661 兵庫県立フラワーセンター テイクアウトカフェ 679-0106 加西市豊倉町1282-1 790471182 飲食店営業(4)その他 一般 公益財団法人 兵庫県園芸・公園協会 代表理事 石井 孝一 673-0847 兵庫県明石市明石公園1番27号 789127600 北播(加健)第312-66 平成30年5月30日 令和6年5月31日 平成24年4月18日
000028 4000134696 ごはん屋　いぶき 677-0018 西脇市富田町48-1 795223956 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡本 猪部木 北播(加健)第312-12 平成30年4月13日 令和6年5月31日 平成24年4月18日
000028 4000134700 らぁめん　こばやし 677-0054 西脇市野村町800-1 795390222 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小林 利規 北播(加健)第312-60 平成30年5月22日 令和6年5月31日 平成24年4月18日
000028 4000134705 MIKI夢ステーション  えぷろん三木 673-0433 三木市福井2-12-43 794888790 そうざい製造業 一般 北井 保美 北播(加健)第313-52 平成30年5月15日 令和6年5月31日 平成24年4月23日
000028 4000134706 華中 673-1116 三木市吉川町大畑711-2 794732079 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 細島 英二 北播(加健)第313-60 平成30年5月21日 令和6年5月31日 平成24年4月19日
000028 4000134778 足立醸造醤油・味噌蔵 679-1212 多可郡多可町加美区西脇100-1 795350031 醤油製造業 一般 足立醸造株式会社 代表取締役 足立 裕 679-1212 兵庫県多可郡多可町加美区西脇112番地 795350031 北播(加健)第312-32 平成30年4月27日 令和6年5月31日 平成24年4月23日
000028 4000134780 足立醸造醤油・味噌蔵 679-1212 多可郡多可町加美区西脇100-1 795350031 みそ製造業 一般 足立醸造株式会社 代表取締役 足立 裕 679-1212 兵庫県多可郡多可町加美区西脇112番地 795350031 北播(加健)第312-33 平成30年4月27日 令和6年5月31日 平成24年4月23日
000028 4000134864 フレッシュバザール西脇野村店 677-0054 西脇市野村町字大門1265 795240310 菓子製造業 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15番地 773220001 北播(加健)第312-21 平成30年4月23日 令和6年5月31日 平成24年4月26日
000028 4000134868 勝 675-1367 小野市敷地町1643-2 794624677 飲食店営業(4)その他 一般 小西 カツ子 北播(加健)第311-17 平成30年4月25日 令和6年5月31日 平成24年4月26日
000028 4000134894 天狗寿司 677-0053 西脇市和布町262-11 795227088 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 武部 哲夫 北播(加健)第312-39 平成30年4月26日 令和6年5月31日 平成24年4月27日
000028 4000134904 イオン社店（ベーカリー） 673-1431 加東市社1126-1 795402300 菓子製造業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126000 北播(加健)第311-52 平成30年5月17日 令和6年5月31日 平成24年4月27日
000028 4000134905 イオン社店（ベーカリー） 673-1431 加東市社1126-1 795402300 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126000 北播(加健)第311-53 平成30年5月17日 令和6年5月31日 平成24年4月27日
000028 4000134906 （株）かみ物産センター 679-1322 多可郡多可町加美区鳥羽733-1 795361919 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社かみ物産センター 代表取締役 佐藤 彰浩 679-1322 兵庫県多可郡多可町加美区鳥羽733-1 795361919 北播(加健)第312-22 令和4年4月28日 令和9年5月31日 令和4年4月28日
000028 4000134910 インドカレー＆カフェ　SWAAD 673-0532 三木市緑が丘町中2-5-22　1F 794876226 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井本 絵美 北播(加健)第313-15 平成30年4月25日 令和6年5月31日 平成24年4月27日
000028 4000134934 カラオケ　さくら 677-0064 西脇市八坂町字勝尾谷217-3 飲食店営業(4)その他 一般 丸山 万代 北播(加健)第312-53 平成30年5月11日 令和6年5月31日 平成24年4月27日
000028 4000134986 芦屋cafe & sweets Kagura 675-1378 小野市王子町260-1-101 794635552 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社 Kagura 代表取締役 丸井 明奈 675-1378 兵庫県小野市王子町260-1-101 794635552 北播(加健)第311-29 平成30年5月9日 令和6年5月31日 平成24年5月8日
000028 4000134987 芦屋cafe & sweets Kagura 675-1378 小野市王子町260-1-101 794635552 菓子製造業 一般 株式会社 Kagura 代表取締役 丸井 明奈 675-1378 兵庫県小野市王子町260-1-101 794635552 北播(加健)第311-30 平成30年5月9日 令和6年5月31日 平成24年5月8日
000028 4000135045 ＨＥＡＲＴ＆ＳＯＵＬ 673-0551 三木市志染町西自由が丘1-308 794840337 飲食店営業(4)その他 一般 横山 和代 北播(加健)第313-32 平成30年4月27日 令和6年5月31日 平成24年5月14日



000028 4000135049 食房　吉え門 673-0431 三木市本町2-8-22 794868880 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 東洋物産工業株式会社 代表取締役 東 孝次 673-0443 兵庫県三木市別所町巴21番1 794830007 北播(加健)第313-33 平成30年4月27日 令和6年5月31日 平成24年5月14日
000028 4000135086 地域活動支援センター　開拓松葉園 679-1107 多可郡多可町中区奥中970-8 795323552 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人あきら多可 理事長 吉崎 敏郎 679-1107 兵庫県多可郡多可町中区奥中970-9 795324599 北播(加健)第312-37 平成30年4月26日 令和6年5月31日 平成24年5月16日
000028 4000135257 サーティーワンアイスクリーム　イオン三木店 673-0404 三木市大村字砂163　イオン三木店1Fフードコート 794868131 菓子製造業 一般 有限会社ナンバ・サーティワン 代表取締役 難波 賢治 708-0031 岡山県津山市材木町1328-25 868230205 北播(加健)第313-5 平成31年4月15日 令和8年5月31日 平成24年5月23日
000028 4000135258 サーティーワンアイスクリーム　イオン三木店 673-0404 三木市大村字砂163　イオン三木店1Fフードコート 794868131 喫茶店営業 アイスクリーム類の小分け 有限会社ナンバ・サーティワン 代表取締役 難波 賢治 708-0031 岡山県津山市材木町1328-25 868230205 北播(加健)第313-21 平成30年4月25日 令和6年5月31日 平成24年5月23日
000028 4000135376 大秀堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 大谷 孝志 北播(加健)第312-47 令和4年5月31日 令和9年5月31日 令和4年5月31日
000028 4000135442 別所ふるさと交流館パスト 673-0453 三木市別所町下石野1-105 794888035 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 邦昭 北播(加健)第313-63 平成30年5月28日 令和6年5月31日 平成24年5月31日
000028 4000135444 別所ふるさと交流館喫茶あたご 673-0453 三木市別所町下石野1-105 794888035 喫茶店営業 一般 田中 邦昭 北播(加健)第313-64 平成30年5月28日 令和6年5月31日 平成24年5月31日
000028 4000135445 さろん憩 673-0435 三木市別所町高木743 喫茶店営業 一般 津村 美智子 北播(加健)第313-55 平成30年5月24日 令和6年5月31日 平成24年5月31日
000028 4000135501 吉祥 673-0503 三木市志染町窟屋644-1 794856307 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 野中 泰弘 北播(加健)第313-111 平成30年8月20日 令和6年8月31日 平成24年6月7日
000028 4000135542 ＢｕＬＡＴＴＯ（ブラット） 675-2303 加西市北条町古坂1-30 790423233 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西浦 康裕 北播(加健)第312-75 平成30年7月13日 令和6年8月31日 平成24年6月12日
000028 4000135598 てっぱん　めし　いなか 673-0714 三木市細川町細川中1325-1 794829496 飲食店営業(4)その他 一般 横田 洋子 北播(加健)第313-115 平成30年8月23日 令和6年8月31日 平成24年6月18日
000028 4000135669 ファミリーマート三木インター店 673-0404 三木市大村字城ノ前554-1 794892007 飲食店営業(4)その他 一般 上野 靖夫 北播(加健)第313-73 平成30年7月13日 令和6年8月31日 平成24年6月26日
000028 4000135723 はなぶさ 675-1371 小野市黒川町67 飲食店営業(4)その他 一般 宮本 英子 北播(加健)第311-65 平成30年7月19日 令和6年8月31日 平成24年6月28日
000028 4000135796 炭焼地鶏　さるぅて 679-0205 加東市北野14-1 795387288 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 黒﨑 勝隆 北播(加健)第311-73 平成30年7月20日 令和6年8月31日 平成24年7月4日
000028 4000135801 株式会社ヤクルト本社　兵庫三木工場 673-0514 三木市志染町戸田字中尾1838-266 794898960 乳酸菌飲料製造業 一般 株式会社ヤクルト本社 代表取締役 成田 裕 105-0022 東京都港区海岸一丁目10番30号 366258960 北播(加健)第313-95 令和2年8月24日 令和10年8月31日 平成24年7月4日
000028 4000135802 株式会社ヤクルト本社　兵庫三木工場 673-0514 三木市志染町戸田字中尾1838-266 794898960 乳製品製造業 一般 株式会社ヤクルト本社 代表取締役 成田 裕 105-0022 東京都港区海岸一丁目10番30号 366258960 北播(加健)第313-96 令和2年8月24日 令和10年8月31日 平成24年7月4日
000028 4000135920 加東市商工会青年部 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 藤原 輝彦 北播(加健)第311-59 令和4年8月26日 令和9年8月31日 令和4年8月26日
000028 4000136041 風神ラーメン 679-0212 加東市下滝野1-101 795387227 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 笹倉 伯文 北播(加健)第311-108 平成30年8月20日 令和6年8月31日 平成24年7月19日
000028 4000136060 イタリア食堂　バンビーノ 675-1379 小野市上本町195-10 794638030 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 杉内 一也 北播(加健)第311-70 平成30年7月19日 令和6年8月31日 平成24年7月24日
000028 4000136110 広畑商店 673-1431 加東市社字若ケ谷1738-81 795425385 アイスクリーム類製造業 一般 廣畑 知治 北播(加健)第311-63 平成30年7月19日 令和6年8月31日 平成24年7月26日
000028 4000136131 万寿庵 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業（5）簡易な営業 露店40L 株式会社小西商店 代表取締役 小西 康之 673-0412 兵庫県三木市岩宮字丁田207番地の2 794828211 北播(加健)第313-67 令和4年8月1日 令和9年8月31日 令和4年8月1日
000028 4000136140 本家かまどや小野ジャパン前店 675-1363 小野市古川町溝向37 794620322 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 瀧口 武史 北播(加健)第311-64 平成30年7月17日 令和6年8月31日 平成24年7月27日
000028 4000136163 おいでや 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。） 飲食店営業(4)その他 露店80L 土居 真二 北播(加健)第311-66 令和4年8月31日 令和9年8月31日 令和4年8月31日
000028 4000136222 フフミ工房 673-0534 三木市緑が丘町本町1-235 794872223 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 奥田 和加子 北播(加健)第313-98 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成24年7月31日
000028 4000136223 フフミ工房 673-0534 三木市緑が丘町本町1-235 794872223 そうざい製造業 一般 奥田 和加子 北播(加健)第313-99 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成24年7月31日
000028 4000136231 マックスバリュ古坂店 675-2303 加西市北条町古坂6-123 790424970 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第312-95 平成30年8月8日 令和6年8月31日 平成24年8月3日
000028 4000136232 マックスバリュ古坂店 675-2303 加西市北条町古坂6-123 790424970 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第312-96 平成30年8月8日 令和6年8月31日 平成24年8月3日
000028 4000136233 マックスバリュ古坂店（デリカ） 675-2303 加西市北条町古坂6-123 790424970 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第312-97 平成30年8月8日 令和6年8月31日 平成24年8月3日
000028 4000136234 マックスバリュ古坂店（寿司） 675-2303 加西市北条町古坂6-123 790424970 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第312-98 平成30年8月8日 令和6年8月31日 平成24年8月3日
000028 4000136235 マックスバリュ古坂店 675-2303 加西市北条町古坂6-123 790424970 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第312-99 平成30年8月8日 令和6年8月31日 平成24年8月3日
000028 4000136236 マックスバリュ古坂店（サンド） 675-2303 加西市北条町古坂6-123 790424970 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第312-100 平成30年8月8日 令和6年8月31日 平成24年8月3日
000028 4000136237 マックスバリュ古坂店 675-2303 加西市北条町古坂6-123 790424970 喫茶店営業 自動販売機 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第312-99 平成29年7月31日 令和5年8月31日 平成24年8月3日
000028 4000136320 ふるさと工房夢蔵 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店40L 小西 京子 北播(加健)第312-62 令和4年7月29日 令和9年8月31日 令和4年7月29日
000028 4000136352 お菓子工房Ａｌｉｃｅ 673-1115 三木市吉川町大沢359-2 794722972 菓子製造業 一般 株式会社吉川交通 代表取締役 武田 茂雄 673-1129 兵庫県三木市吉川町渡瀬178-1 794722666 北播(加健)第313-69 平成30年7月12日 令和6年8月31日 平成24年8月15日
000028 4000136372 フード　スギ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 杉本 勝義 北播(加健)第311-53 令和4年8月17日 令和9年8月31日 令和4年8月17日
000028 4000136512 トラットリア　オンベリーコ 677-0035 西脇市上戸田166-1 795234399 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮﨑 博 北播(加健)第312-80 平成30年7月23日 令和6年8月31日 平成24年8月27日
000028 4000136585 セブン00イレブン三木小林店 673-0434 三木市別所町小林1225-4 794825016 飲食店営業(4)その他 一般 向山 昌宏 北播(加健)第313-82 平成30年7月19日 令和6年8月31日 平成24年8月29日
000028 4000136610 せん 677-0043 西脇市下戸田29-1 795232339 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 堀口 千春 北播(加健)第312-107 平成30年8月8日 令和6年8月31日 平成24年8月31日
000028 4000136679 ぴんくの兎 673-0403 三木市末広2-3-37 794836667 飲食店営業(4)その他 一般 西本 智子 北播(加健)第313-110 平成30年8月20日 令和6年8月31日 平成24年8月31日
000028 4000136709 トーホーストア緑が丘店 673-0531 三木市緑が丘町西1-6-1 794840047 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社トーホーストア 代表取締役 橋本 博文 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西五丁目9番 788452412 北播(加健)第313-88 令和1年11月19日 令和8年11月30日 平成24年9月3日
000028 4000136710 トーホーストア緑が丘店 673-0531 三木市緑が丘町西1-6-1 794840047 そうざい製造業 一般 株式会社トーホーストア 代表取締役 橋本 博文 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西五丁目9番 788452412 北播(加健)第313-89 令和1年11月19日 令和8年11月30日 平成24年9月3日
000028 4000136711 トーホーストア緑が丘店 673-0531 三木市緑が丘町西1-6-1 794840047 魚介類販売業 一般 株式会社トーホーストア 代表取締役 橋本 博文 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西五丁目9番 788452412 北播(加健)第313-90 令和1年11月19日 令和8年11月30日 平成24年9月3日
000028 4000136714 トーホーストア緑が丘店 673-0531 三木市緑が丘町西1-6-1 794840047 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社トーホーストア 代表取締役 橋本 博文 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西五丁目9番 788452412 北播(加健)第313-92 令和1年11月19日 令和8年11月30日 平成24年9月3日
000028 4000136748 有限会社 スタイルアップ　笑仁 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 有限会社 スタイルアップ　笑仁 取締役 藤原 大輔 677-0014 兵庫県西脇市郷瀬町110-1 795252007 北播(加健)第312-95 令和4年10月26日 令和9年11月30日 令和4年10月26日
000028 4000136765 坂本精肉店 679-0303 西脇市黒田庄町前坂11 795285995 飲食店営業(4)その他 一般 坂本 守 北播(加健)第312-153 平成30年11月26日 令和6年11月30日 平成24年9月7日
000028 4000136822 魚・彩・庵　あづま屋 675-2213 加西市西笠原町172-65 790482952 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 能瀬 明久 北播(加健)第312-155 平成30年11月26日 令和6年11月30日 平成24年9月18日
000028 4000136831 スナック星の砂 675-2303 加西市北条町古坂1-1 790430766 飲食店営業(4)その他 一般 西田 チエミ 北播(加健)第312-148 平成30年11月13日 令和6年11月30日 平成24年9月19日
000028 4000136839 社会福祉法人一陽会  特別養護老人ホーム　えびすの郷 673-0413 三木市大塚206-6 794820300 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ニチダン 代表取締役 小笠原 力一 545-0021 大阪府大阪市阿倍野区阪南町5-3-5 666232551 北播(加健)第313-60 令和1年10月10日 令和8年11月30日 平成24年9月21日
000028 4000136840 喫茶えびす 673-0413 三木市大塚206-6 794820300 喫茶店営業 一般 社会福祉法人一陽会 理事長 服部 哲也 673-0413 兵庫県三木市大塚218-3 794829330 北播(加健)第313-61 令和1年10月10日 令和8年11月30日 平成24年9月21日
000028 4000136842 神和保育園　新館 673-0402 三木市加佐八幡本176-1 794827363 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 イフスコヘルスケア株式会社 代表取締役 髙石 清彦 553-0003 大阪府大阪市福島区福島七丁目１５番２６号 664583916 北播(加健)第313-139 平成30年10月22日 令和6年11月30日 平成24年9月21日
000028 4000136923 いけや 673-0534 三木市緑が丘町本町1-201-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 池 都彦 北播(加健)第313-151 平成30年11月9日 令和6年11月30日 平成24年9月28日
000028 4000136985 サンユーペイント㈱兵庫工場 673-1425 加東市西古瀬1081-1 795424681 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目3番20号 664583901 北播(加健)第311-128 平成30年10月29日 令和6年11月30日 平成24年9月28日
000028 4000137015 am-mirifico 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 石井 美里 北播(加健)第311-67 令和4年10月7日 令和9年11月30日 令和4年10月7日
000028 4000137020 Jumble 673-1453 加東市貝原319-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石井 敏敬 北播(加健)第311-115 平成30年10月15日 令和6年11月30日 平成24年10月2日
000028 4000137026 ダイリキ小野店 675-1378 小野市王子町868-1イオン小野店１Ｆ 794636888 飲食店営業(4)その他 一般 ダイリキ株式会社 代表取締役社長 髙橋 淳 550-0013 大阪府大阪市西区新町1-27-9 665357770 北播(加健)第311-129 平成30年10月29日 令和6年11月30日 平成24年10月3日
000028 4000137033 ヤシロカントリークラブ 673-1474 加東市牧野小豆谷1860-2ヤシロカントリークラブ 795426000 飲食店営業(4)その他 一般 ＰＧＭプロパティーズ株式会社 代表取締役 田中 耕太郎 110-0015 東京都台東区東上野1-14-7 357768800 北播(加健)第311-121 平成30年10月25日 令和6年11月30日 平成24年10月4日
000028 4000137037 カフェテラスしゅう 673-0422 三木市与呂木628 794835567 飲食店営業(4)その他 一般 米澤 修二 北播(加健)第313-155 平成30年11月14日 令和6年11月30日 平成24年10月5日
000028 4000137046 有限会社　食品衛生デザインオフィス 679-0103 加西市別府町甲2430 790470150 添加物製造業 一般 有限会社　食品衛生デザインオフィス 取締役 西村 章 679-0103 兵庫県加西市別府町甲2430 790470150 北播(加健)第312-140 平成30年10月29日 令和6年11月30日 平成24年10月5日
000028 4000137049 あじさい庵 677-0026 西脇市坂本454-1 795222387 飲食店営業(4)その他 一般 渡邊 貴道 北播(加健)第312-116 平成30年10月5日 令和6年11月30日 平成24年10月5日
000028 4000137082 一期一会 673-0404 三木市大村616-1 794888000 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＧＭＳ 代表取締役 金山 雄二 673-0424 兵庫県三木市自由が丘本町2丁目194番地 794810707 北播(加健)第313-160 平成30年11月30日 令和6年11月30日 平成24年10月9日
000028 4000137146 でんでん虫の家 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店40L 社会福祉法人 でんでん虫の会 理事長 井上 雄紀 673-1334 兵庫県加東市吉井768番地5 795460873 北播(加健)第311-83 令和4年10月31日 令和9年11月30日 令和4年10月31日
000028 4000137153 サイゼリヤ イオン小野店 675-1378 小野市王子町868-1 794649750 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社サイゼリヤ 代表取締役 正垣 泰彦 342-0008 埼玉県吉川市旭2-5 489919611 北播(加健)第311-138 平成30年11月13日 令和7年11月30日 平成24年10月10日
000028 4000137204 ファーマーズマーケット ふれすこ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L みのり農業協同組合 代表理事組合長 神澤 友重 673-1431 兵庫県加東市社1777-1 795425141 北播(加健)第311-72 令和4年10月17日 令和9年11月30日 令和4年10月17日
000028 4000137211 特産開発センター 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L みのり農業協同組合 代表理事組合長 神澤 友重 673-1431 兵庫県加東市社1777-1 795425141 北播(加健)第311-86 令和4年11月7日 令和9年11月30日 令和4年11月7日
000028 4000137227 まるわ 679-0206 加東市穂積619-1 795480840 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 寺田 利広 北播(加健)第311-132 平成30年10月31日 令和6年11月30日 平成24年10月16日
000028 4000137246 カラオケＢＯＸエリーゼ 675-2212 加西市東笠原町6-1 790482739 飲食店営業(4)その他 一般 香村 曉志 北播(加健)第312-129 平成30年10月15日 令和6年11月30日 平成24年10月23日
000028 4000137250 カフェ「あんずの里」 677-0031 西脇市住吉町1020 795228180 飲食店営業(4)その他 一般 坂本 博美 北播(加健)第312-131 平成30年10月19日 令和6年11月30日 平成24年10月19日
000028 4000137263 創和加工 673-0433 三木市福井2335-1 794825544 菓子製造業 一般 有馬 憲太郎 北播(加健)第313-154 平成30年11月13日 令和6年11月30日 平成24年10月23日
000028 4000137294 駅舎工房　モン・ファボリ 675-2212 加西市東笠原町240-5 菓子製造業 一般 社会福祉法人　ゆたか会 理事長 蓬莱 和裕 675-2202 兵庫県加西市野条町86-93 790482521 北播(加健)第312-119 平成30年10月10日 令和6年11月30日 平成24年10月25日
000028 4000137295 駅舎工房　モン・ファボリ 675-2212 加西市東笠原町240-5 飲食店営業(4)その他 一般 社会福祉法人　ゆたか会 理事長 蓬莱 和裕 675-2202 兵庫県加西市野条町86-93 790482521 北播(加健)第312-120 平成30年10月10日 令和6年11月30日 平成24年10月25日
000028 4000137299 Bân cafe 673-1334 加東市吉井362-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 金川 飛鳥 北播(加健)第311-135 平成30年11月6日 令和6年11月30日 平成24年10月24日
000028 4000137325 焼肉ホルモン くすくす 679-0211 加東市上滝野2121 795481194 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 神田 誠 北播(加健)第311-127 平成30年10月26日 令和6年11月30日 平成24年10月26日
000028 4000137364 稲坂油圧機器㈱滝野第二工場  休憩所 679-0221 加東市河高黒石1816-181 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 北播(加健)第311-81 令和4年10月26日 令和10年11月30日 令和4年10月26日
000028 4000137420 福本精肉店 673-0413 三木市大塚2-1-11 794821955 食肉販売業 一般 福本 昭利 北播(加健)第313-122 平成30年10月5日 令和6年11月30日 平成24年11月5日
000028 4000137487 ふく蔵 675-2223 加西市三口町1048 790482005 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 富久錦株式会社 代表取締役 稲岡 敬之 675-2223 兵庫県加西市三口町1048 790482111 北播(加健)第312-126 平成30年10月15日 令和6年11月30日 平成24年10月31日
000028 4000137518 平井グループ 673-0511 三木市志染町志染中46 794873012 みそ製造業 一般 表 節子 北播(加健)第313-125 平成30年10月11日 令和6年11月30日 平成24年11月13日
000028 4000137544 房舎 673-1456 加東市窪田261-1 795421133 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　和顔家 代表取締役 中馬 誠 673-1432 兵庫県加東市ひろのが丘4-10 795422166 北播(加健)第311-143 平成30年11月29日 令和6年11月30日 平成24年11月15日
000028 4000137583 創作料理　しゃかりき 673-0403 三木市末広3-2-30 794823671 そうざい製造業 一般 松本 栄治 北播(加健)第313-140 平成30年10月22日 令和6年11月30日 平成24年11月16日
000028 4000137604 くら寿司　滝野社店 679-0201 加東市曽我67 795481610 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 くら寿司株式会社 代表取締役 田中 邦彦 599-8253 大阪府堺市中区深阪一丁2番2号 722398071 北播(加健)第311-126 平成30年10月26日 令和7年11月30日 平成24年11月19日
000028 4000137621 ローソン多可郡中町南店 679-1132 多可郡多可町中区坂本124-1 795323744 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 藤本 敦 北播(加健)第312-91 令和1年10月23日 令和8年11月30日 平成24年11月21日
000028 4000137628 Ｐｉｃｏ・Ｌａｐｉｎ 673-0521 三木市志染町青山2-11-1 794850849 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 白石 智子 北播(加健)第313-129 平成30年10月17日 令和6年11月30日 平成24年11月21日
000028 4000137629 Ｐｉｃｏ・Ｌａｐｉｎ 673-0521 三木市志染町青山2-11-1 794850849 菓子製造業 一般 白石 智子 北播(加健)第313-130 平成30年10月17日 令和6年11月30日 平成24年11月21日
000028 4000137840 遊來 673-0403 三木市末広3-6-52 794827210 飲食店営業(4)その他 一般 長池 裕希 北播(加健)第313-156 平成30年11月14日 令和6年11月30日 平成24年11月30日
000028 4000137947 紫川ラーメン 679-0212 加東市下滝野1-105-1 795481678 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 進藤 泰広 北播(加健)第312-165 平成31年1月22日 令和7年2月28日 平成24年12月6日
000028 4000137962 ばず 673-0403 三木市末広3-14-23 794830277 飲食店営業(4)その他 一般 長谷川 洋子 北播(加健)第313-184 平成31年2月13日 令和7年2月28日 平成24年12月13日
000028 4000137993 明日香　社店 673-1423 加東市東古瀬143-3 795424217 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 成 徳根 北播(加健)第311-169 平成31年1月25日 令和7年2月28日 平成24年12月12日
000028 4000138009 カフェ・ド・コポリ 675-1334 小野市大島町1625-1 794604022 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 本山 拓朗 北播(加健)第311-147 平成31年1月11日 令和7年2月28日 平成24年12月14日
000028 4000138112 焼肉　入舟 675-1354 小野市河合西町1252-1 794665150 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小澤 ちあき 北播(加健)第311-174 平成31年1月29日 令和7年2月28日 平成24年12月21日
000028 4000138132 韓国料理　新邱里 673-0541 三木市志染町広野5-293 794843309 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 新成建設株式会社 代表取締役 窪 清子 673-0541 兵庫県三木市志染町広野5-293 794850002 北播(加健)第313-172 平成31年1月31日 令和7年2月28日 平成24年12月25日
000028 4000138213 うららか・のうえん 実里 673-0751 三木市口吉川町里脇784 794881100 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社 実里 代表取締役 大西 庸市 673-0751 兵庫県三木市口吉川町里脇780 794881100 北播(加健)第313-180 平成31年2月5日 令和7年2月28日 平成24年12月28日
000028 4000138220 うどん職人　えびす庵 675-1327 小野市市場町57-1 794631144 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一般社団法人　エィビーエス 代表理事 臼井 英之 675-1327 兵庫県小野市市場町57-1 794631144 北播(加健)第311-161 平成31年1月22日 令和7年2月28日 平成25年1月4日
000028 4000138221 うどん職人　えびす庵 675-1327 小野市市場町57-1 794631144 めん類製造業 一般 一般社団法人　エィビーエス 代表理事 臼井 英之 675-1327 兵庫県小野市市場町57-1 794631144 北播(加健)第311-162 平成31年1月22日 令和7年2月28日 平成25年1月4日
000028 4000138228 たきっこ 679-0212 加東市下滝野1-98 795480528 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 永井 修平 北播(加健)第311-185 平成31年2月28日 令和7年2月28日 平成25年1月8日
000028 4000138481 トーホーストア志染駅前店（すしＢ１Ｆ） 673-0551 三木市志染町西自由が丘1-324 794877111 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社トーホーストア 代表取締役 橋本 博文 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西五丁目9番 788452412 北播(加健)第313-171 平成31年1月30日 令和7年2月28日 平成25年1月30日
000028 4000138537 ～真～　shin 673-0434 三木市別所町小林688-2 794855337 飲食店営業(4)その他 一般 松林 麻衣子 北播(加健)第313-161 平成31年1月17日 令和7年2月28日 平成25年1月31日
000028 4000138570 Bân cafe 673-1334 加東市吉井362-2 菓子製造業 一般 金川 飛鳥 北播(加健)第311-173 平成31年1月25日 令和7年2月28日 平成25年2月6日
000028 4000138624 社会福祉法人真生福祉会　あけぼの認定こども園 673-0512 三木市志染町井上684 794873222 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三木給食協同組合 理事長 末陰 孝博 673-0443 兵庫県三木市別所町巴56 794822367 北播(加健)第313-169 平成31年1月28日 令和7年2月28日 平成25年2月12日
000028 4000138743 お好み焼き　菜菜ちゃん 677-0054 西脇市野村町1251-1 795232285 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 浜田 美有紀 北播(加健)第312-169 平成31年1月30日 令和7年2月28日 平成25年2月21日
000028 4000138790 一期一会　別所店 673-0434 三木市別所町小林734-96 794832322 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＧＭＳ 代表取締役 金山 雄二 673-0424 兵庫県三木市自由が丘本町2丁目194番地 794810707 北播(加健)第313-186 平成31年2月18日 令和7年2月28日 平成25年2月25日
000028 4000138826 スナック　セチア 679-0211 加東市上滝野794-1 飲食店営業(4)その他 一般 吉田 拓馬 北播(加健)第311-177 平成31年2月5日 令和7年2月28日 平成25年2月27日
000028 4000138978 パチンコ　オトム２ 673-0402 三木市加佐260-12 794738633 飲食店営業(4)その他 一般 大本観光株式会社 代表取締役 大本 倫典 650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通1-11-17 794836868 北播(加健)第313-32 令和1年5月27日 令和7年5月31日 平成25年3月7日
000028 4000139102 西濃運輸(株)加西支店 675-2101 加西市繁昌町341 790492288 喫茶店営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第312-46 平成30年5月10日 令和5年5月31日 平成25年3月18日
000028 4000139152 三日月 673-0403 三木市末広3-323-2 スエカゲビル2F 794826660 飲食店営業(4)その他 一般 橋本 亮 北播(加健)第313-16 平成31年4月25日 令和7年5月31日 平成25年3月21日
000028 4000139204 青野原駐屯地　隊員食堂 675-1351 小野市桜台1 794667301 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 キョウワプロテック株式会社 代表取締役 吾妻 学 960-8061 福島県福島市五月町3-20 245210911 北播(加健)第311-53 令和2年5月29日 令和9年5月31日 平成25年3月26日
000028 4000139221 三木精愛園 673-0534 三木市緑が丘町本町2-3 794873058 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小野マルタマフーズ株式会社 代表取締役 畑 昭身 675-1367 兵庫県小野市敷地町1412-1 794631110 北播(加健)第313-19 平成31年4月26日 令和7年5月31日 平成25年3月26日
000028 4000139242 焼肉　はるちゃん 673-0445 三木市別所町西這田1-185 794834741 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩井 春子 北播(加健)第313-7 平成31年4月18日 令和7年5月31日 平成25年3月26日
000028 4000139246 たのしい空間　with遊 673-0435 三木市別所町高木字大山949-410 飲食店営業(4)その他 一般 宮脇 則夫 北播(加健)第313-12 平成31年4月18日 令和7年5月31日 平成25年3月26日
000028 4000139342 トミタテクノス㈱小野　事務所前（CCBJI受託） 675-1334 小野市大島町1383 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25番24号 664455518 北播(加健)第北播(加健)第311-28 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 4000139355 岩花フードワークス 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 藤田 千洋 北播(加健)第313-7 令和5年4月26日 令和10年5月31日 令和5年4月26日
000028 4000139436 オーロラ食堂 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社　アヴィックス 代表取締役 安部 奈々 671-2535 兵庫県宍粟市山崎町宇原241-1 790642313 北播(加健)第311-22 令和5年4月26日 令和10年5月31日 令和5年4月26日
000028 4000139444 アルファ作業所 000-0000 県下一円（ただし神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店40L 特定非営利活動法人ポプラ 理事 小丸 祥子 673-1431 兵庫県加東市社482番地1 795427947 北播(加健)第311-25 令和5年4月24日 令和10年5月31日 令和5年4月24日
000028 4000139501 ヨーロピアンカフェ　明日香　西脇市民病院前店 677-0044 西脇市上野235 795227177 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中島 和人 北播(加健)第312-36 令和1年5月29日 令和7年5月31日 平成25年4月11日



000028 4000139519 製麺所　山伏 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 井上 英樹 北播(加健)第312-17 平成30年4月13日 令和5年5月31日 平成25年4月15日
000028 4000139543 株式会社共進牧場　浄谷工場 675-1317 小野市浄谷町1544 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目3番20号 664583901 北播(加健)第311-19 令和2年4月21日 令和9年5月31日 平成25年4月12日
000028 4000139547 カフェ　ＯＴＴＯ 673-0532 三木市緑が丘町中1-8-24 794872021 飲食店営業(4)その他 一般 浅野 智子 北播(加健)第313-4 平成31年4月15日 令和7年5月31日 平成25年4月15日
000028 4000139568 すし官太　三木店 673-0404 三木市大村114-1 794821228 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社カネミツ食品 代表取締役 清水 明 670-0802 兵庫県姫路市砥堀297番地の4 792642303 北播(加健)第313-3 平成31年4月11日 令和7年5月31日 平成25年4月17日
000028 4000139630 台湾料理　華晟 675-2432 加西市満久町76 790359555 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 華晟株式会社 代表取締役 杜 洋 675-2432 兵庫県加西市満久町76 北播(加健)第312-31 令和1年5月10日 令和7年5月31日 平成25年4月18日
000028 4000139688 特別養護老人ホーム フロイデ滝野 679-0212 加東市下滝野字高倉1283-37 795481745 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目3番20号 664588801 北播(加健)第311-15 令和1年5月8日 令和7年5月31日 平成25年4月25日
000028 4000139705 千ケ峰ＴＡｉＹＡＫｉ宮崎 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 宮崎 節男 北播(加健)第312-36 平成30年4月26日 令和5年5月31日 平成25年4月23日
000028 4000139706 セブン00イレブン西脇和田店 677-0052 西脇市和田町193-1 795225711 飲食店営業(4)その他 一般 藤田 和昌 北播(加健)第312-8 平成31年4月11日 令和7年5月31日 平成25年4月23日
000028 4000139707 セブン00イレブン西脇和田店 677-0052 西脇市和田町193-1 795225711 菓子製造業 一般 藤田 和昌 北播(加健)第312-9 平成31年4月11日 令和7年5月31日 平成25年4月23日
000028 4000139807 共進牧場レストラン　ミルカーズ 675-1317 小野市浄谷町1544共進牧場　浄谷工場内 794637497 菓子製造業 一般 ㈱共進舎牧農園 代表取締役社長 中尾 弘三 650-0016 兵庫県神戸市中央区橘通1-2-12 783711761 北播(加健)第311-1 平成31年4月8日 令和7年5月31日 平成25年5月1日
000028 4000139929 フレッシュバザール小野王子店 675-1378 小野市王子町山ノ下37 794620310 菓子製造業 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 北播(加健)第311-9 平成31年4月22日 令和7年5月31日 平成25年5月10日
000028 4000139932 コメダ珈琲店　三木平田店 673-0405 三木市平田2-1-5 794827688 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 興永産業株式会社 代表取締役 津田 光博 814-0101 福岡県福岡市城南区荒江一丁目28番18号 992521125 北播(加健)第313-22 令和1年5月13日 令和7年5月31日 平成25年5月14日
000028 4000139944 魚民 673-0541 三木市志染町広野1-73 794872988 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　モンテローザフーズ 代表取締役 大神 輝博 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町一丁目21番1号 422368888 北播(加健)第313-6 令和2年4月22日 令和9年5月31日 平成25年5月15日
000028 4000139980 焼鳥　おばけ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 告野 浩通 北播(加健)第313-37 平成30年5月9日 令和5年5月31日 平成25年5月20日
000028 4000139990 ＪＡグループ兵庫屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 全国農業協同組合連合会 代表理事 神出 元一 100-0004 東京都千代田区大手町一丁目3番1号 北播(加健)第311-44 平成30年5月14日 令和5年5月31日 平成25年5月17日
000028 4000139992 あすなろの郷 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店40L 特定非営利活動法人やちよ 理事長 工古田 隆夫 677-0121 兵庫県多可郡多可町八千代区中野間131 795371349 北播(加健)第312-30 令和5年4月28日 令和10年5月31日 令和5年4月28日
000028 4000140022 JA兵庫みらい　農産物加工所 675-1317 小野市浄谷町278 794636905 ソース類製造業 一般 兵庫みらい農業協同組合 代表理事組合長 小紫 康正 675-1379 兵庫県加西市玉野町1156-1 790471255 北播(加健)第311-25 令和2年4月21日 令和9年5月31日 平成25年5月20日
000028 4000140023 JA兵庫みらい　農産物加工所 675-1317 小野市浄谷町278 794636905 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 兵庫みらい農業協同組合 代表理事組合長 小紫 康正 675-1379 兵庫県加西市玉野町1156-1 790471255 北播(加健)第311-26 令和2年4月21日 令和9年5月31日 平成25年5月20日
000028 4000140035 ｓｈｉｎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店80L 宮﨑 眞人 北播(加健)第311-18 令和5年4月25日 令和10年5月31日 令和5年4月25日
000028 4000140110 trattoria da Ruzzo 673-0404 三木市大村188-1広夢プラザ1-B 794827808 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 野中 雄一 北播(加健)第313-6 平成31年4月15日 令和7年5月31日 平成25年5月24日
000028 4000140139 五味五感 677-0038 西脇市大垣内358 795224483 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 稲垣 勝子 北播(加健)第312-12 平成31年4月11日 令和7年5月31日 平成25年5月24日
000028 4000140371 タコタン本舗 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 井澤 高志 北播(加健)第311-106 平成30年8月20日 令和5年8月31日 平成25年6月5日
000028 4000140402 ＣＡＳＰＩＡＮ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 ムサビ ジャリル 北播(加健)第312-68 平成30年7月10日 令和5年8月31日 平成25年6月12日
000028 4000140526 キャンベル食品工業株式会社 673-0434 三木市別所町小林734-689 794824751 清涼飲料水製造業 一般 キャンベル食品工業株式会社 代表取締役 久保 憲政 652-0846 兵庫県神戸市兵庫区出在家町1-5-14 794824751 北播(加健)第313-58 令和1年8月22日 令和7年8月31日 平成25年6月28日
000028 4000140545 スナック　あずみ 673-0532 三木市緑が丘町中1-6-22 794870720 飲食店営業(4)その他 一般 薬師 純子 北播(加健)第313-50 令和1年7月30日 令和7年8月31日 平成25年6月27日
000028 4000140546 株式会社フレッシュフィールド 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社フレッシュフィールド 代表取締役 谷本 光正 661-0953 兵庫県尼崎市東園田町6-93-2 664932088 北播(加健)第311-74 平成30年7月25日 令和5年8月31日 平成25年6月27日
000028 4000140547 喫茶・お食事　さくら 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 前野 宣昭 北播(加健)第313-66 平成30年7月12日 令和5年8月31日 平成25年6月27日
000028 4000140565 Ｔｒａｓｈ 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 西畑 和哉 北播(加健)第313-67 平成30年7月6日 令和5年8月31日 平成25年6月27日
000028 4000140574 リトルキッチン 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市明石市及び西宮市を除く） 喫茶店営業 露店 馬場 実里 北播(加健)第311-59 平成30年7月10日 令和5年8月31日 平成25年6月26日
000028 4000140626 鳥八 673-0551 三木市志染町西自由が丘1-432 794872289 飲食店営業(4)その他 一般 仲上 周作 北播(加健)第313-46 令和1年7月25日 令和7年8月31日 平成25年7月3日
000028 4000140632 焼肉の牛太　小野店 675-1371 小野市黒川町1828 794620729 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社焼肉の牛太 代表取締役 松田 清治 670-0826 兵庫県姫路市楠町113 792215129 北播(加健)第311-47 令和1年7月22日 令和7年8月31日 平成25年6月28日
000028 4000140649 エル・ファーロ 675-2312 加西市北条町北条913 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人　さくらの家 理事長 黒田 廣之 675-2312 兵庫県加西市北条町北条913 790433334 北播(加健)第312-66 令和1年8月21日 令和7年8月31日 平成25年7月2日
000028 4000140663 ごはん亭 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 特定非営利活動法人　北播磨ラベンダー 理事長 森本 寿文 679-1324 兵庫県多可郡多可町加美区轟799-127 795361616 北播(加健)第312-94 平成30年8月3日 令和5年8月31日 平成25年7月3日
000028 4000140789 喫茶　ラベンダー 679-1324 多可郡多可町加美区轟799-127 795361616 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人　北播磨ラベンダー 理事長 森本 寿文 679-1324 兵庫県多可郡多可町加美区轟799-127 795361616 北播(加健)第312-60 令和1年7月29日 令和8年8月31日 平成25年7月16日
000028 4000140804 加西神姫レストラン（スナック） 675-2365 加西市畑町字松尾谷2772-6 790424001 飲食店営業(4)その他 一般 神姫フードサービス株式会社 代表取締役 伊藤 克也 670-0965 兵庫県姫路市東延末三丁目50番地 792883835 北播(加健)第312-50 令和1年7月17日 令和7年8月31日 平成25年7月16日
000028 4000140843 フロンティア 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 出井 和典 北播(加健)第311-109 平成30年8月23日 令和5年8月31日 平成25年7月18日
000028 4000140853 エアフォルク 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 森井 敬 北播(加健)第312-112 平成30年8月22日 令和5年8月31日 平成25年7月19日
000028 4000140895 たこ焼　とくら 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 十倉 美紀 北播(加健)第313-112 平成30年8月20日 令和5年8月31日 平成25年7月23日
000028 4000140922 大長丸 675-1317 小野市浄谷町1622-1 794632201 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 蓬萊 克典 北播(加健)第311-44 令和1年7月19日 令和7年8月31日 平成25年7月22日
000028 4000141002 ベーカリー＆レストラン　ＷＡＮ 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 794830810 飲食店営業(4)その他 露店 八木 久美子 北播(加健)第313-89 平成30年7月31日 令和5年8月31日 平成25年7月24日
000028 4000141259 うどん職人えびす庵 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 一般社団法人　エィビーエス 代表理事 臼井 英之 675-1327 兵庫県小野市市場町57-1 794631144 北播(加健)第311-58 平成30年7月10日 令和5年8月31日 平成25年7月31日
000028 4000141330 鯉清水 673-1402 加東市平木579 795451151 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　京屋 代表取締役 竹本 京 673-1402 兵庫県加東市平木字北中579 795451151 北播(加健)第311-38 令和1年7月12日 令和7年8月31日 平成25年8月2日
000028 4000141331 鯉清水 673-1402 加東市平木579 795451151 めん類製造業 一般 株式会社　京屋 代表取締役 竹本 京 673-1402 兵庫県加東市平木字北中579 795451151 北播(加健)第311-39 令和1年7月12日 令和7年8月31日 平成25年8月2日
000028 4000141332 丸亀製麺　滝野社店 679-0202 加東市多井田762 795481233 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社丸亀製麺 代表取締役 山口 寛 150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号 342218900 北播(加健)第311-98 令和2年7月30日 令和9年8月31日 平成25年8月2日
000028 4000141364 きさく 677-0043 西脇市下戸田38-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大﨑 陽一 北播(加健)第312-68 令和1年8月29日 令和7年8月31日 平成25年8月6日
000028 4000141368 カラオケ喫茶　歌集 673-0431 三木市本町3-1-26 794832778 喫茶店営業 一般 竹永 茂 北播(加健)第313-44 令和1年7月23日 令和7年8月31日 平成25年8月7日
000028 4000141469 別所ふるさと交流館　パク・パク 000-0000 三木市一円 飲食店営業(4)その他 露店 田中 邦昭 北播(加健)第313-96 平成30年7月31日 令和5年8月31日 平成25年8月14日
000028 4000141482 メキシカーナ・ホテル 677-0053 西脇市和布町字谷筋190-25 795241211 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社 シーダー 代表取締役 濱本 昌利 540-0026 大阪府大阪市中央区内本町2-1-19 第10松屋ビル 669440260 北播(加健)第312-52 令和1年7月18日 令和7年8月31日 平成25年8月14日
000028 4000141519 千手屋 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 大西 計嘉 北播(加健)第311-114 平成30年8月31日 令和5年8月31日 平成25年8月21日
000028 4000141653 ゆのやま　一休庵 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 794868880 飲食店営業(4)その他 露店 東洋物産工業株式会社 代表取締役 東 孝次 673-0443 兵庫県三木市別所町巴21番1 794830007 北播(加健)第313-108 平成30年8月13日 令和5年8月31日 平成25年8月27日
000028 4000141660 焼鳥専門店　さくら屋 675-1379 小野市上本町80-8 794637681 飲食店営業(4)その他 一般 松浦 能子 北播(加健)第311-48 令和1年7月23日 令和7年8月31日 平成25年8月27日
000028 4000141684 西脇カントリークラブ（東コース茶店） 677-0039 西脇市上比延町字中山1424-2 795221251 飲食店営業(4)その他 露店 ヨドコウ興発株式会社 代表取締役 岩﨑 博和 541-0059 大阪府大阪市中央区博労町四丁目2番15号 662458830 北播(加健)第312-73 平成30年7月9日 令和5年8月31日 平成25年8月28日
000028 4000141686 西脇カントリークラブ（北コース茶店） 677-0039 西脇市上比延町字中山1424-2 795221251 飲食店営業(4)その他 露店 ヨドコウ興発株式会社 代表取締役 岩﨑 博和 541-0059 大阪府大阪市中央区博労町四丁目2番15号 662458830 北播(加健)第312-72 平成30年7月9日 令和5年8月31日 平成25年8月28日
000028 4000141756 美豚 673-0431 三木市本町3-1-26 794838318 飲食店営業(4)その他 一般 木庭 真裕美 北播(加健)第313-59 令和1年8月30日 令和7年8月31日 平成25年8月30日
000028 4000141784 Ｃｏｏｋｉｎｇ　とも 677-0065 西脇市岡崎町211-55 1.8608E+12 そうざい製造業 一般 橋本 朋子 北播(加健)第312-95 令和1年10月23日 令和7年11月30日 平成25年9月3日
000028 4000141796 ふく福 673-1431 加東市社1536-1 795387062 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ふくわ 代表取締役 川崎 博輝 673-1431 兵庫県加東市社1536-1 795387062 北播(加健)第311-111 令和1年11月28日 令和7年11月30日 平成25年9月3日
000028 4000141809 サニーズ姫路店  （姫路８８０あ８２９） 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 菓子製造業 自動車 松本 英樹 北播(加健)第311-130 平成30年10月31日 令和5年11月30日 平成25年9月4日
000028 4000141815 ビュッフェ　キッチン　タパン 677-0054 西脇市野村町1796-82 795207144 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 頃安 潤一郎 北播(加健)第312-99 令和1年10月30日 令和7年11月30日 平成25年9月4日
000028 4000141831 すし宗 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 多田 義高 北播(加健)第313-121 平成30年10月5日 令和5年11月30日 平成25年9月6日
000028 4000141851 ヨコヤマ 675-1379 小野市上本町77-1 794625961 飲食店営業(4)その他 一般 横山 修 北播(加健)第311-67 令和1年10月8日 令和7年11月30日 平成25年9月9日
000028 4000141857 北播磨医療センター前カフェ　コア 675-1327 小野市市場町926-250 794639170 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社光洋 代表取締役 高木 孝昌 247-0014 神奈川県横浜市金沢区福浦一丁目5番1号 457527000 北播(加健)第311-173 令和2年11月30日 令和9年11月30日 平成25年9月10日
000028 4000141858 北播磨医療センター前カフェ　コア 675-1327 小野市市場町926-250 794639170 菓子製造業 一般 株式会社光洋 代表取締役 高木 孝昌 247-0014 神奈川県横浜市金沢区福浦一丁目5番1号 457527000 北播(加健)第311-174 令和2年11月30日 令和9年11月30日 平成25年9月10日
000028 4000141890 三木大村食堂 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 ニシカワフード有限会社 代表取締役 西川 克己 672-8074 兵庫県姫路市飾磨区加茂256-3 792349220 北播(加健)第313-157 平成30年11月19日 令和5年11月30日 平成25年9月17日
000028 4000141952 鳥貴族　三木店 673-0541 三木市志染町広野1-107　サンテビル２階 794888344 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社鳥貴族 代表取締役 江野澤 暢男 556-0020 大阪府大阪市浪速区立葉一丁目2番12号 665625333 北播(加健)第313-76 令和1年10月25日 令和7年11月30日 平成25年9月18日
000028 4000141992 北播磨総合医療センター内  レストランビアンモール 675-1327 小野市市場町926-250 794625018 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社光洋 代表取締役 高木 孝昌 247-0014 神奈川県横浜市金沢区福浦一丁目5番1号 457527000 北播(加健)第311-175 令和2年11月30日 令和9年11月30日 平成25年9月20日
000028 4000141998 北播磨総合医療センター内売店  グリーン　リーブス　モール 675-1327 小野市市場町926-250 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社光洋 代表取締役 高木 孝昌 247-0014 神奈川県横浜市金沢区福浦一丁目5番1号 457012203 北播(加健)第311-97 令和1年11月13日 令和7年11月30日 平成25年9月24日
000028 4000142034 わくわくステーション 673-0552 三木市志染町中自由が丘2-372-13 794870989 飲食店営業(4)その他 一般 特定非営利活動法人ぴかぴかクラブ 理事長 立石 豊子 673-0553 兵庫県三木市志染町東自由が丘二丁目356番地 794709070 北播(加健)第313-66 令和1年10月11日 令和7年11月30日 平成25年9月27日
000028 4000142072 北播磨総合医療センター 675-1327 小野市市場町926-250 794649707 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役社長 立林 勝美 100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 332873611 北播(加健)第311-153 令和2年11月9日 令和8年11月30日 平成25年9月27日
000028 4000142142 尾形商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 尾形 明子 北播(加健)第312-118 平成30年10月10日 令和5年11月30日 平成25年10月3日
000028 4000142154 有限会社こさる 000-0000 三木市 飲食店営業(4)その他 露店 有限会社こさる 代表取締役 鹿嶋 佑蘭 673-0433 兵庫県三木市福井1969-1 794838861 北播(加健)第313-159 平成30年11月28日 令和5年11月30日 平成25年10月4日
000028 4000142276 マスターズゴルフガーデン三木 675-1321 小野市山田町1451-46 794811230 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社延田エンタープライズ 代表取締役 延田 尚弘 542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋二丁目1番6号 662132401 北播(加健)第311-84 令和1年11月7日 令和7年11月30日 平成25年10月11日
000028 4000142339 スピリッツ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 有限会社 Dream Company Spirits 代表取締役 佐藤 康春 679-0212 兵庫県加東市下滝野1-133 795489911 北播(加健)第311-139 平成30年11月13日 令和5年11月30日 平成25年10月21日
000028 4000142347 喫茶　やまぐち 673-1434 加東市東実字西山751-51 795421113 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北播(加健)第311-71 令和1年10月9日 令和7年11月30日 平成25年10月18日
000028 4000142403 ふれあい喫茶　どんがらりん 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 髙橋 早弓 北播(加健)第313-123 平成30年10月15日 令和5年11月30日 平成25年10月25日
000028 4000142457 やきもんや　まぁる 000-0000 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市及び多可町 飲食店営業(4)その他 露店 丸山 宇津美 北播(加健)第311-145 平成30年11月30日 令和5年11月30日 平成25年10月28日
000028 4000142464 えぷろん三木 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 北井 保美 北播(加健)第313-131 平成30年10月22日 令和5年11月30日 平成25年10月29日
000028 4000142469 ハーベスト小野店 675-1371 小野市黒川町126-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ハーベスト株式会社 代表取締役 脇本 実 240-0004 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町2-120 453361109 北播(加健)第311-94 令和1年11月8日 令和7年11月30日 平成25年10月28日
000028 4000142491 お好みkitchen　はなはな 679-1135 多可郡多可町中区安坂82 795325087 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 実智代 北播(加健)第312-104 令和1年10月30日 令和7年11月30日 平成25年10月30日
000028 4000142613 イオン小野店　催事場 675-1378 小野市王子町868-1イオン小野店 794635121 飲食店営業(4)その他 露店 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0000 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126500 北播(加健)第311-116 平成30年10月22日 令和5年11月30日 平成25年11月8日
000028 4000142620 にしわき 677-0015 西脇市西脇字榎町1017-6 795222403 飲食店営業(4)その他 一般 森本 俊二 北播(加健)第312-103 令和1年10月30日 令和7年11月30日 平成25年11月8日
000028 4000142625 PIZZA　アルト　緑が丘店 673-0533 三木市緑が丘町東1-1-51 794877455 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉川 朋子 北播(加健)第313-80 令和1年10月31日 令和7年11月30日 平成25年11月11日
000028 4000142646 房舎＆わげんや 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社　和顔家 代表取締役 中馬 誠 673-1432 兵庫県加東市ひろのが丘4-10 795422166 北播(加健)第311-144 平成30年11月29日 令和5年11月30日 平成25年11月11日
000028 4000142684 アーバンホテル西脇 677-0053 西脇市和布町150-6 795230223 飲食店営業(3)旅館 一般 アーバンネクサス株式会社 代表取締役 藤原 禎子 677-0053 兵庫県西脇市和布町150番地の6 795230223 北播(加健)第312-109 令和1年11月6日 令和7年11月30日 平成25年11月14日
000028 4000142696 虹の会工房 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 特定非営利活動法人 虹の会工房 理事長 小林 孝敏 679-0303 兵庫県西脇市黒田庄町前坂2140 795285128 北播(加健)第312-154 平成30年11月26日 令和5年11月30日 平成25年11月13日
000028 4000142697 en famille 673-0533 三木市緑が丘町東1-1-46 794870812 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井上 強 北播(加健)第313-71 令和1年10月17日 令和7年11月30日 平成25年11月15日
000028 4000142700 さくら 675-2221 加西市倉谷町946 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 櫻井 美和子 北播(加健)第312-82 令和1年10月11日 令和7年11月30日 平成25年11月12日
000028 4000142747 亜麻の栽培を考える会 677-0132 多可郡多可町八千代区大和1520-1 795380753 菓子製造業 一般 門脇 保文 北播(加健)第312-94 令和1年10月23日 令和7年11月30日 平成25年11月18日
000028 4000142869 井上商店 675-1305 小野市脇本町274 794671180 菓子製造業 一般 井上 秀樹 北播(加健)第311-99 令和1年11月13日 令和7年11月30日 平成25年11月25日
000028 4000143027 カフェ＆ランチ　ひだまり 675-2213 加西市西笠原町536-1 790483477 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小谷 なな子 北播(加健)第312-106 令和1年10月30日 令和7年11月30日 平成25年11月27日
000028 4000143051 SURF　RIDER　cafe　bar 673-0533 三木市緑が丘町東1-8-8 794851981 飲食店営業(4)その他 一般 広岡 誠二 北播(加健)第313-119 令和2年2月18日 令和8年2月28日 平成25年12月3日
000028 4000143128 こはる日和 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 有限会社　大富 代表取締役 山田 公彦 572-0051 大阪府寝屋川市高柳1-4-13 728307285 北播(加健)第311-170 平成31年1月25日 令和6年2月29日 平成25年12月9日
000028 4000143182 パティスリー　ボン・グウ 679-0212 加東市下滝野3-106-4 795485389 菓子製造業 一般 尾形 真吾 北播(加健)第311-129 令和2年1月23日 令和8年2月28日 平成25年12月11日
000028 4000143241 ＮＰＯ法人北播磨生活応援団 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 内橋 くるみ 北播(加健)第311-150 平成31年1月15日 令和6年2月29日 平成25年12月18日
000028 4000143258 cafe 木かげ 675-2213 加西市西笠原町172-258 790482138 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 真理子 北播(加健)第312-175 令和2年2月10日 令和8年2月28日 平成25年12月18日
000028 4000143269 かいこう 675-2101 加西市繁昌町1330 790491456 飲食店営業(4)その他 一般 淺田 知津子 北播(加健)第312-145 令和2年1月17日 令和8年2月28日 平成25年12月19日
000028 4000143270 かいこう 675-2101 加西市繁昌町1330 790491456 菓子製造業 一般 淺田 知津子 北播(加健)第312-146 令和2年1月17日 令和8年2月28日 平成25年12月19日
000028 4000143282 ａｔｅｌｉｅｒ　Ｍ 677-0015 西脇市西脇771-180 795226650 菓子製造業 一般 蓮池 昌美 北播(加健)第312-171 令和2年2月5日 令和8年2月28日 平成25年12月20日
000028 4000143312 テキーラ 673-1301 加東市黒谷1216-92 795470268 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社 日本商事 代表取締役 安達 暁子 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町一丁目8番12号 351557335 北播(加健)第311-142 令和2年2月4日 令和8年2月28日 平成25年12月25日
000028 4000143314 東条湖おもちゃ王国　プリティぷりてぃ 673-1301 加東市黒谷1216-92 795470268 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社 日本商事 代表取締役 安達 暁子 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町一丁目8番12号 351557335 北播(加健)第311-140 令和2年2月4日 令和8年2月28日 平成25年12月25日
000028 4000143315 東条湖おもちゃ王国　プリティぷりてぃ 673-1301 加東市黒谷1216-92 795470268 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社 日本商事 代表取締役 安達 暁子 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町一丁目8番12号 351557335 北播(加健)第311-160 平成31年1月18日 令和6年2月29日 平成25年12月25日
000028 4000143317 東条湖おもちゃ王国　パクパク前屋台 673-1301 加東市黒谷1216-92 795470268 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社 日本商事 代表取締役 安達 暁子 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町一丁目8番12号 351557335 北播(加健)第311-158 平成31年1月18日 令和6年2月29日 平成25年12月25日
000028 4000143318 東条湖おもちゃ王国　グリーン前ブース 673-1301 加東市黒谷1216-92 795470268 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社 日本商事 代表取締役 安達 暁子 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町一丁目8番12号 351557335 北播(加健)第311-151 平成31年1月18日 令和6年2月29日 平成25年12月25日
000028 4000143319 東条湖おもちゃ王国　やきもの屋台 673-1301 加東市黒谷1216-92 795470268 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社 日本商事 代表取締役 安達 暁子 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町一丁目8番12号 351557335 北播(加健)第311-153 平成31年1月18日 令和6年2月29日 平成25年12月25日
000028 4000143326 モモン　スラン 677-0054 西脇市野村町582 795388785 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 坪井 高義 北播(加健)第312-178 令和2年2月14日 令和8年2月28日 平成25年12月25日
000028 4000143345 カクタス 673-1301 加東市黒谷1216-92 795470268 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社 日本商事 代表取締役 安達 暁子 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町一丁目8番12号 351557335 北播(加健)第311-143 令和2年2月4日 令和8年2月28日 平成25年12月25日
000028 4000143346 カクタス 673-1301 加東市黒谷1216-92 795470268 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社 日本商事 代表取締役 安達 暁子 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町一丁目8番12号 351557335 北播(加健)第311-156 平成31年1月18日 令和6年2月29日 平成25年12月25日
000028 4000143348 ソンブレロ 673-1301 加東市黒谷1216-92 795470268 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社 日本商事 代表取締役 安達 暁子 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町一丁目8番12号 351557335 北播(加健)第311-141 令和2年2月4日 令和8年2月28日 平成25年12月25日
000028 4000143349 ソンブレロ 673-1301 加東市黒谷1216-92 795470268 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社 日本商事 代表取締役 安達 暁子 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町一丁目8番12号 351557335 北播(加健)第311-154 平成31年1月18日 令和6年2月29日 平成25年12月25日
000028 4000143350 レストラン　グリーンハウス 673-1301 加東市黒谷1216-92 795470268 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社 日本商事 代表取締役 安達 暁子 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町一丁目8番12号 351557335 北播(加健)第311-138 令和2年2月4日 令和8年2月28日 平成25年12月25日
000028 4000143351 レストラン　グリーンハウス 673-1301 加東市黒谷1216-92 795470268 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社 日本商事 代表取締役 安達 暁子 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町一丁目8番12号 351557335 北播(加健)第311-155 平成31年1月18日 令和6年2月29日 平成25年12月25日
000028 4000143352 ファミリーレストラン　パクパク 673-1301 加東市黒谷1216-92 795470268 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社 日本商事 代表取締役 安達 暁子 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町一丁目8番12号 351557335 北播(加健)第311-144 令和2年2月4日 令和8年2月28日 平成25年12月25日
000028 4000143353 キングハット 673-1301 加東市黒谷1216-92 795470268 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社 日本商事 代表取締役 安達 暁子 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町一丁目8番12号 351557335 北播(加健)第311-137 令和2年2月4日 令和8年2月28日 平成25年12月25日



000028 4000143354 キングハット 673-1301 加東市黒谷1216-92 795470268 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社 日本商事 代表取締役 安達 暁子 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町一丁目8番12号 351557335 北播(加健)第311-159 平成31年1月18日 令和6年2月29日 平成25年12月25日
000028 4000143355 東条湖おもちゃ王国　ラーメン屋台 673-1301 加東市黒谷1216-92 795470268 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社 日本商事 代表取締役 安達 暁子 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町一丁目8番12号 351557335 北播(加健)第311-139 令和2年2月4日 令和8年2月28日 平成25年12月25日
000028 4000143357 東条湖おもちゃ王国　ビアブース 673-1301 加東市黒谷1216-92 795470268 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社 日本商事 代表取締役 安達 暁子 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町一丁目8番12号 351557335 北播(加健)第311-157 平成31年1月18日 令和6年2月29日 平成25年12月25日
000028 4000143358 東条湖おもちゃ王国　あげもの屋台 673-1301 加東市黒谷1216-92 795470268 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社 日本商事 代表取締役 安達 暁子 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町一丁目8番12号 351557335 北播(加健)第311-152 平成31年1月18日 令和6年2月29日 平成25年12月25日
000028 4000143385 安田畜産 673-1416 加東市久米693-2 795441368 食肉販売業 一般 安田 久美子 北播(加健)第311-134 令和2年1月27日 令和8年2月28日 平成25年12月26日
000028 4000143424 禅 675-2312 加西市北条町北条146-17 790430113 飲食店営業(4)その他 一般 西岡 妙子 北播(加健)第312-155 令和2年1月21日 令和8年2月28日 平成26年1月8日
000028 4000143490 スナック香港 677-0043 西脇市下戸田47 795225788 飲食店営業(4)その他 一般 村井 優子 北播(加健)第312-161 令和2年1月29日 令和8年2月28日 平成26年1月15日
000028 4000143520 らーめん七福神 673-0434 三木市別所町小林657-18 794822831 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 久保田 大介 北播(加健)第313-118 令和2年2月18日 令和8年2月28日 平成26年1月17日
000028 4000143523 ロッテリア　やしろビオ店 673-1431 加東市社1126-1やしろショッピングパークビオ 795429514 菓子製造業 一般 有限会社　ＡＣＴ 代表取締役 濱 英樹 590-0113 大阪府堺市南区晴美台3-11-3 722966753 北播(加健)第311-123 令和2年1月23日 令和8年2月28日 平成26年1月17日
000028 4000143536 ニングルの丘 675-1359 小野市昭和町458-313 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 植村 留美子 北播(加健)第311-118 令和2年1月17日 令和8年2月28日 平成26年1月20日
000028 4000143578 横尾歴史街道　町かど亭 675-2311 加西市北条町横尾121 790420057 飲食店営業(4)その他 一般 水田 兵衛 北播(加健)第312-154 令和2年1月21日 令和8年2月28日 平成26年1月27日
000028 4000143614 ヤマギシズム生活北条実顕地 農事組合法人 675-2321 加西市北条町東高室404-1 790420494 菓子製造業 一般 ヤマギシズム生活北条実顕地農事組合法人 理事 荒瀬 善広 675-2321 兵庫県加西市北条町東高室404-1 790420494 北播(加健)第312-147 令和2年1月21日 令和8年2月28日 平成26年1月28日
000028 4000143647 カフェ＆ギャラリー　かりん 675-1379 小野市上本町222 794628629 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鴨川 千鶴子 北播(加健)第311-113 令和2年1月10日 令和8年2月28日 平成26年1月28日
000028 4000143648 カフェ＆ギャラリー　かりん 675-1379 小野市上本町222 794628629 菓子製造業 一般 鴨川 千鶴子 北播(加健)第311-114 令和2年1月10日 令和8年2月28日 平成26年1月28日
000028 4000143677 えぇもん王国 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社　シャルム 代表取締役 深田 美香 675-2311 兵庫県加西市北条町横尾473-1 790421982 北播(加健)第312-161 平成31年1月16日 令和6年2月29日 平成26年1月31日
000028 4000143691 フロイデン八千代交流センター 677-0113 多可郡多可町八千代区俵田413 795371580 みそ製造業 一般 秋山 正 北播(加健)第312-170 令和2年2月5日 令和8年2月28日 平成26年1月31日
000028 4000143696 生垣商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 生垣 勝弘 北播(加健)第311-175 平成31年2月5日 令和6年2月29日 平成26年1月31日
000028 4000143739 米田ふれあい喫茶 673-1414 加東市上久米253-10 飲食店営業(4)その他 一般 山下 俊文 北播(加健)第311-136 令和2年1月29日 令和8年2月28日 平成26年2月4日
000028 4000143784 PIZZA　アルト　緑が丘店 673-0533 三木市緑が丘町東1-1-51 794877455 そうざい製造業 一般 吉川 朋子 北播(加健)第313-107 令和2年1月30日 令和8年2月28日 平成26年2月12日
000028 4000143785 PIZZA　アルト　緑が丘店 673-0533 三木市緑が丘町東1-1-51 794877455 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 吉川 朋子 北播(加健)第313-108 令和2年1月30日 令和8年2月28日 平成26年2月12日
000028 4000143838 坂本フーズ 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 坂本 勝幸 北播(加健)第312-166 平成31年1月22日 令和6年2月29日 平成26年2月10日
000028 4000143869 いっかく堂 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 松中 靖生 北播(加健)第311-163 平成31年1月22日 令和6年2月29日 平成26年2月10日
000028 4000143886 trattoria da Ruzzo 673-0404 三木市大村188-1広夢プラザ1-B 794827808 菓子製造業 一般 野中 雄一 北播(加健)第313-104 令和2年1月29日 令和8年2月28日 平成26年2月14日
000028 4000143914 ファミリーマート　西脇野村町店 677-0054 西脇市野村町772-1 795252785 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　よし田 代表取締役 吉田 博之 675-2102 兵庫県加西市中野町57 790490321 北播(加健)第312-158 令和2年1月29日 令和8年2月28日 平成26年2月17日
000028 4000143949 田園ダイニング＆カフェ Ririha 679-1115 多可郡多可町中区天田50-1 795325508 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北藤 富貴 北播(加健)第312-163 令和2年1月29日 令和8年2月28日 平成26年2月18日
000028 4000144008 ほっかほっか亭　末広店 673-0403 三木市末広3-335-2 794836999 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社テック 代表取締役 今西 龍介 669-2202 兵庫県丹波篠山市東吹330-3 795500919 北播(加健)第313-96 令和2年1月20日 令和8年2月28日 平成26年2月20日
000028 4000144015 兵庫県立フラワーセンター ギフトショップ 679-0106 加西市豊倉町飯森1282-1 790470469 喫茶店営業 露店 シンエーフーヅ株式会社 代表取締役 宮内 賢二 650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通二丁目3番2号三共神戸ツインビル2階 786916910 北播(加健)第312-174 平成31年2月22日 令和6年2月29日 平成26年2月21日
000028 4000144019 ごはんや凸 677-0054 西脇市野村町800-1 795387320 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 五島 幹夫 北播(加健)第312-188 令和2年2月26日 令和8年2月28日 平成26年2月20日
000028 4000144032 関西プランニングフーズ株式会社 675-2336 加西市坂元町48-1 790437677 菓子製造業 一般 関西プランニングフーズ株式会社 代表取締役 中尾 力 675-2336 兵庫県加西市坂元町48番地の1 790437677 北播(加健)第312-144 令和2年1月17日 令和8年2月28日 平成26年2月19日
000028 4000144033 関西プランニングフーズ株式会社 675-2336 加西市坂元町48-1 790437677 そうざい製造業 一般 関西プランニングフーズ株式会社 代表取締役 中尾 力 675-2336 兵庫県加西市坂元町48番地の1 790437677 北播(加健)第312-143 令和2年1月17日 令和8年2月28日 平成26年2月19日
000028 4000144050 誉田の館いろどり　味彩会 675-1309 小野市福住町247-5 794604717 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 大園 近子 北播(加健)第311-156 令和2年2月18日 令和8年2月28日 平成26年2月20日
000028 4000144051 誉田の館いろどり　味彩会 675-1309 小野市福住町247-5 794604717 菓子製造業 一般 大園 近子 北播(加健)第311-157 令和2年2月18日 令和8年2月28日 平成26年2月20日
000028 4000144163 ＣＡＦＥ　ＤＥ　ＡＲＣＨＥ 675-1366 小野市中島町72 794638491 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人　北播磨市民活動支援センター 理事長 柳田 吉亮 675-1366 兵庫県小野市中島町72 794638156 北播(加健)第311-146 令和2年2月4日 令和8年2月28日 平成26年2月26日
000028 4000144164 そばっ呼　甘中道場 675-2443 加西市笹倉町232-1 790442033 めん類製造業 一般 甘中 みすえ 北播(加健)第312-172 令和2年2月6日 令和8年2月28日 平成26年2月27日
000028 4000144165 そばっ呼　甘中道場 675-2443 加西市笹倉町232-1 790442033 飲食店営業(4)その他 一般 甘中 みすえ 北播(加健)第312-173 令和2年2月6日 令和8年2月28日 平成26年2月27日
000028 4000144262 田園ダイニング＆カフェ Ririha 679-1115 多可郡多可町中区天田50-1 795325508 菓子製造業 一般 北藤 富貴 北播(加健)第312-164 令和2年1月29日 令和8年2月28日 平成26年2月28日
000028 4000144302 生垣商店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 生垣 勝弘 北播(加健)第311-176 平成31年2月5日 令和6年2月29日 平成26年2月28日
000028 4000144303 フレッシュバザール西脇野村店（鮮魚寿司） 677-0054 西脇市野村町字大門1265 795240310 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15番地 773220001 北播(加健)第312-38 令和2年4月23日 令和9年5月31日 平成26年3月5日
000028 4000144345 すし官太　加西店 675-2311 加西市北条町横尾393-1 790421189 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社カネミツ食品 代表取締役 清水 明 670-0802 兵庫県姫路市砥堀297番地の4 792642303 北播(加健)第312-11 令和2年4月20日 令和8年5月31日 平成26年3月10日
000028 4000144475 創作居酒屋　のこあん 677-0052 西脇市和田町530 飲食店営業(4)その他 一般 別所 真人 北播(加健)第312-7 令和2年4月16日 令和8年5月31日 平成26年3月18日
000028 4000144512 ロッテリア三木サービスエリアＦＳ店 673-0402 三木市加佐字湯谷1142山陽自動車道三木ＳＡ下り線 794839771 菓子製造業 一般 株式会社ロッテリア 代表取締役 長久保 文康 108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 333781205 北播(加健)第313-38 令和2年4月21日 令和8年5月31日 平成26年3月20日
000028 4000144522 株式会社ロッテリアイオン小野店 675-1378 小野市王子町868-1 794631493 菓子製造業 一般 株式会社ロッテリア 代表取締役 長久保 文康 108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 333781205 北播(加健)第311-47 令和2年5月15日 令和8年5月31日 平成26年3月18日
000028 4000144525 ひろの認定こども園 673-0541 三木市志染町広野1-216 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 イフスコヘルスケア株式会社 代表取締役 髙石 清彦 553-0003 大阪府大阪市福島区福島七丁目１５番２６号 664583916 北播(加健)第313-44 令和3年5月24日 令和10年5月31日 平成26年3月24日
000028 4000144592 古川営農 675-1363 小野市古川町390 菓子製造業 一般 井上 令事 北播(加健)第311-23 令和2年4月21日 令和8年5月31日 平成26年3月20日
000028 4000144728 バランタイン 673-0423 三木市宿原293-3 794825919 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 (株)カフェバランタイン 代表取締役 鳥居 志朗 673-0423 兵庫県三木市宿原293-3 794825919 北播(加健)第313-42 令和2年4月22日 令和8年5月31日 平成26年3月28日
000028 4000144730 バランタイン 673-0423 三木市宿原295-1 794825919 菓子製造業 一般 (株)カフェバランタイン 代表取締役 鳥居 志朗 673-0423 兵庫県三木市宿原293-3 794825919 北播(加健)第313-43 令和2年4月22日 令和8年5月31日 平成26年3月28日
000028 4000144731 バランタイン 673-0423 三木市宿原295-1 794825919 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 (株)カフェバランタイン 代表取締役 鳥居 志朗 673-0423 兵庫県三木市宿原293-3 794825919 北播(加健)第313-44 令和2年4月22日 令和8年5月31日 平成26年3月28日
000028 4000144745 ＯｎｅＤｒｏｐ  （バングラデシュ教育支援の会） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 大西 登志子 北播(加健)第311-2 平成31年4月15日 令和6年5月31日 平成26年3月31日
000028 4000144763 小野起生園　内　厨房 675-1355 小野市新部町1丁通1320 794666121 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 富士産業株式会社 代表取締役 中村 勝彦 105-0004 東京都港区新橋5-32-7(FIビル) 354006111 北播(加健)第311-10 令和3年4月22日 令和10年5月31日 平成26年3月27日
000028 4000144788 小野福祉工場　内　厨房 675-1355 小野市新部町1丁通1320 794666561 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 富士産業株式会社 代表取締役 中村 勝彦 105-0004 東京都港区新橋5-32-7(FIビル) 354006111 北播(加健)第311-46 令和2年5月15日 令和8年5月31日 平成26年3月27日
000028 4000144852 天狗堂 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 井ノ上 匡 北播(加健)第312-13 平成31年4月12日 令和6年5月31日 平成26年4月3日
000028 4000144853 天狗堂 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 菓子製造業 露店 井ノ上 匡 北播(加健)第312-14 平成31年4月12日 令和6年5月31日 平成26年4月3日
000028 4000144934 西日本高速道路リテール株式会社　社売店下り線 673-1416 加東市久米8-7中国自動車道社パーキングエリア下り線 795423431 菓子製造業 一般 西日本高速道路リテール株式会社 代表取締役 古賀 喜治 530-0003 大阪府大阪市北区堂島二丁目4番27号 663438330 北播(加健)第311-17 令和2年4月21日 令和8年5月31日 平成26年4月7日
000028 4000144935 森脇商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 森脇 冬樹 北播(加健)第311-3 平成31年4月18日 令和6年5月31日 平成26年4月8日
000028 4000144936 森脇商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 森脇 冬樹 北播(加健)第311-4 平成31年4月18日 令和6年5月31日 平成26年4月8日
000028 4000145054 うさぎ 675-2213 加西市西笠原町536-1 790484552 飲食店営業(4)その他 一般 岡本 英子 北播(加健)第312-13 令和2年4月20日 令和8年5月31日 平成26年4月14日
000028 4000145061 あやとり　配食弁当 673-1454 加東市野村387-1 795426320 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 特定非営利活動法人　デイホーム　あやとり 理事長 髙橋 明子 673-1454 兵庫県加東市野村894 795426320 北播(加健)第311-16 令和2年4月21日 令和8年5月31日 平成26年4月11日
000028 4000145104 有限会社　大浦フーズ 675-2431 加西市島町190-1 790452130 食肉処理業 一般 有限会社　大浦フーズ 代表取締役 大浦 正彦 675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町1312 794524038 北播(加健)第312-59 令和2年5月27日 令和8年5月31日 平成26年4月15日
000028 4000145105 有限会社　大浦フーズ 675-2431 加西市島町190-1 790452130 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 有限会社　大浦フーズ 代表取締役 大浦 正彦 675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町1312 794524038 北播(加健)第312-60 令和2年5月27日 令和8年5月31日 平成26年4月15日
000028 4000145133 ふるさと工房夢蔵 679-1115 多可郡多可町中区天田340-1 795324477 飲食店営業(4)その他 一般 小西 京子 北播(加健)第312-14 令和2年4月23日 令和8年5月31日 平成26年4月18日
000028 4000145134 ふるさと工房夢蔵 679-1115 多可郡多可町中区天田340-1 795324477 菓子製造業 一般 小西 京子 北播(加健)第312-15 令和2年4月23日 令和8年5月31日 平成26年4月18日
000028 4000145136 ゆあせ 677-0003 西脇市西田町181-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小東 光隆 北播(加健)第312-42 令和2年5月11日 令和8年5月31日 平成26年4月16日
000028 4000145168 リップスティック 673-0434 三木市別所町小林688-8 794859089 飲食店営業(4)その他 一般 片岡 千穂 北播(加健)第313-55 令和2年5月26日 令和8年5月31日 平成26年4月17日
000028 4000145210 特別養護老人ホームなごやか 675-2105 加西市下宮木町512 790490081 飲食店営業(4)その他 一般 社会福祉法人　真秀会 理事長 澤中 章博 675-2105 兵庫県加西市下宮木町576番地 790490080 北播(加健)第312-40 令和2年4月28日 令和8年5月31日 平成26年4月24日
000028 4000145269 寺尾商店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 寺尾 賢一 北播(加健)第312-32 令和1年5月14日 令和6年5月31日 平成26年4月25日
000028 4000145273 前洋商店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 前田 洋伸 北播(加健)第312-27 平成31年4月25日 令和6年5月31日 平成26年4月25日
000028 4000145274 前洋商店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 菓子製造業 露店 前田 洋伸 北播(加健)第312-28 平成31年4月25日 令和6年5月31日 平成26年4月25日
000028 4000145275 前洋商店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 喫茶店営業 露店 前田 洋伸 北播(加健)第312-29 平成31年4月25日 令和6年5月31日 平成26年4月25日
000028 4000145293 小野物産館オースト内  クレオール珈琲店 675-1317 小野市浄谷町1545-321（ひまわりの丘公園内） 794620155 喫茶店営業 一般 東羅 利行 北播(加健)第311-39 令和2年4月28日 令和8年5月31日 平成26年4月25日
000028 4000145398 ローソン三木別所店 673-0445 三木市別所町西這田1-502-2 794839477 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社吉祥 代表取締役 中原 丈司 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家2206番地 794565005 北播(加健)第313-18 令和3年5月10日 令和10年5月31日 平成26年4月30日
000028 4000145523 株式会社　新緑　デリキッチンにしわき 679-0315 西脇市黒田庄町津万井66-1 795255775 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社 新緑 代表取締役 大山 康子 658-0003 兵庫県神戸市東灘区本山北町6-11-3 784523721 北播(加健)第312-49 令和3年5月17日 令和10年5月31日 平成26年5月13日
000028 4000145589 ココロン那珂　ｃｈａｔｔａｎａの森 679-1103 多可郡多可町中区牧野817-41 795324111 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社まちの駅・たか 代表取締役 佐藤 彰浩 679-1114 兵庫県多可郡多可町中区岸上281番地1 795207087 北播(加健)第312-35 令和2年4月22日 令和8年5月31日 平成26年5月16日
000028 4000145617 フードスギ 673-1431 加東市社794 79420022 魚介類販売業 一般 杉本 勝義 北播(加健)第311-5 令和2年4月21日 令和8年5月31日 平成26年5月20日
000028 4000145661 焼肉　あさひ 675-2443 加西市笹倉町363-7 790421621 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 美藤 久永 北播(加健)第312-68 令和2年5月29日 令和8年5月31日 平成26年5月22日
000028 4000145669 三和マーク工業（株）  加西　事務所裏現場（CCW受託） 675-2364 加西市窪田町501-1 喫茶店営業 自動販売機 株式会社　アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第312-35 令和1年5月23日 令和6年5月31日 平成26年5月22日
000028 4000145695 原始人会　土一七日屋台 675-2451 加西市上万願寺町120-1 790440150 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 池田 孝一 北播(加健)第312-61 令和2年5月27日 令和8年5月31日 平成26年5月26日
000028 4000145728 魚司 675-1379 小野市上本町237 794632396 飲食店営業(4)その他 一般 稲田 英紀 北播(加健)第311-30 令和2年4月21日 令和8年5月31日 平成26年5月20日
000028 4000145809 藤井電工株式会社 679-0211 加東市上滝野1573-2 795484711 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社入船 代表取締役 入江 建介 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町1033 794266336 北播(加健)第311-9 令和2年4月21日 令和8年5月31日 平成26年5月29日
000028 4000145843 スナック　ぷらちな 675-1371 小野市黒川町94-185 エメラルドビル2階 794638660 飲食店営業(4)その他 一般 西崎 さち子 北播(加健)第311-33 令和2年4月23日 令和8年5月31日 平成26年5月30日
000028 4000145876 株式会社わさび 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社わさび 代表取締役 岸本 万里子 675-1365 兵庫県小野市広渡町652番地 794707051 北播(加健)第311-12 平成31年4月26日 令和6年5月31日 平成26年5月30日
000028 4000145959 石井商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 石井 稔 北播(加健)第312-44 令和1年7月10日 令和6年8月31日 平成26年6月12日
000028 4000145966 株式会社西日本コクボ　西脇工場 677-0039 西脇市上比延町1348-4 795221169 氷雪製造業 一般 株式会社西日本コクボ 代表取締役 阿部 哲也 677-0039 兵庫県西脇市上比延町1348番4 795221169 北播(加健)第312-118 令和2年8月19日 令和9年8月31日 平成26年6月9日
000028 4000145974 小久保製氷冷蔵株式会社　西脇工場 677-0039 西脇市上比延町1348-4 795221169 氷雪製造業 一般 小久保製氷冷蔵株式会社 代表取締役社長 小久保 龍平 276-0028 千葉県八千代市村上1739-4 474841169 北播(加健)第312-119 令和2年8月19日 令和9年8月31日 平成26年6月9日
000028 4000146059 プレミアムキッチン株式会社 675-1322 小野市匠台19 794649072 複合型そうざい製造業 一般 プレミアムキッチン株式会社 代表取締役 勝村 稔 675-1322 兵庫県小野市匠台19番地 794649072 北播(加健)第311-68 令和3年8月18日 令和10年8月31日 令和3年8月18日
000028 4000146068 レボ・グループ西脇保養所 677-0062 西脇市出会町325 795270770 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　アヴァック 代表取締役 今本 亜紀子 562-0035 大阪府箕面市船場東1-12-40 727492250 北播(加健)第312-70 令和2年7月6日 令和8年8月31日 平成26年6月18日
000028 4000146069 中山商店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 中山 景寿 北播(加健)第312-42 令和1年7月3日 令和6年8月31日 平成26年6月18日
000028 4000146116 藤井商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 藤井 真由美 北播(加健)第312-53 令和1年7月23日 令和6年8月31日 平成26年6月20日
000028 4000146173 ケアハウス香楽園 675-2103 加西市鶉野町字東中条1750 790492900 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 社会福祉法人　健仁会 理事長 加川 浩紀 675-2103 兵庫県加西市鶉野町字東中条1750 790492900 北播(加健)第312-96 令和2年7月21日 令和8年8月31日 平成26年6月25日
000028 4000146211 兵庫県立西脇高等学校 677-0054 西脇市野村町1794-60 795223566 菓子製造業 一般 兵庫県立西脇高等学校 校長 村上 慶光 677-0054 兵庫県西脇市野村町1794-60 795223566 北播(加健)第312-78 令和2年7月6日 令和8年8月31日 平成26年6月26日
000028 4000146269 アークよかわゴルフ倶楽部 673-1122 三木市吉川町西奥826 794730705 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ＰＧＭプロパティーズ株式会社 代表取締役 田中 耕太郎 110-0015 東京都台東区東上野一丁目14番7号 357768800 北播(加健)第313-72 令和2年7月22日 令和8年8月31日 平成26年6月30日
000028 4000146312 地鳥家　播鳥 673-0435 三木市別所町高木字山ノ下610-4 794835051 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 堀内 雅史 北播(加健)第313-84 令和2年8月7日 令和8年8月31日 平成26年7月2日
000028 4000146319 創菜　花れんこん 673-1415 加東市下久米800-9 795440577 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 明本 哲成 北播(加健)第311-112 令和2年8月11日 令和8年8月31日 平成26年6月27日
000028 4000146336 Ｍｉｌｌ　ｍｅｒｃｉ 673-1341 加東市南山2-3-19 795475539 菓子製造業 一般 平岡 三佳 北播(加健)第311-104 令和2年7月31日 令和8年8月31日 平成26年6月30日
000028 4000146337 Ｍｉｌｌ　ｍｅｒｃｉ 673-1341 加東市南山2-3-19 795475539 飲食店営業(4)その他 一般 平岡 三佳 北播(加健)第311-105 令和2年7月31日 令和8年8月31日 平成26年6月30日
000028 4000146439 Sports ＆ Dining　鴉-karasu- 677-0015 西脇市西脇771-86松田ビル2階C号 795240220 飲食店営業(4)その他 一般 河﨑 浩 北播(加健)第312-123 令和2年8月24日 令和8年8月31日 平成26年7月7日
000028 4000146630 ザ・ハーブ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 那須 ビスバ 北播(加健)第313-39 令和1年7月5日 令和6年8月31日 平成26年7月14日
000028 4000146632 多賀 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 多賀 勝之 北播(加健)第311-61 令和1年8月30日 令和6年8月31日 平成26年7月14日
000028 4000146676 秀水 679-1113 多可郡多可町中区中村町16-12 795320032 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 加納 大器 北播(加健)第312-95 令和2年7月16日 令和8年8月31日 平成26年7月17日
000028 4000146681 西脇ロイヤルホテル 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 西脇ロイヤルホテル株式会社 代表取締役 中村 武 677-0015 兵庫県西脇市西脇991番地 795232000 北播(加健)第312-61 令和1年8月2日 令和6年8月31日 平成26年7月17日
000028 4000146695 株式会社ロッテリア　イオン小野店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 株式会社ロッテリア 代表取締役 長久保 文康 108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 333781205 北播(加健)第311-53 令和1年8月2日 令和6年8月31日 平成26年7月17日
000028 4000146722 株式会社ロッテリアイオン小野店 675-1378 小野市王子町868-1 794631493 そうざい製造業 一般 株式会社ロッテリア 代表取締役 長久保 文康 108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 333781205 北播(加健)第311-102 令和2年7月30日 令和8年8月31日 平成26年7月16日
000028 4000146729 東中常盤堂 673-0413 三木市大塚2-3-75 794820625 菓子製造業 一般 東中 喜彦 北播(加健)第313-70 令和2年7月20日 令和8年8月31日 平成26年7月17日
000028 4000146758 エマンジェ 673-1301 加東市黒谷1197-801 795476868 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松本 智子 北播(加健)第311-95 令和2年7月27日 令和8年8月31日 平成26年7月18日
000028 4000146841 橋本屋 677-0003 西脇市西田町400-9 795223743 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宇野 正洋 北播(加健)第312-77 令和2年7月6日 令和8年8月31日 平成26年7月24日
000028 4000146860 雅 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 宮脇 雅彦 北播(加健)第313-43 令和1年7月18日 令和6年8月31日 平成26年7月25日
000028 4000146864 介護付有料老人ホーム  さわやかリバーサイド西脇 677-0053 西脇市和布町字出嶋168-2 795250065 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小野マルタマフーズ㈱ 代表取締役 畑 昭身 675-1367 兵庫県小野市敷地町1412-1 794631110 北播(加健)第312-61 令和3年7月21日 令和10年8月31日 令和3年7月21日
000028 4000146935 創作キッチン紡 675-2312 加西市北条町北条128-1 790358999 飲食店営業(4)その他 一般 江藤 亮 北播(加健)第312-97 令和2年7月21日 令和8年8月31日 平成26年7月25日
000028 4000147019 レストラン花茶屋（食呑み処花々亭） 675-1367 小野市敷地町1503-1 飲食店営業(3)旅館 一般 ルートインジャパン株式会社 代表取締役 永山 泰樹 140-0014 東京都品川区大井1-35-3 337775515 北播(加健)第311-64 令和2年7月14日 令和8年8月31日 平成26年7月31日
000028 4000147020 播磨カントリークラブ  ハウスレストラン 675-1325 小野市樫山町1889-31 794648215 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 代表社員 株式会社ゴルフ・アライアンス 職務執行者　大澤道雄 140-0002 東京都品川区東品川四丁目12番4号 366881509 北播(加健)第311-90 令和2年7月22日 令和8年8月31日 平成26年7月31日
000028 4000147022 播磨カントリークラブ  コース（売店・アウト） 675-1325 小野市樫山町1889-31 794648215 飲食店営業(4)その他 露店 アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 代表社員 株式会社ゴルフ・アライアンス 職務執行者　大澤道雄 140-0002 東京都品川区東品川四丁目12番4号 366881509 北播(加健)第311-51 令和1年7月30日 令和6年8月31日 平成26年7月31日
000028 4000147023 播磨カントリークラブ  コース（売店・イン） 675-1325 小野市樫山町1889-31 794648215 飲食店営業(4)その他 露店 アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 代表社員 株式会社ゴルフ・アライアンス 職務執行者　大澤道雄 140-0002 東京都品川区東品川四丁目12番4号 366881509 北播(加健)第311-52 令和1年7月30日 令和6年8月31日 平成26年7月31日
000028 4000147028 加西カントリークラブ　ハウスレストラン 675-2354 加西市山下町2390-1 790468008 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 代表社員 株式会社ゴルフ・アライアンス 職務執行者　大澤　道雄 140-0002 東京都品川区東品川四丁目12番4号 366881500 北播(加健)第312-106 令和2年7月30日 令和8年8月31日 平成26年7月31日



000028 4000147030 加西カントリークラブ　アウトコース売店 675-2354 加西市山下町2390-1 790468008 飲食店営業(4)その他 一般 アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 代表社員 株式会社ゴルフ・アライアンス 職務執行者　大澤　道雄 140-0002 東京都品川区東品川四丁目12番4号 366881500 北播(加健)第312-107 令和2年7月30日 令和8年8月31日 平成26年7月31日
000028 4000147031 加西カントリークラブ　インコース売店 675-2354 加西市山下町2390-1 790468008 飲食店営業(4)その他 一般 アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 代表社員 株式会社ゴルフ・アライアンス 職務執行者　大澤　道雄 140-0002 東京都品川区東品川四丁目12番4号 366881500 北播(加健)第312-108 令和2年7月30日 令和8年8月31日 平成26年7月31日
000028 4000147032 Ｍinerva 675-1371 小野市黒川町80-4　パールビル2号 飲食店営業(4)その他 一般 石古 亜里沙 北播(加健)第311-70 令和2年7月16日 令和8年8月31日 平成26年7月30日
000028 4000147054 株式会社　明月堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 株式会社　明月堂 代表取締役 山本 康世 673-0431 兵庫県三木市本町3-3-21 794822341 北播(加健)第313-42 令和1年7月19日 令和6年8月31日 平成26年8月6日
000028 4000147078 お好み焼き　のんちゃん 677-0015 西脇市西脇1000-1 795234885 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 野一色 千恵 北播(加健)第312-79 令和2年7月8日 令和8年8月31日 平成26年8月8日
000028 4000147107 千代商店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 菓子製造業 露店 松浦 卓人 北播(加健)第311-34 令和1年7月5日 令和6年8月31日 平成26年7月29日
000028 4000147197 うららか・のうえん実里　直売所 673-0751 三木市口吉川町里脇780 794881188 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　実里 代表取締役 大西 庸市 673-0751 兵庫県三木市口吉川町里脇780 794881188 北播(加健)第313-83 令和2年8月5日 令和8年8月31日 平成26年8月13日
000028 4000147204 新 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 多賀 新祐 北播(加健)第311-62 令和1年8月30日 令和6年8月31日 平成26年8月12日
000028 4000147208 ファミリーマート　小野古川町店 675-1363 小野市古川町662 794648180 飲食店営業(4)その他 一般 長谷川 茂嘉 北播(加健)第311-61 令和2年7月10日 令和8年8月31日 平成26年8月13日
000028 4000147245 真　～ｓｈｉｎ～ 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 松林 麻衣子 北播(加健)第313-51 令和1年8月5日 令和6年8月31日 平成26年8月15日
000028 4000147266 丹波・播磨路芸術の森　café de 自然 673-1401 加東市上鴨川1061-218 飲食店営業(4)その他 一般 創房關宮有限会社 取締役 關口 行弘 666-0111 兵庫県川西市大和東2-13-10 727915158 北播(加健)第311-118 令和2年8月20日 令和8年8月31日 平成26年8月18日
000028 4000147267 丹波・播磨路芸術の森　café de 自然 673-1401 加東市上鴨川1061-218 食肉販売業 一般 創房關宮有限会社 取締役 關口 行弘 666-0111 兵庫県川西市大和東2-13-10 727915158 北播(加健)第311-119 令和2年8月20日 令和8年8月31日 平成26年8月18日
000028 4000147288 株式会社　山兼商店 673-0433 三木市福井3-10-9 794820038 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社　山兼商店 代表取締役 山本 賀也 673-0431 兵庫県三木市本町2-11-18 794820038 北播(加健)第313-65 令和2年7月14日 令和8年8月31日 平成26年8月20日
000028 4000147355 唐から牛旨 675-2324 加西市北条町東南247-12 790207666 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松浦 正光 北播(加健)第312-82 令和2年7月10日 令和8年8月31日 平成26年8月21日
000028 4000147392 凸版印刷㈱　滝野工場　パッケージ軒下 679-0221 加東市河高355-4 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第311-56 令和1年8月13日 令和6年8月31日 平成26年8月22日
000028 4000147395 あすなろの郷 677-0121 多可郡多可町八千代区中野間131 795371349 そうざい製造業 一般 特定非営利活動法人やちよ 理事 工古田 隆夫 677-0121 兵庫県多可郡多可町八千代区中野間131 795371349 北播(加健)第312-87 令和2年7月16日 令和9年8月31日 平成26年8月22日
000028 4000147406 はっぴーらいふ小野 675-1378 小野市王子町886-1 794627503 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ライフケア・ビジョン 代表取締役 祝嶺 良太 533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島一丁目18番22号 661607088 北播(加健)第311-65 令和2年7月14日 令和8年8月31日 平成26年8月21日
000028 4000147442 新明和工業㈱ 小野工場 休憩所 （CCW受託） 675-1322 小野市匠台14 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第311-57 令和1年8月13日 令和6年8月31日 平成26年8月27日
000028 4000147569 丹波・播磨路芸術の森　café de 自然 673-1401 加東市上鴨川1061-218 魚介類販売業 一般 創房關宮有限会社 取締役 關口 行弘 666-0111 兵庫県川西市大和東2-13-10 727915158 北播(加健)第311-136 令和2年10月22日 令和8年8月31日 平成26年9月4日
000028 4000147571 鉄板bal　Selpepe 677-0015 西脇市西脇122-5 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 池田 雄亮 北播(加健)第312-219 令和2年11月26日 令和8年11月30日 平成26年9月2日
000028 4000147643 たこびより　三木店 673-0403 三木市末広3-15　ナンバホームセンター第4駐車場内 794888380 飲食店営業(4)その他 露店 谷口 敏幸 北播(加健)第313-72 令和1年10月25日 令和6年11月30日 平成26年9月10日
000028 4000147703 きっちん一五 675-1331 小野市神明町字西畑ヶ235-3小野神鉄ビル１階 794621115 飲食店営業(4)その他 一般 一般社団法人　エィビーエス 代表理事 臼井 英之 675-1327 兵庫県小野市市場町57-1 794621112 北播(加健)第311-144 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成26年9月12日
000028 4000147704 きっちん一五 675-1331 小野市神明町字西畑ヶ235-3小野神鉄ビル１階 794621115 菓子製造業 一般 一般社団法人　エィビーエス 代表理事 臼井 英之 675-1327 兵庫県小野市市場町57-1 794621112 北播(加健)第311-145 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成26年9月12日
000028 4000147786 おの地域通貨「かもン」の店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 高橋 一夫 北播(加健)第311-63 令和1年10月7日 令和6年11月30日 平成26年9月24日
000028 4000147787 株式会社まちの駅・たか 679-1103 多可郡多可町中区牧野817-41 795324111 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社まちの駅・たか 代表取締役 佐藤 彰浩 679-1114 兵庫県多可郡多可町中区岸上281番地1 795207087 北播(加健)第312-194 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成26年9月22日
000028 4000147788 株式会社まちの駅・たか 679-1103 多可郡多可町中区牧野817-41 795324111 菓子製造業 一般 株式会社まちの駅・たか 代表取締役 佐藤 彰浩 679-1114 兵庫県多可郡多可町中区岸上281番地1 795207087 北播(加健)第312-195 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成26年9月22日
000028 4000147789 株式会社まちの駅・たか 679-1103 多可郡多可町中区牧野817-41 795324111 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社まちの駅・たか 代表取締役 佐藤 彰浩 679-1114 兵庫県多可郡多可町中区岸上281番地1 795207087 北播(加健)第312-123 令和1年11月11日 令和6年11月30日 平成26年9月22日
000028 4000147793 スナックAsian 677-0043 西脇市下戸田字時ノ堂70-1 795232271 飲食店営業(4)その他 一般 片岡 里美 北播(加健)第312-198 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成26年9月18日
000028 4000147842 きまる会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 友井 章仁 北播(加健)第312-72 令和1年10月9日 令和6年11月30日 平成26年9月29日
000028 4000147894 三木ヒルズ和 673-0414 三木市芝町7-3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社日米クック 代表取締役 米谷 素明 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中一丁目17番22号 664522135 北播(加健)第313-121 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成26年9月30日
000028 4000147906 加西市立善防園　厨房 675-2213 加西市西笠原町172-20 790484810 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社テスティパル 代表取締役 藤井 俊成 541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺4-3-5 665356700 北播(加健)第312-204 令和2年11月17日 令和8年11月30日 平成26年9月29日
000028 4000147934 播州東洋ゴルフ倶楽部  クラブハウス　レストラン 675-2335 加西市西横田町453-2 790460807 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社アコーディア・ゴルフ 代表取締役 石井 歓 140-0002 東京都品川区東品川四丁目12番4号 366861500 北播(加健)第312-157 令和2年10月23日 令和8年11月30日 平成26年9月30日
000028 4000147935 播州東洋ゴルフ倶楽部  クラブハウス　レストラン 675-2335 加西市西横田町453-2 790460807 菓子製造業 一般 株式会社アコーディア・ゴルフ 代表取締役 石井 歓 140-0002 東京都品川区東品川四丁目12番4号 366861500 北播(加健)第312-158 令和2年10月23日 令和8年11月30日 平成26年9月30日
000028 4000147936 播州東洋ゴルフ倶楽部  コース茶店（アウト） 675-2335 加西市西横田町453-2 790460807 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アコーディア・ゴルフ 代表取締役 石井 歓 140-0002 東京都品川区東品川四丁目12番4号 366861500 北播(加健)第312-159 令和2年10月23日 令和8年11月30日 平成26年9月30日
000028 4000147937 播州東洋ゴルフ倶楽部  コース茶店（イン） 675-2335 加西市西横田町453-2 790460807 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アコーディア・ゴルフ 代表取締役 石井 歓 140-0002 東京都品川区東品川四丁目12番4号 366861500 北播(加健)第312-160 令和2年10月23日 令和8年11月30日 平成26年9月30日
000028 4000147956 アルティジャーナ　ロッソ 675-1346 小野市福甸町71-13 794623101 飲食店営業(4)その他 一般 中村 理恵子 北播(加健)第311-158 令和2年11月12日 令和8年11月30日 平成26年10月6日
000028 4000148086 トクセン工業(株)本社ＦＬ 675-1361 小野市住吉町字南山1081 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第311-95 令和1年11月13日 令和6年11月30日 平成26年10月15日
000028 4000148200 鯛勝食品工業(株) 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 小林 哲也 北播(加健)第313-94 令和1年11月28日 令和6年11月30日 平成26年10月22日
000028 4000148232 幸楽 677-0015 西脇市西脇985-11 795222270 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木村 栄作 北播(加健)第312-128 令和2年10月9日 令和8年11月30日 平成26年10月23日
000028 4000148241 竹本商店 677-0015 西脇市西脇985-3 795222698 魚介類販売業 一般 竹本 義幸 北播(加健)第312-132 令和2年10月9日 令和8年11月30日 平成26年10月27日
000028 4000148260 西脇市日本のへそ　日時計の丘公園  オートキャンプ場（交流施設） 679-0312 西脇市黒田庄町門柳871-14 795284851 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 NPO法人　日時計の丘 理事長 藤本 秀通 679-0312 兵庫県西脇市黒田庄町門柳871-14 795284851 北播(加健)第312-153 令和2年10月19日 令和8年11月30日 平成26年10月29日
000028 4000148265 西脇市日本のへそ日時計の丘公園ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場  （バーベキューサイトサービス棟） 679-0312 西脇市黒田庄町門柳871-14 795284851 食肉処理業 一般 ＮＰＯ法人日時計の丘 理事長 藤本 秀通 679-0312 兵庫県西脇市黒田庄町門柳871-14 795284851 北播(加健)第312-154 令和2年10月19日 令和8年11月30日 平成26年10月29日
000028 4000148303 藤井電工(株)社工場　第３西(ＣＣＷ受託) 673-1442 加東市出水100 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第311-96 令和1年11月13日 令和6年11月30日 平成26年10月29日
000028 4000148304 山水荘 675-1342 小野市阿形町487-2 794622129 飲食店営業(3)旅館 一般 田野 裕一 北播(加健)第311-159 令和2年11月13日 令和8年11月30日 平成26年10月29日
000028 4000148310 ワンカルビ三木店 673-0521 三木市志染町青山6-15-1 794842933 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ワン・ダイニング 取締役社長 髙橋 淳 550-0013 大阪府大阪市西区新町1-27-9 665781290 北播(加健)第313-120 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成26年10月30日
000028 4000148371 三福 677-0013 西脇市日野町150-1 795231136 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 京崎 隆 北播(加健)第312-124 令和2年10月8日 令和8年11月30日 平成26年11月4日
000028 4000148376 十八羅かん 673-1411 加東市畑640-2 795441114 菓子製造業 一般 株式会社　日輪 代表取締役 福井 良和 616-0016 京都府京都市西京区嵐山上海道町65番地20 758821004 北播(加健)第311-151 令和2年11月4日 令和8年11月30日 平成26年10月31日
000028 4000148398 新コスモス電機株式会社  COSMOS SENSOR CENTER　社員食堂 673-1111 三木市吉川町上荒川748-7 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 マインフーズサービス株式会社 代表取締役 峯 林太郎 661-0024 兵庫県尼崎市三反田町2-20-9 664274633 北播(加健)第313-133 令和2年11月16日 令和8年11月30日 平成26年11月7日
000028 4000148430 いっかく堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 松中 靖生 北播(加健)第311-112 令和1年11月27日 令和6年11月30日 平成26年11月10日
000028 4000148444 白川 679-1103 多可郡多可町中区牧野大平地437 飲食店営業(4)その他 露店 白川 昭二 北播(加健)第312-111 令和1年11月6日 令和6年11月30日 平成26年11月7日
000028 4000148497 旬菜 きらら 675-1317 小野市浄谷町2003-3 794627362 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 裕貴 北播(加健)第311-140 令和2年10月23日 令和8年11月30日 平成26年11月13日
000028 4000148615 虹の会工房 679-0303 西脇市黒田庄町前坂2140 795285128 飲食店営業(4)その他 一般 特定非営利活動法人　虹の会工房 理事長 小林 孝敏 679-0303 兵庫県西脇市黒田庄町前坂2140 795285128 北播(加健)第312-149 令和2年10月19日 令和9年11月30日 平成26年11月18日
000028 4000148616 虹の会工房 679-0303 西脇市黒田庄町前坂2140 795285128 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人　虹の会工房 理事長 小林 孝敏 679-0303 兵庫県西脇市黒田庄町前坂2140 795285128 北播(加健)第312-150 令和2年10月19日 令和9年11月30日 平成26年11月18日
000028 4000148639 中嶋食品店 000-0000 多可郡多可町 魚介類販売業 自動車 中嶋 敏彦 北播(加健)第312-132 令和1年11月13日 令和6年11月30日 平成26年11月25日
000028 4000148677 遊來 673-0403 三木市末広3-6-52 794827210 魚介類販売業 一般 長池 裕希 北播(加健)第313-128 令和2年11月5日 令和8年11月30日 平成26年11月21日
000028 4000148694 焼鳥はたせ 679-0315 西脇市黒田庄町津万井349-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小林 新一郎 北播(加健)第312-156 令和2年10月19日 令和8年11月30日 平成26年11月21日
000028 4000148742 うまいもん横丁　加西店 675-2312 加西市北条町北条355-5 790437080 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西脇化成株式会社 代表取締役 福永 大地 677-0052 兵庫県西脇市和田町711 795222173 北播(加健)第312-165 令和2年10月26日 令和8年11月30日 平成26年11月27日
000028 4000148831 パティスリー　アプレシエ 675-1317 小野市浄谷町2948-1 794646565 菓子製造業 一般 稲岡 康一 北播(加健)第311-209 令和3年2月3日 令和9年2月28日 平成26年12月1日
000028 4000148832 パティスリー　アプレシエ 675-1317 小野市浄谷町2948-1 794646565 飲食店営業(4)その他 一般 稲岡 康一 北播(加健)第311-210 令和3年2月3日 令和9年2月28日 平成26年12月1日
000028 4000148875 空くう 675-1353 小野市河合中町737 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 掘井 ひさ代 北播(加健)第311-208 令和3年2月3日 令和9年2月28日 平成26年12月3日
000028 4000148898 セブン－イレブン　別所町正法寺店 673-0454 三木市別所町正法寺606-5 794831343 飲食店営業(4)その他 一般 大西 祐之 北播(加健)第313-164 令和3年1月28日 令和9年2月28日 平成26年12月8日
000028 4000148899 セブン－イレブン　別所町正法寺店 673-0454 三木市別所町正法寺606-5 794831343 菓子製造業 一般 大西 祐之 北播(加健)第313-165 令和3年1月28日 令和9年2月28日 平成26年12月8日
000028 4000148934 ぐるめ　わん 675-1367 小野市敷地町1639-1 794648111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社勇紳コーポレーション 代表取締役 新井 宏昌 663-8215 兵庫県西宮市今津水波町2番26号 798346111 北播(加健)第311-116 令和4年1月18日 令和11年2月28日 令和4年1月18日
000028 4000148940 Navel Burger Stars 677-0022 西脇市寺内517-1 飲食店営業(4)その他 一般 河野 素子 北播(加健)第312-256 令和3年1月26日 令和9年2月28日 平成26年12月12日
000028 4000149015 B-Rサーティワンアイスクリーム株式会社  神戸三木工場 673-0514 三木市志染町戸田1838-226 794708831 アイスクリーム類製造業 一般 B-Rサーティワンアイスクリーム株式会社 代表取締役 ジョン・キム 141-0021 東京都品川区上大崎三丁目１番１号 334490331 北播(加健)第313-132 令和5年1月20日 令和13年2月28日 令和5年1月20日
000028 4000149027 にこにこグループ 679-0104 加西市常吉町363 790470296 菓子製造業 一般 松尾 徳子 北播(加健)第312-260 令和3年1月28日 令和9年2月28日 平成26年12月19日
000028 4000149073 花ぎく 679-0211 加東市上滝野2099 795480088 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ＴＳＵＮＥ 取締役 常峰 智 679-0211 兵庫県加東市上滝野2099番地 795480088 北播(加健)第311-206 令和3年2月2日 令和9年2月28日 平成26年12月19日
000028 4000149107 朝東風 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中塚 久絵 北播(加健)第311-120 令和2年1月23日 令和7年2月28日 平成26年12月24日
000028 4000149204 のんき堂 673-1442 加東市出水291 795421675 菓子製造業 一般 大橋 富美代 北播(加健)第311-192 令和3年1月22日 令和9年2月28日 平成27年1月8日
000028 4000149215 手打ち蕎麦　なこじ 677-0132 多可郡多可町八千代区大和1915 795380361 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 内橋 茂 北播(加健)第312-251 令和3年1月25日 令和9年2月28日 平成27年1月7日
000028 4000149224 ファミリーマート　三木緑が丘店 673-0534 三木市緑が丘町本町1-236-1平井ビル 794876120 飲食店営業(4)その他 一般 合同会社えびす屋 代表社員 吉田 博之 675-2102 兵庫県加西市中野町57 北播(加健)第313-152 令和3年1月15日 令和9年2月28日 平成27年1月13日
000028 4000149297 株式会社　アイエヌジー 677-0054 西脇市野村町786-1 795250030 魚介類販売業 一般 株式会社　アイエヌジー 代表取締役 西岡 正実 677-0054 兵庫県西脇市野村町786-1 795250030 北播(加健)第312-253 令和3年1月26日 令和9年2月28日 平成27年1月20日
000028 4000149330 f 677-0043 西脇市下戸田29-1 795231889 飲食店営業(4)その他 一般 堀口 千春 北播(加健)第312-264 令和3年1月29日 令和9年2月28日 平成27年1月20日
000028 4000149331 喫茶ナポレオン 679-0103 加西市別府町甲2664-288 790471316 喫茶店営業 一般 玉田 真由美 北播(加健)第312-262 令和3年1月28日 令和9年2月28日 平成27年1月21日
000028 4000149344 セブン－イレブン　加西北条駅前店 675-2312 加西市北条町北条38-8 790431707 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 山中 広志 北播(加健)第312-154 令和4年1月31日 令和11年2月28日 令和4年1月31日
000028 4000149365 坂本精肉店 679-0303 西脇市黒田庄町前坂11 795285995 食肉処理業 一般 坂本 守 北播(加健)第312-254 令和3年1月26日 令和9年2月28日 平成27年1月23日
000028 4000149366 坂本精肉店 679-0303 西脇市黒田庄町前坂11 795285995 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 坂本 守 北播(加健)第312-255 令和3年1月26日 令和9年2月28日 平成27年1月23日
000028 4000149420 海鮮居酒屋　きざみ 673-1431 加東市社1184-3 795424026 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橋本 賢 北播(加健)第311-211 令和3年2月3日 令和9年2月28日 平成27年1月23日
000028 4000149502 サクライズミ高橋醤油 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 高橋醬油株式会社 高橋 伸弥 675-2423 兵庫県加西市和泉町118番地の7 120373580 北播(加健)第312-141 令和2年1月17日 令和7年2月28日 平成27年1月30日
000028 4000149504 ひかり 677-0043 西脇市下戸田27-1 795238405 飲食店営業(4)その他 一般 熊原 大祐 北播(加健)第312-265 令和3年1月29日 令和9年2月28日 平成27年2月2日
000028 4000149545 三木サービスエリア下り  レストランダイナック　ソフトクリーム 673-0402 三木市加佐字湯谷1142山陽自動車道　三木ＳＡ下り線 794892455 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目３番３号 333414216 北播(加健)第313-101 令和4年1月18日 令和11年2月28日 令和4年1月18日
000028 4000149553 文左亭　加西店 675-2312 加西市北条町北条110-1 飲食店営業(4)その他 一般 小林 豊 北播(加健)第312-258 令和3年1月28日 令和9年2月28日 平成27年2月5日
000028 4000149554 文左亭　加西店 675-2312 加西市北条町北条110-1 菓子製造業 一般 小林 豊 北播(加健)第312-259 令和3年1月28日 令和9年2月28日 平成27年2月5日
000028 4000149566 古野電気㈱　三木工場　７工場軒下 673-0443 三木市別所町巴1 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 664455518 北播(加健)第313-122 令和2年2月28日 令和7年2月28日 平成27年2月6日
000028 4000149598 元気・生きがいステーション　おだの里 675-1301 小野市小田町429-11 飲食店営業(4)その他 一般 特定非営利活動法人輝きクラブ 理事 近藤 章夫 675-1327 兵庫県小野市市場町255 北播(加健)第311-207 令和3年2月2日 令和9年2月28日 平成27年2月9日
000028 4000149638 Ｙショップ　カタヤマ 673-0532 三木市緑が丘町中2-1-16 794840557 喫茶店営業 一般 片山 修身 北播(加健)第313-150 令和3年1月15日 令和9年2月28日 平成27年2月12日
000028 4000149723 十八羅かん 673-1411 加東市畑640-2 795441114 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社　日輪 代表取締役 福井 良和 616-0016 京都府京都市西京区嵐山上海道町65番地20 758821004 北播(加健)第311-145 令和2年2月4日 令和7年2月28日 平成27年2月10日
000028 4000149742 西脇ロイヤルホテル 677-0015 西脇市西脇991 795232000 菓子製造業 一般 西脇ロイヤルホテル株式会社 代表取締役 中村 武 677-0015 兵庫県西脇市西脇991番地 795232000 北播(加健)第312-161 令和4年2月9日 令和11年2月28日 令和4年2月9日
000028 4000149769 まるたこ 673-1431 加東市社557-3 795484718 飲食店営業(4)その他 一般 倉本 由里子 北播(加健)第311-212 令和3年2月3日 令和9年2月28日 平成27年2月12日
000028 4000149805 フレッシュバザール中店 679-1134 多可郡多可町中区茂利22-1 795323370 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市上紺屋15 773220001 北播(加健)第312-145 令和4年1月20日 令和11年2月28日 令和4年1月20日
000028 4000149806 フレッシュバザール中店 679-1134 多可郡多可町中区茂利22-1 795323370 魚介類販売業 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市上紺屋15 773220001 北播(加健)第312-146 令和4年1月20日 令和11年2月28日 令和4年1月20日
000028 4000149807 フレッシュバザール中店 679-1134 多可郡多可町中区茂利22-1 795323370 菓子製造業 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市上紺屋15 773220001 北播(加健)第312-268 令和3年2月8日 令和9年2月28日 平成27年2月20日
000028 4000149808 フレッシュバザール中店 679-1134 多可郡多可町中区茂利22-1 795323370 喫茶店営業 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市上紺屋15 773220001 北播(加健)第312-269 令和3年2月8日 令和9年2月28日 平成27年2月20日
000028 4000149825 セブン－イレブン　加西段下　店 675-2241 加西市段下町45-1 790483701 飲食店営業(4)その他 一般 塚前 孝恵 北播(加健)第312-236 令和3年1月20日 令和9年2月28日 平成27年2月26日
000028 4000149826 セブン－イレブン　加西段下　店 675-2241 加西市段下町45-1 790483701 菓子製造業 一般 塚前 孝恵 北播(加健)第312-237 令和3年1月20日 令和9年2月28日 平成27年2月26日
000028 4000149855 スターバックスコーヒー 675-2312 加西市北条町北条308-1 790437027 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 スターバックスコーヒージャパン株式会社 代表取締役 水口 貴文 141-0021 東京都品川区上大崎2-25-2 357455510 北播(加健)第312-240 令和3年1月20日 令和9年2月28日 平成27年2月23日
000028 4000149913 セブンイレブン小野市役所前店 675-1378 小野市王子町字越水山残り山906-1 794637899 飲食店営業(4)その他 一般 大西 賢伸 北播(加健)第311-182 令和3年1月21日 令和9年2月28日 平成27年2月24日
000028 4000150022 cafe gato azul 673-0521 三木市志染町青山5-10-1 794708353 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 濵本 正哉 北播(加健)第313-12 令和3年4月27日 令和9年5月31日 平成27年3月4日
000028 4000150031 播磨カントリークラブ  ハウスレストラン 675-1325 小野市樫山町1889-31 794648215 菓子製造業 一般 アコーディア・ゴルフ・アセット合同会社 代表社員 株式会社ゴルフ・アライアンス 職務執行者　大澤道雄 140-0002 東京都品川区東品川四丁目12番4号 366881509 北播(加健)第311-123 令和4年1月31日 令和11年2月28日 令和4年1月31日
000028 4000150065 シャトレーゼ　加西店 675-2312 加西市北条町北条90-1 790432233 菓子製造業 一般 小林 阿由美 北播(加健)第312-32 令和3年5月7日 令和9年5月31日 平成27年3月5日
000028 4000150118 やきとり大吉　葉多店 675-1377 小野市葉多町936-1 794628929 飲食店営業(4)その他 一般 廣瀨 司 北播(加健)第311-23 令和3年4月30日 令和9年5月31日 平成27年3月10日
000028 4000150320 和～なごみ～  （神戸830そ753） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車 鍛治本 美和 北播(加健)第313-1 令和2年4月8日 令和7年5月31日 平成27年3月20日
000028 4000150323 キッチンハウス　どんぐりっこ 673-1423 加東市東古瀬58 795425986 飲食店営業(4)その他 一般 特定非営利活動法人北播磨生活応援団 理事長 内橋 欣司 673-1423 兵庫県加東市東古瀬58 795425986 北播(加健)第311-7 令和3年4月20日 令和9年5月31日 平成27年3月19日
000028 4000150367 北条鉄道株式会社 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 北条鉄道株式会社 代表取締役社長 西村 和平 675-2312 兵庫県加西市北条町北条28-2 790420036 北播(加健)第312-10 令和2年4月16日 令和7年5月31日 平成27年3月24日
000028 4000150396 千成家　西脇小坂店 677-0017 西脇市小坂町大歳181 飲食店営業(4)その他 一般 (株)千成家 代表取締役 釼持 公一郎 672-8035 兵庫県姫路市飾磨区中島庄助新田3350 792431708 北播(加健)第312-53 令和3年5月19日 令和9年5月31日 平成27年3月24日
000028 4000150401 はばたきの丘 673-0521 三木市志染町青山1-25 794689005 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小野マルタマフーズ株式会社 代表取締役 畑 昭身 675-1367 兵庫県小野市敷地町1412-1 794631110 北播(加健)第313-44 令和4年5月12日 令和11年5月31日 令和4年5月12日
000028 4000150408 はま寿司　加西店 675-2312 加西市北条町北条字溝川64-6 790438771 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社はま寿司 代表取締役 遠藤 哲郎 108-0075 東京都港区港南２丁目１８番１号 368338032 北播(加健)第312-28 令和4年5月12日 令和11年5月31日 令和4年5月12日
000028 4000150444 有限会社　ブリランテ 673-1402 加東市平木535 795409020 菓子製造業 一般 有限会社　ブリランテ 代表取締役 前川 重康 673-1402 兵庫県加東市平木535 795409020 北播(加健)第311-36 令和3年5月19日 令和9年5月31日 平成27年3月26日
000028 4000150509 てげてげ 673-0434 三木市別所町小林688-8-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 尾西 智鶴 北播(加健)第313-10 令和3年4月27日 令和9年5月31日 平成27年3月27日
000028 4000150557 激熱家 677-0016 西脇市高田井町1021 795387442 飲食店営業(4)その他 一般 安藤 幸子 北播(加健)第312-30 令和3年4月28日 令和9年5月31日 平成27年3月31日
000028 4000150628 きゃべつ焼かしき 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 樫木 正幸 北播(加健)第311-36 令和2年4月24日 令和7年5月31日 平成27年4月8日
000028 4000150663 山奥の菓子工房　ナチュール 679-1115 多可郡多可町中区天田195-2 795323955 菓子製造業 一般 今中 雄一郎 北播(加健)第312-38 令和3年5月17日 令和9年5月31日 平成27年4月7日



000028 4000150664 山奥の菓子工房　ナチュール 679-1115 多可郡多可町中区天田195-2 795323955 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 今中 雄一郎 北播(加健)第312-39 令和3年5月17日 令和9年5月31日 平成27年4月7日
000028 4000150698 アルティジャーナ　ロッソ 675-1346 小野市福甸町71-13 794623101 菓子製造業 一般 中村 里沙 北播(加健)第311-37 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成27年4月10日
000028 4000150737 ㈲アリノベ 679-1134 多可郡多可町中区茂利207-1 795323009 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 有限会社アリノベ 代表取締役 有延 秀棋 679-1134 兵庫県多可郡多可町中区茂利207-1 795323009 北播(加健)第312-27 令和3年4月28日 令和9年5月31日 平成27年4月14日
000028 4000150759 ＩＮＶＩＧＯ 673-1452 加東市鳥居57-1 795205198 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 横田 麻理子 北播(加健)第311-32 令和3年5月12日 令和9年5月31日 平成27年4月15日
000028 4000150760 ＩＮＶＩＧＯ 673-1452 加東市鳥居57-1 795205198 菓子製造業 一般 横田 麻理子 北播(加健)第311-33 令和3年5月12日 令和9年5月31日 平成27年4月15日
000028 4000150810 地球のなかま 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 菓子製造業 露店 特別非営利活動法人　地球のなかま 理事長 宮本 浩一郎 673-1421 兵庫県加東市山国2032-14 795387888 北播(加健)第311-3 令和2年4月16日 令和7年5月31日 平成27年4月17日
000028 4000150836 かまくら商店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 伊藤 哲也 北播(加健)第312-66 令和2年5月27日 令和7年5月31日 平成27年4月20日
000028 4000150837 かまくら商店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 菓子製造業 露店 伊藤 哲也 北播(加健)第312-67 令和2年5月27日 令和7年5月31日 平成27年4月20日
000028 4000150838 芳田ふれあい直売所 677-0065 西脇市岡崎町471 795271267 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 内橋 昌子 北播(加健)第312-47 令和3年5月17日 令和9年5月31日 平成27年4月16日
000028 4000150882 セブン－イレブン吉川町店 673-1114 三木市吉川町吉安217-1 794721924 飲食店営業(4)その他 一般 稲垣 和久 北播(加健)第313-26 令和3年5月13日 令和9年5月31日 平成27年4月21日
000028 4000150883 セブン－イレブン吉川町店 673-1114 三木市吉川町吉安217-1 794721924 菓子製造業 一般 稲垣 和久 北播(加健)第313-27 令和3年5月13日 令和9年5月31日 平成27年4月21日
000028 4000150907 ピザーラ　イオン小野店 675-1378 小野市王子町868-1イオン小野店内 794635511 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社フォーシーズ 代表取締役 浅野 秀則 107-0062 東京都港区南青山5-12-4全菓連ビル7F 334096000 北播(加健)第311-21 令和3年4月30日 令和9年5月31日 平成27年4月22日
000028 4000150908 ピザーラ　イオン小野店 675-1378 小野市王子町868-1イオン小野店内 794635511 菓子製造業 一般 株式会社フォーシーズ 代表取締役 浅野 秀則 107-0062 東京都港区南青山5-12-4全菓連ビル7F 334096000 北播(加健)第311-22 令和3年4月30日 令和9年5月31日 平成27年4月22日
000028 4000150909 御菓子司一心堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 松井 秀樹 北播(加健)第313-40 令和2年4月21日 令和7年5月31日 平成27年4月23日
000028 4000150973 ローソン三木御坂店 673-0516 三木市志染町御坂626-1 794842388 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 岸本 尚子 北播(加健)第313-47 令和4年5月20日 令和11年5月31日 令和4年5月20日
000028 4000151010 ラウンジ　ヘレナ　モルフォ 675-1367 小野市敷地町1502-10 794621411 飲食店営業(4)その他 一般 藤本 明日香 北播(加健)第311-18 令和3年4月28日 令和9年5月31日 平成27年4月28日
000028 4000151014 アプライアンス社　加東 673-1447 加東市佐保5 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社東テスティパル 代表取締役 藤井 俊成 571-0045 大阪府門真市殿島町6番1号 669098181 北播(加健)第311-25 令和4年5月20日 令和10年5月31日 令和4年5月20日
000028 4000151062 wacca 679-1335 多可郡多可町加美区門村546-4 795208528 乳製品製造業 一般 今中 克憲 北播(加健)第312-34 令和3年5月14日 令和9年5月31日 平成27年4月28日
000028 4000151063 wacca 679-1335 多可郡多可町加美区門村546-4 795208528 菓子製造業 一般 今中 克憲 北播(加健)第312-35 令和3年5月14日 令和9年5月31日 平成27年4月28日
000028 4000151064 wacca 679-1335 多可郡多可町加美区門村546-4 795208528 アイスクリーム類製造業 一般 今中 克憲 北播(加健)第312-36 令和3年5月14日 令和9年5月31日 平成27年4月28日
000028 4000151065 wacca 679-1335 多可郡多可町加美区門村546-4 795208528 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 今中 克憲 北播(加健)第312-37 令和3年5月14日 令和9年5月31日 平成27年4月28日
000028 4000151066 wacca 679-1335 多可郡多可町加美区門村546-4 795208528 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 今中 克憲 北播(加健)第312-31 令和2年4月22日 令和7年5月31日 平成27年4月28日
000028 4000151078 すし宗 673-0433 三木市福井3-3-21 794833325 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 多田 義高 北播(加健)第313-9 令和3年4月27日 令和9年5月31日 平成27年4月28日
000028 4000151111 小野　塩元帥 675-1317 小野市浄谷町2696-4 794620358 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社元氣 代表取締役 藤原 敬典 675-1317 兵庫県小野市浄谷町2696-4 794620358 北播(加健)第311-20 令和3年4月28日 令和9年5月31日 平成27年5月7日
000028 4000151134 cafe　mani 677-0054 西脇市野村町1242 795237525 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社マーニ 代表取締役 村岡 括矢 677-0054 兵庫県西脇市野村町1242番地 795225544 北播(加健)第312-45 令和3年5月17日 令和9年5月31日 平成27年5月8日
000028 4000151135 cafe　mani 677-0054 西脇市野村町1242 795237525 菓子製造業 一般 株式会社マーニ 代表取締役 村岡 括矢 677-0054 兵庫県西脇市野村町1242番地 795225544 北播(加健)第312-46 令和3年5月17日 令和9年5月31日 平成27年5月8日
000028 4000151137 手作りＳＳ工房 677-0026 西脇市坂本391 795234700 そうざい製造業 一般 世並 重美 北播(加健)第312-14 令和3年4月21日 令和9年5月31日 平成27年5月8日
000028 4000151138 株式会社　マルヤナギ小倉屋　社工場 673-1444 加東市沢部655 795421121 菓子製造業 一般 株式会社　マルヤナギ小倉屋 代表取締役 柳本 勇治 658-0044 兵庫県神戸市東灘区御影塚町四丁目9番21号 788411456 北播(加健)第311-29 令和3年5月7日 令和9年5月31日 平成27年5月8日
000028 4000151150 株式会社　こがね家 673-0753 三木市口吉川町槇10 794881038 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社　こがね家 代表取締役 下内 さとみ 673-0753 兵庫県三木市口吉川町槇10 794881038 北播(加健)第313-30 令和3年5月13日 令和9年5月31日 平成27年5月1日
000028 4000151171 千成家　社店 673-1463 加東市梶原333-1 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社千成家 代表取締役 釼持 公一郎 672-8035 兵庫県姫路市飾磨区中島庄助新田3350 792431708 北播(加健)第311-35 令和3年5月19日 令和9年5月31日 平成27年5月12日
000028 4000151202 ローソン　多可町八千代店 677-0122 多可郡多可町八千代区下野間294 795371000 飲食店営業(4)その他 一般 笹倉 健史 北播(加健)第312-24 令和4年5月9日 令和11年5月31日 令和4年5月9日
000028 4000151218 レクリエイト 673-0533 三木市緑が丘町東4-3-1 794708805 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 合同会社　アイグルー 代表社員 新銀 茂 673-0521 兵庫県三木市志染町青山1-5-13 794888812 北播(加健)第313-3 令和3年4月22日 令和9年5月31日 平成27年5月13日
000028 4000151224 手打ちそば　小りん 675-1352 小野市復井町1061-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小林 陽子 北播(加健)第311-28 令和3年4月30日 令和9年5月31日 平成27年5月18日
000028 4000151235 ローソン　三木小林店 673-0434 三木市別所町小林字入道ヶ鼻187-1 794820057 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社吉祥 代表取締役 中原 丈司 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家2206番地 794565005 北播(加健)第313-52 令和4年5月31日 令和11年5月31日 令和4年5月31日
000028 4000151248 和の遊び　ひふみ 675-2413 加西市青野町323-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西村 愛 北播(加健)第312-21 令和3年4月27日 令和9年5月31日 平成27年5月19日
000028 4000151271 稲坂油圧機器(株)東工場 679-0222 加東市高岡25-10 795484366 喫茶店営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第311-35 令和2年4月22日 令和7年5月31日 平成27年5月15日
000028 4000151306 加西創作イタリアン　Gottuo 675-2311 加西市北条町横尾307-2 790425210 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北野 雄也 北播(加健)第312-1 令和3年4月12日 令和9年5月31日 平成27年5月20日
000028 4000151358 満面　イオン加西北条店 675-2312 加西市北条町北条308-1ｲｵﾝﾓｰﾙ加西北条店1Ｆ 790438855 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 グッドピープル株式会社 代表取締役 河崎 秀典 656-0012 兵庫県洲本市宇山1-4-56 799233000 北播(加健)第312-9 令和3年4月19日 令和9年5月31日 平成27年5月20日
000028 4000151400 ファミリーマート　加東天神店 673-1311 加東市天神178-10 795471080 飲食店営業(4)その他 一般 河合 寿美子 北播(加健)第311-6 令和3年4月20日 令和9年5月31日 平成27年5月25日
000028 4000151411 しゃかりき 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 松本 栄治 北播(加健)第313-41 令和2年4月22日 令和7年5月31日 平成27年5月26日
000028 4000151537 マイスター工房八千代 677-0103 多可郡多可町八千代区中村46-1 795305516 みそ又はしょうゆ製造業 一般 藤原 隆子 北播(加健)第312-30 令和4年5月23日 令和11年5月31日 令和4年5月23日
000028 4000151622 はなまるうどん　イオンモール加西北条店 675-2312 加西市北条町北条308-1 790438870 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社はなまる 代表取締役 前田 良博 104-0061 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 356518701 北播(加健)第312-73 令和4年8月4日 令和11年8月31日 令和4年8月4日
000028 4000151633 小規模多機能型居宅介護事業所　さわらびの郷 675-1375 小野市西本町572 794635101 飲食店営業(4)その他 一般 医療法人社団吉祥会 理事長 山崎 市雄 651-2413 兵庫県神戸市西区福吉台一丁目1617番33 789676822 北播(加健)第311-73 令和3年8月25日 令和9年8月31日 令和3年8月25日
000028 4000151646 小野市うるおい交流館エクラ 675-1366 小野市中島町72 794625080 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人　北播磨市民活動支援センター 理事長 柳田 吉亮 675-1366 兵庫県小野市中島町72 794638156 北播(加健)第311-34 令和4年7月21日 令和11年8月31日 令和4年7月21日
000028 4000151654 はりま牛穂 677-0015 西脇市西脇939-8 795222917 食肉販売業 一般 大山 良造 北播(加健)第312-101 令和3年8月24日 令和9年8月31日 令和3年8月24日
000028 4000151702 Nobuko mama 677-0015 西脇市西脇932 795222168 菓子製造業 一般 宮﨑 延子 北播(加健)第312-88 令和3年8月12日 令和9年8月31日 令和3年8月12日
000028 4000151752 肉匠まるい 673-0541 三木市志染町広野5-293 794871212 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＭＩｎＮＡ 代表取締役 福岡 慎也 654-0071 兵庫県神戸市須磨区須磨寺町四丁目5番9-706号 北播(加健)第313-49 令和3年7月15日 令和9年8月31日 令和3年7月15日
000028 4000151753 肉匠まるい 673-0541 三木市志染町広野5-293 794871212 食肉販売業 一般 株式会社ＭＩｎＮＡ 代表取締役 福岡 慎也 654-0071 兵庫県神戸市須磨区須磨寺町四丁目5番9-706号 北播(加健)第313-50 令和3年7月15日 令和9年8月31日 令和3年7月15日
000028 4000151755 鶏屋おつじろう三木店 673-0433 三木市福井2184-2 794827887 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＭＩｎＮＡ 代表取締役 福岡 慎也 654-0071 兵庫県神戸市須磨区須磨寺町四丁目5番9-706号 北播(加健)第313-51 令和3年7月15日 令和9年8月31日 令和3年7月15日
000028 4000151835 森のケーキ屋さん 679-0312 西脇市黒田庄町門柳85 795283367 菓子製造業 一般 藤原 千栄子 北播(加健)第312-85 令和3年8月10日 令和9年8月31日 令和3年8月10日
000028 4000151836 株式会社エーコープ近畿桜丘店 679-0321 西脇市黒田庄町田高313-10 795282303 菓子製造業 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役社長 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目51番1号 726763300 北播(加健)第312-73 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 4000151838 小野高校　家庭科研究部 675-1375 小野市西本町518 794632007 菓子製造業 一般 兵庫県立小野高等学校 校長 小倉 裕史 675-1375 兵庫県小野市西本町518 794632007 北播(加健)第311-54 令和3年7月29日 令和9年8月31日 令和3年7月29日
000028 4000151866 魚国総本社　小野27408 675-1322 小野市匠台72-1 794620230 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　魚国総本社 代表取締役社長 田所 伸浩 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町1-6-19 664785700 北播(加健)第311-42 令和4年7月26日 令和11年8月31日 令和4年7月26日
000028 4000151873 Angy 679-0211 加東市上滝野186-9 飲食店営業(4)その他 一般 野口 智子 北播(加健)第311-55 令和3年7月29日 令和9年8月31日 令和3年7月29日
000028 4000151883 セブン－イレブン三木加佐　店 673-0402 三木市加佐235-1 794823771 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 足利 誠 北播(加健)第313-56 令和3年7月16日 令和9年8月31日 令和3年7月16日
000028 4000151890 カラオケ喫茶　マドンナ 673-1444 加東市沢部173-26 795420106 飲食店営業(4)その他 一般 吉田 和子 北播(加健)第311-40 令和3年7月16日 令和9年8月31日 令和3年7月16日
000028 4000151919 創作.dining.居酒屋　ＢＯＮ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 片岡 宏樹 北播(加健)第311-121 令和2年8月26日 令和7年8月31日 平成27年6月24日
000028 4000152018 旬香房 677-0054 西脇市野村町800-1 795247900 そうざい製造業 一般 時本 あさみ 北播(加健)第312-85 令和4年8月23日 令和11年8月31日 令和4年8月23日
000028 4000152019 旬香房 677-0054 西脇市野村町800-1 795247900 菓子製造業 一般 時本 あさみ 北播(加健)第312-84 令和4年8月23日 令和11年8月31日 令和4年8月23日
000028 4000152090 焼肉の牛太　加東店 673-1341 加東市南山3-1-3 795470080 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 梶尾 幸洋 北播(加健)第311-44 令和3年7月20日 令和9年8月31日 令和3年7月20日
000028 4000152120 一凛 673-1451 加東市家原579-4 795421788 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 住本 恵子 北播(加健)第311-51 令和3年7月27日 令和9年8月31日 令和3年7月27日
000028 4000152139 加西てんぐ 675-2211 加西市野田町590 790483716 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山川 広宣 北播(加健)第312-90 令和3年8月17日 令和9年8月31日 令和3年8月17日
000028 4000152178 かめだ 679-0303 西脇市黒田庄町前坂254 795283076 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 亀田 智美 北播(加健)第312-62 令和3年7月21日 令和9年8月31日 令和3年7月21日
000028 4000152179 かめだ 679-0303 西脇市黒田庄町前坂254 795283076 菓子製造業 一般 亀田 智美 北播(加健)第312-63 令和3年7月21日 令和9年8月31日 令和3年7月21日
000028 4000152211 嬉野台生涯教育センター 673-1415 加東市下久米1227-18 795440711 飲食店営業(3)旅館 一般 シンエーフーヅ株式会社 代表取締役 宮内 賢二 650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通二丁目3番2号三共神戸ツインビル2階 786916910 北播(加健)第311-75 令和3年8月25日 令和10年8月31日 令和3年8月25日
000028 4000152253 フレッシュバザール小野黒川店（惣菜） 675-1371 小野市黒川町字馬渡り1251 794623900 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-8503 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 北播(加健)第311-54 令和4年8月23日 令和11年8月31日 令和4年8月23日
000028 4000152255 フレッシュバザール小野黒川店 675-1371 小野市黒川町字馬渡り1251 794623900 魚介類販売業 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-8503 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 北播(加健)第311-55 令和4年8月23日 令和11年8月31日 令和4年8月23日
000028 4000152261 フレッシュバザール小野黒川店  （ライブキッチン寿司） 675-1371 小野市黒川町字馬渡り1251 794623900 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-8503 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 北播(加健)第311-76 令和3年8月25日 令和9年8月31日 令和3年8月25日
000028 4000152311 社高校家庭クラブ 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市明石市及び西宮市を除く） 喫茶店営業 露店 兵庫県立社高等学校 校長 若浦 直樹 673-1461 兵庫県加東市木梨1356-1 795422055 北播(加健)第311-57 令和2年7月8日 令和7年8月31日 平成27年7月23日
000028 4000152312 社高校家庭クラブ 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市明石市及び西宮市を除く） 菓子製造業 露店 兵庫県立社高等学校 校長 若浦 直樹 673-1461 兵庫県加東市木梨1356-1 795422055 北播(加健)第311-58 令和2年7月8日 令和7年8月31日 平成27年7月23日
000028 4000152443 ロッテリア三木サービスエリアＦＳ店 673-0402 三木市加佐字湯谷1142山陽自動車道三木ＳＡ下り線 794839771 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社ロッテリア 代表取締役 長久保 文康 108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 333781205 北播(加健)第313-82 令和2年8月5日 令和7年8月31日 平成27年7月23日
000028 4000152453 なごみふぃ～るど 673-1244 三木市吉川町水上909 794721436 そうざい製造業 一般 和田 光代 北播(加健)第313-65 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 4000152459 宮城 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 宮城 裕至 北播(加健)第311-59 令和2年7月10日 令和7年8月31日 平成27年7月30日
000028 4000152494 三草ふれあい喫茶 673-1472 加東市上三草969 飲食店営業(4)その他 一般 樹梨 林三 北播(加健)第311-67 令和3年8月12日 令和9年8月31日 令和3年8月12日
000028 4000152521 ローソン加西三口店 675-2223 加西市三口町村前382-1 790483505 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 有限会社　川端商店 代表取締役 川端 芳文 675-1115 兵庫県加古郡稲美町国岡6丁目48番地 794970670 北播(加健)第312-78 令和4年8月16日 令和11年8月31日 令和4年8月16日
000028 4000152570 和食高田屋 679-0316 西脇市黒田庄町大門39-1 795285757 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　たかた 代表取締役 高田 智貴 679-0316 兵庫県西脇市黒田庄町大門39-1 795285757 北播(加健)第312-75 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 4000152573 オステリア・デル・アランチョ 673-0433 三木市福井字鷹尾2005-1 794835489 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 青木 良一 北播(加健)第313-55 令和3年7月16日 令和9年8月31日 令和3年7月16日
000028 4000152669 ごはんや凸 677-0054 西脇市野村町800-1 795387320 そうざい製造業 一般 五島 幹夫 北播(加健)第312-100 令和3年8月24日 令和9年8月31日 令和3年8月24日
000028 4000152898 滝野カントリー倶楽部　迎賓館コース  レストラン 673-1303 加東市少分谷460-111 795471922 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 滝野フーズ株式会社 代表取締役 辰巳 明 673-1303 兵庫県加東市少分谷460-111 795471922 北播(加健)第311-72 令和3年8月25日 令和9年8月31日 令和3年8月25日
000028 4000152931 ぴんくの兎 000-0000 三木市内 飲食店営業(4)その他 露店 西本 智子 北播(加健)第313-85 令和2年8月7日 令和7年8月31日 平成27年8月25日
000028 4000152981 てげてげ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 尾西 智鶴 北播(加健)第313-97 令和2年8月27日 令和7年8月31日 平成27年8月27日
000028 4000153014 滝野カントリー倶楽部　八千代コース  レストラン 679-1211 多可郡多可町加美区寺内字入相山618 795350885 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 滝野フーズ株式会社 代表取締役 辰巳 明 673-1303 兵庫県加東市少分谷460-111 795471922 北播(加健)第312-99 令和3年8月23日 令和9年8月31日 令和3年8月23日
000028 4000153022 小野東洋ゴルフ倶楽部　レストラン 675-1315 小野市日吉町570-1 794633747 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 5017464264 北播(加健)第311-78 令和3年8月30日 令和9年8月31日 令和3年8月30日
000028 4000153024 ウィステリア 673-1451 加東市家原813-4 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤井 健二 北播(加健)第311-84 令和3年10月12日 令和9年11月30日 令和3年10月12日
000028 4000153049 みのり農業協同組合　加東営農経済センター 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 みのり農業協同組合 代表理事組合長 神澤 友重 673-1431 兵庫県加東市社1777-1 795425141 北播(加健)第311-172 令和2年11月30日 令和7年11月30日 平成27年9月3日
000028 4000153128 スオミ　ガーデンズ 679-1102 多可郡多可町中区安楽田980-45 795324113 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 牧 靖一郎 北播(加健)第312-110 令和3年10月14日 令和9年11月30日 令和3年10月14日
000028 4000153167 ローソン　加東上滝野店 679-0211 加東市上滝野2407 795481688 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社キャロル 代表取締役 岸本 伸男 679-0212 兵庫県加東市下滝野2-26 795483455 北播(加健)第311-85 令和4年11月4日 令和11年11月30日 令和4年11月4日
000028 4000153190 セブン－イレブン三木小林東店 673-0434 三木市別所町小林697-3 794842440 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 平見 勝明 北播(加健)第313-79 令和3年10月21日 令和9年11月30日 令和3年10月21日
000028 4000153227 新明和レジデンス小野 675-1327 小野市市場町445-1 794627627 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社リエイ 代表取締役社長 椛澤 一 279-0012 千葉県浦安市入船1-5-2 473558181 北播(加健)第311-98 令和3年11月15日 令和9年11月30日 令和3年11月15日
000028 4000153240 ろくさん家 679-1135 多可郡多可町中区安坂82 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉田 邦昭 北播(加健)第312-137 令和3年11月24日 令和9年11月30日 令和3年11月24日
000028 4000153245 和輪笑 673-1108 三木市吉川町古市153 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 戸田 昌樹 北播(加健)第313-78 令和3年10月18日 令和9年11月30日 令和3年10月18日
000028 4000153261 小野東洋ゴルフ倶楽部　６番売店 675-1315 小野市日吉町570-1 794633747 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 5017464264 北播(加健)第311-101 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 4000153262 小野東洋ゴルフ倶楽部　１５番売店 675-1315 小野市日吉町570-1 794633747 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 5017464264 北播(加健)第311-102 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 4000153337 ひなた 673-0413 三木市大塚213-3 794862050 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 浜村 旦子 北播(加健)第313-73 令和3年10月12日 令和9年11月30日 令和3年10月12日
000028 4000153339 キッチンハウス　どんぐりっこ 673-0515 三木市志染町三津田1708三木総合防災公園内 795425986 飲食店営業(4)その他 露店 特定非営利活動法人　北播磨生活応援団 内橋 欣司 673-1423 兵庫県加東市東古瀬58 795425986 北播(加健)第313-125 令和2年11月5日 令和7年11月30日 平成27年9月29日
000028 4000153355 生活協同組合コープこうべ　コープ加西 675-2312 加西市北条町北条28-1アスティアかさい1F 790432251 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0000 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目3番19号 788561003 北播(加健)第312-141 令和3年11月24日 令和9年11月30日 令和3年11月24日
000028 4000153371 すずらん 673-0532 三木市緑が丘町中1-15-37 794850557 飲食店営業(4)その他 一般 古川 孝子 北播(加健)第313-82 令和3年10月25日 令和9年11月30日 令和3年10月25日
000028 4000153481 カタオカ 677-0001 西脇市大木町133 795233602 食肉処理業 一般 片岡 耕治 北播(加健)第312-124 令和3年11月12日 令和9年11月30日 令和3年11月12日
000028 4000153491 たっちゃん食堂 679-0323 西脇市黒田庄町西沢15 795285505 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 達谷 博 北播(加健)第312-131 令和3年11月19日 令和9年11月30日 令和3年11月19日
000028 4000153518 ひょうたんの里 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 藤井 琢己 北播(加健)第312-217 令和2年11月25日 令和7年11月30日 平成27年10月14日
000028 4000153554 スナック　美摩酒香 675-1371 小野市黒川町80-4 794628524 飲食店営業(4)その他 一般 中野 日出子 北播(加健)第311-96 令和3年11月9日 令和9年11月30日 令和3年11月9日
000028 4000153572 クローバープラザサロン 677-0057 西脇市野村町茜が丘16-1 795252100 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 信子 北播(加健)第312-104 令和3年10月14日 令和9年11月30日 令和3年10月14日
000028 4000153631 ゆかいな麺々・兵庫 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 森井 弘 北播(加健)第312-133 令和2年10月13日 令和7年11月30日 平成27年10月23日
000028 4000153732 薩摩地鶏　わげんや 673-0404 三木市大村1132 794837733 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　和顔家 代表取締役 中馬 誠 673-1432 兵庫県加東市ひろのが丘4-10 795422166 北播(加健)第313-81 令和3年10月25日 令和9年11月30日 令和3年10月25日
000028 4000153781 志染愛真ホーム内厨房 673-0516 三木市志染町御坂764-16 794871553 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 富士産業株式会社 代表取締役 中村 勝彦 105-0004 東京都港区新橋5丁目32番7号 354006111 北播(加健)第313-95 令和3年11月22日 令和9年11月30日 令和3年11月22日
000028 4000153823 たかみ 677-0121 多可郡多可町八千代区中野間1028 795371181 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 髙見 光一 北播(加健)第312-127 令和3年11月15日 令和9年11月30日 令和3年11月15日
000028 4000153824 たかみ 677-0121 多可郡多可町八千代区中野間1028 795371181 魚介類販売業 一般 髙見 光一 北播(加健)第312-128 令和3年11月15日 令和9年11月30日 令和3年11月15日
000028 4000153877 どりーむかかりん 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 立岩 薫 北播(加健)第313-143 令和2年11月30日 令和7年11月30日 平成27年11月9日
000028 4000153885 ひねやきとり　風里 677-0065 西脇市岡崎町516 795270720 飲食店営業(4)その他 一般 寺下 里美 北播(加健)第312-109 令和3年10月14日 令和9年11月30日 令和3年10月14日
000028 4000153934 家庭料理しるく 673-0541 三木市志染町広野2-22-13 794886469 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 衣川 由利子 北播(加健)第313-76 令和3年10月18日 令和9年11月30日 令和3年10月18日
000028 4000154031 北条田仲病院内厨房 675-2312 加西市北条町北条391-3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 富士産業株式会社 代表取締役 中村 勝彦 105-0004 東京都港区新橋5-32-7 354006111 北播(加健)第312-112 令和3年10月21日 令和9年11月30日 令和3年10月21日
000028 4000154094 いごこち屋　ごうまるさん 673-1431 加東市社1509-1 795429503 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 壷井 泰幸 北播(加健)第311-87 令和3年10月22日 令和9年11月30日 令和3年10月22日



000028 4000154095 インドネパールダイニングカフェ　ムナール 673-1431 加東市社533-8 795278338 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 アチャリヤ カマラギミレ 北播(加健)第311-94 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 4000154108 セブン－イレブン　社松尾店 673-1433 加東市松尾391-2 795428788 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 野口 良三 北播(加健)第311-88 令和3年10月22日 令和9年11月30日 令和3年10月22日
000028 4000154193 喫茶参休 673-1114 三木市吉川町吉安字奥山877-442サテライト阪神内１Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社川波 代表取締役 木村 節子 651-1421 兵庫県西宮市山口町上山口一丁目9-26 794766226 北播(加健)第313-95 令和4年10月24日 令和10年11月30日 令和4年10月24日
000028 4000154205 ローソン三木青山店 673-0521 三木市志染町青山3-14-1 794871156 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社吉祥 代表取締役 中原 丈司 675-0031 兵庫県加古川市加古川町北在家2206番地 794565005 北播(加健)第313-99 令和4年10月24日 令和11年11月30日 令和4年10月24日
000028 4000154233 ラーメン龍華 679-0108 加西市山枝町480-102 790471240 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 菅野 泰弘 北播(加健)第312-107 令和3年10月14日 令和9年11月30日 令和3年10月14日
000028 4000154291 株式会社エーコープ近畿滝野店 679-0211 加東市上滝野812 795482269 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役社長 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目51番1号 726763300 北播(加健)第311-134 令和4年2月14日 令和10年2月29日 令和4年2月14日
000028 4000154324 ほっともっと小野王子店 675-1378 小野市王子町870 794649000 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社Ｅａｔ　Ｔｅｃ 代表取締役 井上 由貴 675-1378 兵庫県小野市王子町870 794649000 北播(加健)第311-129 令和4年2月14日 令和10年2月29日 令和4年2月14日
000028 4000154330 NINA 677-0003 西脇市西田町187-1 795387148 飲食店営業(4)その他 一般 能瀬 佳代子 北播(加健)第312-176 令和4年2月22日 令和10年2月29日 令和4年2月22日
000028 4000154366 すし優 677-0054 西脇市野村町800-1西脇市営卸売市場内 795224924 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 名村 優司 北播(加健)第312-179 令和4年2月28日 令和10年2月29日 令和4年2月28日
000028 4000154367 ｃｏｃｏ 675-1371 小野市黒川町67 飲食店営業(4)その他 一般 元角 博美 北播(加健)第311-137 令和4年2月17日 令和10年2月29日 令和4年2月17日
000028 4000154466 カラオケ喫茶西海 679-0304 西脇市黒田庄町船町693-4 795387929 飲食店営業(4)その他 一般 宮崎 明美 北播(加健)第312-167 令和4年2月18日 令和10年2月29日 令和4年2月18日
000028 4000154475 株式会社けやき 673-1464 加東市上中3-67けやきビル 795430032 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社けやき 代表取締役 森本 幸弘 673-1464 兵庫県加東市上中3-67けやきビル 795430032 北播(加健)第311-117 令和4年1月18日 令和10年2月29日 令和4年1月18日
000028 4000154534 カラオケ喫茶　愛 673-0532 三木市緑が丘町中1-6-22　2F 794842704 飲食店営業(4)その他 一般 亀川 教江 北播(加健)第313-111 令和4年1月31日 令和10年2月29日 令和4年1月31日
000028 4000154560 魚国総本社・加西２７１６９－２ 675-2241 加西市段下町606-1 790427400 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社魚国総本社 代表取締役社長 田所 伸浩 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町1丁目6番19号 664785700 北播(加健)第312-150 令和5年1月31日 令和11年2月28日 令和5年1月31日
000028 4000154563 お食事処　ふじやま 673-1332 加東市栄枝405-141 795461517 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石田 秋憲 北播(加健)第311-216 令和3年2月8日 令和8年2月28日 平成27年12月25日
000028 4000154565 魚国総本社・加西２７１６９ 675-2332 加西市鎮岩町194-4 790427400 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社魚国総本社 代表取締役社長 田所 伸浩 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町1丁目6番19号 664785700 北播(加健)第312-148 令和5年1月31日 令和12年2月28日 令和5年1月31日
000028 4000154567 魚国総本社・加西２７１６９－１ 675-2332 加西市鎮岩町194-4 790427400 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社魚国総本社 代表取締役社長 田所 伸浩 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町1丁目6番19号 664785700 北播(加健)第312-149 令和5年1月31日 令和12年2月28日 令和5年1月31日
000028 4000154663 ハーブ工房　みきヴェルデ 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社　みきヴェルデ 代表取締役 村上 裕重 673-0445 兵庫県三木市別所町西這田1-397-1 794604025 北播(加健)第313-163 令和3年1月28日 令和8年2月28日 平成28年1月6日
000028 4000154671 歩 673-1114 三木市吉川町吉安字久郷220-1 794721626 飲食店営業(4)その他 一般 松本 美音子 北播(加健)第313-106 令和4年1月26日 令和10年2月29日 令和4年1月26日
000028 4000154819 マイスター工房八千代 677-0103 多可郡多可町八千代区中村46-1 795305516 そうざい製造業 一般 藤原 隆子 北播(加健)第312-177 令和4年2月28日 令和10年2月29日 令和4年2月28日
000028 4000154820 マイスター工房八千代 677-0103 多可郡多可町八千代区中村46-1 795305516 菓子製造業 一般 藤原 隆子 北播(加健)第312-178 令和4年2月28日 令和10年2月29日 令和4年2月28日
000028 4000154848 JA兵庫みらい小野営農生活センター 675-1317 小野市浄谷町278 794636905 みそ又はしょうゆ製造業 一般 兵庫みらい農業協同組合 代表理事組合長 小紫 康正 679-0107 兵庫県加西市玉野町1156-1 790471255 北播(加健)第311-118 令和4年1月18日 令和10年2月29日 令和4年1月18日
000028 4000154898 竹とんぼ 673-0741 三木市口吉川町殿畑20-5 794895151 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 武田 憲明 北播(加健)第313-116 令和4年2月7日 令和10年2月29日 令和4年2月7日
000028 4000154928 原始人会 675-2451 加西市上万願寺町120-1 790440150 食肉販売業 一般 国田 良一 北播(加健)第312-171 令和4年2月22日 令和10年2月29日 令和4年2月22日
000028 4000154930 原始人会 675-2451 加西市上万願寺町120-1 790440150 みそ又はしょうゆ製造業 一般 国田 良一 北播(加健)第312-172 令和4年2月22日 令和10年2月29日 令和4年2月22日
000028 4000154931 原始人会 675-2451 加西市上万願寺町120-1 790440150 酒類製造業 一般 池田 孝一 北播(加健)第312-170 令和4年2月22日 令和10年2月29日 令和4年2月22日
000028 4000155006 凜花 675-1371 小野市黒川町1785 794630880 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 加藤 真由美 北播(加健)第311-125 令和4年2月14日 令和10年2月29日 令和4年2月14日
000028 4000155023 味名人 677-0035 西脇市上戸田166-1 795241829 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 李 荣琴 北播(加健)第312-156 令和4年2月3日 令和10年2月29日 令和4年2月3日
000028 4000155037 ＴＵＭＡこいカフェ 677-0026 西脇市坂本455 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岸本 信子 北播(加健)第312-168 令和4年2月17日 令和10年2月29日 令和4年2月17日
000028 4000155046 古時計 679-1211 多可郡多可町加美区寺内129-1 795350077 菓子製造業 一般 徳岡 壮平 北播(加健)第312-163 令和4年2月14日 令和10年2月29日 令和4年2月14日
000028 4000155240 セブン－イレブン三木大塚２丁目店 673-0413 三木市大塚2-2-71 794833668 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 小林 勝 北播(加健)第313-99 令和4年1月17日 令和10年2月29日 令和4年1月17日
000028 4000155258 亀さん工房 677-0054 西脇市野村町1093-5 菓子製造業 一般 亀岡 澄子 北播(加健)第312-158 令和4年2月7日 令和10年2月29日 令和4年2月7日
000028 4000155279 ファミリーマート　吉川町大沢店 673-1115 三木市吉川町大沢351-1 794762811 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 谷 宏之 北播(加健)第313-109 令和4年1月31日 令和10年2月29日 令和4年1月31日
000028 4000155288 Ｂｅａｎｓ　ｍａｍａ 673-0521 三木市志染町青山1-4-6 794855431 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤木 栄江 北播(加健)第313-114 令和4年1月31日 令和10年2月29日 令和4年1月31日
000028 4000155398 ｓｈｉｎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 宮﨑 眞人 北播(加健)第311-193 令和3年1月25日 令和8年2月28日 平成28年2月26日
000028 4000155521 炭火焼きダイニング　和灯 677-0016 西脇市高田井町105 795244567 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中村 和正 北播(加健)第312-157 令和4年2月3日 令和10年2月29日 令和4年2月3日
000028 4000155537 フレッシュバザール加東上中店（惣菜） 673-1464 加東市上中325 795438600 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-8503 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 北播(加健)第311-11 令和5年4月21日 令和12年5月31日 令和5年4月21日
000028 4000155538 フレッシュバザール加東上中店（おはぎ） 673-1464 加東市上中325 795438600 菓子製造業 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-8503 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 北播(加健)第311-14 令和5年4月21日 令和12年5月31日 令和5年4月21日
000028 4000155549 フレッシュバザール加東上中店 673-1464 加東市上中325 795438600 魚介類販売業 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-8503 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 北播(加健)第311-15 令和5年4月21日 令和12年5月31日 令和5年4月21日
000028 4000155550 フレッシュバザール加東上中店（鮮魚寿司） 673-1464 加東市上中325 795438600 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-8503 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 北播(加健)第311-12 令和5年4月21日 令和12年5月31日 令和5年4月21日
000028 4000155551 フレッシュバザール加東上中店（焼魚） 673-1464 加東市上中325 795438600 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-8503 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 北播(加健)第311-13 令和5年4月21日 令和12年5月31日 令和5年4月21日
000028 4000155596 Ｒａｙ 673-1423 加東市東古瀬1-1 795428151 飲食店営業(4)その他 一般 中里 衿那 北播(加健)第311-6 令和4年4月15日 令和10年5月31日 令和4年4月15日
000028 4000155657 マザーグースの物語 673-1446 加東市上田803 795427832 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中嶋 豊久 北播(加健)第311-3 令和4年4月13日 令和10年5月31日 令和4年4月13日
000028 4000155690 紫香楽 679-0315 西脇市黒田庄町津万井313 795282182 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山口 タヅ子 北播(加健)第312-16 令和4年4月20日 令和10年5月31日 令和4年4月20日
000028 4000155695 小規模多機能施設　なの花かさい 675-2332 加西市鎮岩町482-1 790461787 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ウェルビー 代表取締役 三船 由香 675-2332 兵庫県加西市鎮岩町482番地の1 790460735 北播(加健)第312-45 令和4年5月24日 令和10年5月31日 令和4年5月24日
000028 4000155780 焼肉三昧　みのり庵 677-0035 西脇市上戸田206-38 795221129 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社エフコック 代表取締役 松岡 功 675-0332 兵庫県加古川市志方町横大路145番地1 794521718 北播(加健)第312-41 令和4年5月24日 令和10年5月31日 令和4年5月24日
000028 4000155781 焼肉三昧　みのり庵 677-0035 西脇市上戸田206-38 795221129 食肉販売業 一般 株式会社エフコック 代表取締役 松岡 功 675-0332 兵庫県加古川市志方町横大路145番地1 794521718 北播(加健)第312-42 令和4年5月24日 令和10年5月31日 令和4年5月24日
000028 4000155804 島のお酒と楽しいご飯　あけるま 677-0056 西脇市板波町150-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 廣田 歌澄 北播(加健)第312-38 令和4年5月23日 令和10年5月31日 令和4年5月23日
000028 4000155805 にこっと 677-0022 西脇市寺内519-63 795207952 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人すまいる 理事長 永谷 善康 677-0022 兵庫県西脇市寺内519番63 795207952 北播(加健)第312-23 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 4000155849 エースコック株式会社　関西滝野工場 679-0221 加東市河高字黒石1816-175 795485580 そうざい製造業 一般 エースコック株式会社 代表取締役 村岡 寛 564-0063 大阪府吹田市江坂町一丁目12番40号 663385585 北播(加健)第301-199 平成28年3月22日 令和5年5月31日 平成28年3月22日
000028 4000155879 愛菜キッチン　三木緑が丘店 673-0532 三木市緑が丘町中1-7-1 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　コープフーズ 代表取締役 友重 伸和 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目3番19号 794956001 北播(加健)第313-4 令和4年4月19日 令和10年5月31日 令和4年4月19日
000028 4000155904 えびす認定こども園 673-0423 三木市宿原9-1 794833247 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三木給食協同組合 理事長 末陰 孝博 673-0443 兵庫県三木市別所町巴56番地 794822367 北播(加健)第313-7 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 4000155970 シンエーフーヅ株式会社  三木サービスエリア営業所　レストラン 673-0404 三木市大村字大門1067-110山陽自動車道三木SA上り線 794860333 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 シンエーフーヅ株式会社 代表取締役 宮内 賢二 650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通二丁目3番2号三共神戸ツインビル2階 783417117 北播(加健)第313-35 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 4000155971 シンエーフーヅ株式会社  三木サービスエリア営業所　スナックコーナー 673-0404 三木市大村字大門1067-110山陽自動車道三木SA上り線 794860333 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 シンエーフーヅ株式会社 代表取締役 宮内 賢二 650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通二丁目3番2号三共神戸ツインビル2階 783417117 北播(加健)第313-41 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 4000155972 シンエーフーヅ株式会社  三木サービスエリア営業所　ベーカリー 673-0404 三木市大村字大門1067-110山陽自動車道三木SA上り線 794860333 菓子製造業 一般 シンエーフーヅ株式会社 代表取締役 宮内 賢二 650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通二丁目3番2号三共神戸ツインビル2階 783417117 北播(加健)第313-37 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 4000155973 シンエーフーヅ株式会社  三木サービスエリア営業所　ベーカリー 673-0404 三木市大村字大門1067-110山陽自動車道三木SA上り線 794860333 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 シンエーフーヅ株式会社 代表取締役 宮内 賢二 650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通二丁目3番2号三共神戸ツインビル2階 783417117 北播(加健)第313-36 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 4000155977 シンエーフーヅ株式会社  三木サービスエリア営業所　テント 673-0404 三木市大村字大門1067-110山陽自動車道三木SA上り線 飲食店営業(4)その他 露店 シンエーフーヅ株式会社 代表取締役 宮内 賢二 650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通二丁目3番2号三共神戸ツインビル2階 783417117 北播(加健)第313-47 令和3年5月26日 令和8年5月31日 平成28年3月25日
000028 4000155978 シンエーフーヅ株式会社  三木サービスエリア営業所　テント 673-0404 三木市大村字大門1067-110山陽自動車道三木SA上り線 菓子製造業 露店 シンエーフーヅ株式会社 代表取締役 宮内 賢二 650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通二丁目3番2号三共神戸ツインビル2階 783417117 北播(加健)第313-48 令和3年5月26日 令和8年5月31日 平成28年3月25日
000028 4000155979 学校法人りんでん学園　りんでん認定こども園 673-0531 三木市緑が丘町西4-14-3 794857838 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社マエダフーズ 代表取締役 前田 陽平 675-1221 兵庫県加古川市平荘町山角119-3 794281156 北播(加健)第303-150 平成28年3月23日 令和5年5月31日 平成28年3月23日
000028 4000155992 三木市立自由が丘小学校 673-0552 三木市志染町中自由が丘3-70 794708470 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 コーベフーズ株式会社 代表取締役 久保 孝義 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 783824700 北播(加健)第313-1 令和4年4月14日 令和10年5月31日 令和4年4月14日
000028 4000155999 ラーメン専門店　らんめん 675-1371 小野市黒川町1802 794634195 麺類製造業 一般 有限会社長島商店 代表取締役 長島 実 675-1371 兵庫県小野市黒川町1802 794634195 北播(加健)第311-26 令和4年5月20日 令和10年5月31日 令和4年5月20日
000028 4000156010 モン・プチ　夢 673-0743 三木市口吉川町桾原608-1 794880200 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社夢ツアーズ 代表取締役 籾井 博員 673-0741 兵庫県三木市口吉川町殿畑23-2 794895833 北播(加健)第313-18 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 4000156054 医療法人　樹光会　大村病院　厨房 673-0404 三木市大村字北山200 794825570 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役社長 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 332873611 北播(加健)第313-13 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 4000156055 医療法人　樹光会　大村病院　職員食堂 673-0404 三木市大村字北山200 794825570 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役社長 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 332873611 北播(加健)第313-14 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 4000156094 松の実 673-1401 加東市上鴨川1061-100 795409881 飲食店営業(3)旅館 一般 源田 美鈴 北播(加健)第311-21 令和5年4月20日 令和12年5月31日 令和5年4月20日
000028 4000156096 福福 679-0211 加東市上滝野234 795481177 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福田 正年 北播(加健)第311-27 令和4年5月26日 令和10年5月31日 令和4年5月26日
000028 4000156137 三木サービスエリア下り線　店外 673-0402 三木市加佐字湯谷1142 喫茶店営業 自動販売機 トーヨーベンディング株式会社 代表取締役 大久保 智司 452-0839 愛知県名古屋市西区見寄町１６７番地 525011771 北播(加健)第313-43 令和3年5月21日 令和8年5月31日 平成28年4月1日
000028 4000156186 あやめ商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 菖池 祐司 北播(加健)第311-39 令和3年5月26日 令和8年5月31日 平成28年4月7日
000028 4000156194 ほっともっと加西北条店 675-2303 加西市北条町古坂1-24-9 790438553 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 合同会社　Ａｋｉｎｏ 代表社員 増田 かおり 675-2303 兵庫県加西市北条町古坂１丁目２４番地の９ 790438553 北播(加健)第312-27 令和4年5月12日 令和10年5月31日 令和4年5月12日
000028 4000156243 幸商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 前田 真紀 北播(加健)第312-55 令和3年5月27日 令和8年5月31日 平成28年4月12日
000028 4000156252 シンエーフーヅ株式会社  三木サービスエリア営業所　ママキッチン 673-0404 三木市大村字大門1067-110山陽自動車道三木SA上り線 794860333 飲食店営業(4)その他 一般 シンエーフーヅ株式会社 代表取締役 宮内 賢二 650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通二丁目3番2号三共神戸ツインビル2階 783417117 北播(加健)第313-38 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 4000156262 シンエーフーヅ株式会社  三木サービスエリア営業所　たこ焼き 673-0404 三木市大村字大門1067-110山陽自動車道三木SA上り線 794860333 飲食店営業(4)その他 一般 シンエーフーヅ株式会社 代表取締役 宮内 賢二 650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通二丁目3番2号三共神戸ツインビル2階 783417117 北播(加健)第313-39 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 4000156272 シンエーフーヅ株式会社  三木サービスエリア営業所　串焼き 673-0404 三木市大村字大門1067-110山陽自動車道三木SA上り線 794860333 飲食店営業(4)その他 一般 シンエーフーヅ株式会社 代表取締役 宮内 賢二 650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通二丁目3番2号三共神戸ツインビル2階 783417117 北播(加健)第313-40 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 4000156301 花屋敷 677-0039 西脇市上比延町330-2 795238718 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤井 仁史 北播(加健)第312-17 令和4年4月21日 令和10年5月31日 令和4年4月21日
000028 4000156308 歌謡スタジオふれあい 675-1352 小野市復井町1108 飲食店営業(4)その他 一般 北山 初代 北播(加健)第311-24 令和4年5月19日 令和10年5月31日 令和4年5月19日
000028 4000156427 カラオケ喫茶ミコ 677-0044 西脇市上野33 795232805 飲食店営業(4)その他 一般 富田 紀久子 北播(加健)第312-4 令和4年4月13日 令和10年5月31日 令和4年4月13日
000028 4000156518 Cheesecake Factory Coto 675-2442 加西市中富町1144-1 790359865 菓子製造業 一般 定行 真由子 北播(加健)第312-46 令和4年5月30日 令和10年5月31日 令和4年5月30日
000028 4000156636 ごはん亭 679-1324 多可郡多可町加美区轟799-127 795361616 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人　北播磨ラベンダー 理事長 森本 寿文 679-1324 兵庫県多可郡多可町加美区轟799番地127 795361616 北播(加健)第312-32 令和4年5月23日 令和10年5月31日 令和4年5月23日
000028 4000156643 Ｎｉｇｈｔ　ＯＷＬ 673-1423 加東市東古瀬22-1 飲食店営業(4)その他 一般 髙見 ちづる 北播(加健)第311-23 令和4年5月13日 令和10年5月31日 令和4年5月13日
000028 4000156661 社会福祉法人　特別養護老人ホーム　みぎわ園 677-0064 西脇市八坂町213-1 795221358 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人みぎわ会 理事長 來住 壽一 677-0064 兵庫県西脇市八坂町字平池の下213-1 795221358 北播(加健)第312-7 令和5年4月24日 令和12年5月31日 令和5年4月24日
000028 4000156694 675-2241 加西市段下町847-5 790482311 喫茶店営業 自動販売機 柿木 和夫 北播(加健)第312-52 令和3年5月19日 令和8年5月31日 平成28年5月16日
000028 4000156703 軽費老人ホーム　いずみ寮　喫茶しゃろーむ 677-0064 西脇市八坂町213-21 795270777 飲食店営業(4)その他 一般 社会福祉法人みぎわ会 理事長 來住 壽一 677-0064 兵庫県西脇市八坂町字平池の下213-1 795221358 北播(加健)第312-12 令和4年4月18日 令和10年5月31日 令和4年4月18日
000028 4000156708 旬味　澤 673-0413 三木市大塚1-1-26 794828641 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 澤 栄次 北播(加健)第313-6 令和4年4月21日 令和10年5月31日 令和4年4月21日
000028 4000156876 月ウサギ 675-1371 小野市黒川町94-185エメラルドビル1号 794662237 飲食店営業(4)その他 一般 横山 美加 北播(加健)第311-17 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 4000156895 IL BINARIO DI ORO 675-2335 加西市西横田町545-1 790468100 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 昇卓 北播(加健)第312-25 令和4年5月9日 令和10年5月31日 令和4年5月9日
000028 4000156954 大だいこ 673-0402 三木市加佐字横塚291 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社大だいこ 代表取締役 中田 優則 675-0011 兵庫県加古川市野口町北野69番地の2 794397011 北播(加健)第313-45 令和4年5月16日 令和10年5月31日 令和4年5月16日
000028 4000156982 イオンリテール株式会社イオン三木店 673-0404 三木市大村字砂163 794838355 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126000 北播(加健)第313-11 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 4000156993 グラス 673-0532 三木市緑が丘町中1-9-32（右） 飲食店営業(4)その他 一般 入口 美宝 北播(加健)第313-9 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 4000157033 加西神姫レストラン 675-2365 加西市畑町字松尾谷2772-6 790424001 菓子製造業 一般 神姫フードサービス株式会社 代表取締役 伊藤 克也 670-0965 兵庫県姫路市東延末三丁目50番地 792883835 北播(加健)第302-36 平成28年6月3日 令和5年8月31日 平成28年6月3日
000028 4000157071 尽　－tsu－ku－shi－ 677-0043 西脇市下戸田71-1 795223933 飲食店営業(4)その他 一般 北播(加健)第312-66 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日
000028 4000157105 Trattoria SOGNI di SOGNI 673-0703 三木市細川町垂穂894-60 794835211 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社ネスタリゾート神戸 代表取締役 大川 二郞 673-0703 兵庫県三木市細川町垂穂894番地の60号 794835000 北播(加健)第313-68 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日
000028 4000157106 SAZANKA（さざんか） 673-0703 三木市細川町垂穂894-60 794835211 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ネスタリゾート神戸 代表取締役 大川 二郞 673-0703 兵庫県三木市細川町垂穂894番地の60号 794835000 北播(加健)第303-51 平成28年6月1日 令和5年8月31日 平成28年6月1日
000028 4000157107 鮨はりま　鉄板焼さくら 673-0703 三木市細川町垂穂894-60 794835211 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ネスタリゾート神戸 代表取締役 大川 二郞 673-0703 兵庫県三木市細川町垂穂894番地の60号 794835000 北播(加健)第313-70 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日
000028 4000157112 みき　日楽哩 673-0404 三木市大村1127 794839123 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 内匠 博文 北播(加健)第313-56 令和4年7月13日 令和10年8月31日 令和4年7月13日
000028 4000157138 成実 679-1107 多可郡多可町中区奥中605-1 795320575 菓子製造業 一般 有限会社成実 代表取締役 後藤 慶寛 679-1107 兵庫県多可郡多可町中区奥中605番地の1 795320575 北播(加健)第312-83 令和4年8月23日 令和10年8月31日 令和4年8月23日
000028 4000157149 Cafē SOGNI di SOGNI 673-0703 三木市細川町垂穂894-60 794835211 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ネスタリゾート神戸 代表取締役 大川 二郞 673-0703 兵庫県三木市細川町垂穂894番地の60号 794835000 北播(加健)第303-50 平成28年6月13日 令和5年8月31日 平成28年6月13日
000028 4000157150 Bar lounge Red Pine 673-0703 三木市細川町垂穂894-60 794835211 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ネスタリゾート神戸 代表取締役 大川 二郞 673-0703 兵庫県三木市細川町垂穂894番地の60号 794835000 北播(加健)第303-53 平成28年6月13日 令和5年8月31日 平成28年6月13日
000028 4000157164 道の駅　たにし 677-0022 西脇市寺内517-1 795243400 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西脇ロイヤルホテル株式会社 代表取締役 中村 武 677-0015 兵庫県西脇市西脇991番地 795232000 北播(加健)第312-68 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日
000028 4000157167 稲穂の里 673-0442 三木市別所町興治217-1 794824018 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 藤本 智 北播(加健)第313-60 令和4年7月19日 令和10年8月31日 令和4年7月19日
000028 4000157213 ごはん処ありた 673-0402 三木市加佐295 794831822 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有田 常一 北播(加健)第313-57 令和4年7月13日 令和10年8月31日 令和4年7月13日
000028 4000157284 日高屋　炭火焼肉 675-1352 小野市西山町1817 794667933 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高峰 康弘 北播(加健)第311-32 令和4年7月20日 令和10年8月31日 令和4年7月20日
000028 4000157352 AOSORA 673-0533 三木市緑が丘町東1-1-24 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小林 希美 北播(加健)第313-75 令和4年8月19日 令和10年8月31日 令和4年8月19日
000028 4000157397 焼き志　結美 673-1463 加東市梶原31-1 795388577 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 瀬口 拓志 北播(加健)第311-64 令和4年8月31日 令和10年8月31日 令和4年8月31日
000028 4000157404 お好み焼き　鉄板料理　梟 673-0434 三木市別所町小林688-4 794606109 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 影本 寛 北播(加健)第313-59 令和4年7月19日 令和10年8月31日 令和4年7月19日
000028 4000157419 大和会館　三木やわらぎホール 673-0402 三木市加佐132 794827700 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　大和生研 代表取締役 山下 裕史 670-0936 兵庫県姫路市古二階町63 792890117 北播(加健)第303-78 平成28年6月28日 令和5年8月31日 平成28年6月28日
000028 4000157534 カラオケ　ＣＯＳＭＯＳ 673-1464 加東市上中2-39 795421234 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社アドバンス読売 代表取締役 藤原 幹規 673-1114 兵庫県三木市吉川町みなぎ台2丁目14番12号 794732435 北播(加健)第311-36 令和4年7月22日 令和10年8月31日 令和4年7月22日
000028 4000157619 ｃｏｃｏ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店80L 元角 博美 北播(加健)第311-69 令和3年8月23日 令和8年8月31日 令和3年8月23日
000028 4000157635 嘉祥　福楽 677-0042 西脇市堀町30 795222171 菓子製造業 一般 有限会社　大福屋 代表取締役 小谷 恭弘 677-0042 兵庫県西脇市堀町30 795222171 北播(加健)第312-59 令和4年7月25日 令和10年8月31日 令和4年7月25日
000028 4000157742 ファミリーマート加東上中店 673-1464 加東市上中3丁目20番地 795438077 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 谷 宏之 北播(加健)第311-43 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日
000028 4000157753 ようこちゃん亭 675-2213 加西市西笠原町81 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小坪 洋子 北播(加健)第312-70 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日
000028 4000157822 廣野ゴルフ倶楽部　運転手食堂 673-0541 三木市志染町広野7-3 794850123 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鈴木 一誠 北播(加健)第313-58 令和4年7月19日 令和10年8月31日 令和4年7月19日
000028 4000157889 エーデルワイス 679-0222 加東市高岡949-160 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 横山 義徳 北播(加健)第311-31 令和4年7月15日 令和10年8月31日 令和4年7月15日



000028 4000157890 天然滋味　ＫＡゑＭＯＮ 675-1345 小野市黍田町890 794633359 飲食店営業(4)その他 一般 稲岡 真司 北播(加健)第311-39 令和4年7月26日 令和10年8月31日 令和4年7月26日
000028 4000157898 GARDEN CAFE SOGNI di SOGNI 673-0703 三木市細川町垂穂894-60 794835211 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ネスタリゾート神戸 代表取締役 大川 二郞 673-0703 兵庫県三木市細川町垂穂894番地の60号 794835000 北播(加健)第313-69 令和4年7月29日 令和11年8月31日 令和4年7月29日
000028 4000157970 (株)きんでん姫路支店　社営業所  １Ｆ自販機コーナー（CCBJI受託） 673-1431 加東市社字岸本1238-1 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第311-77 令和3年8月25日 令和8年8月31日 令和3年8月25日
000028 4000158050 ちかちゃんぱん 675-2221 加西市倉谷町310 菓子製造業 一般 小田 真子 北播(加健)第312-52 令和4年7月14日 令和10年8月31日 令和4年7月14日
000028 4000158061 川久 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 有限会社　川久 代表取締役 河合 健裕 673-0431 兵庫県三木市本町3-3-17 794821079 北播(加健)第313-53 令和3年7月15日 令和8年8月31日 令和3年7月15日
000028 4000158108 小規模多機能ホーム清爽の里  「ささゆり絆カフェ」 679-1113 多可郡多可町中区中村町377-1 795300555 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人楽久園会 理事長 上野 仁久 677-0113 兵庫県多可郡多可町八千代区俵田111番地27 795370174 北播(加健)第312-79 令和4年8月18日 令和10年8月31日 令和4年8月18日
000028 4000158134 やしろの和がや 673-1431 加東市社30-1 795423558 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社けんじフードサービス 代表取締役 森脇 和成 677-0052 兵庫県西脇市和田町253番地 795231958 北播(加健)第311-29 令和4年7月8日 令和10年8月31日 令和4年7月8日
000028 4000158189 (有)アリノベ 679-1134 多可郡多可町中区茂利207-1 795323009 食肉製品製造業 一般 有限会社アリノベ 代表取締役 有延 秀棋 679-1134 兵庫県多可郡多可町中区茂利207番地の1 795323009 北播(加健)第312-55 令和4年7月20日 令和11年8月31日 令和4年7月20日
000028 4000158202 株式会社　仕出しふじた 677-0013 西脇市日野町20-3 795227637 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社　仕出しふじた 代表取締役 藤田 安浩 677-0013 兵庫県西脇市日野町20番地の3 795227637 北播(加健)第312-60 令和4年7月25日 令和10年8月31日 令和4年7月25日
000028 4000158206 ミートショップ　ナカオ 673-0445 三木市別所町西這田1-380-3 794824410 飲食店営業(4)その他 一般 中尾 恭明 北播(加健)第313-53 令和4年7月12日 令和10年8月31日 令和4年7月12日
000028 4000158260 cafe dan dan 675-2241 加西市段下町171-3 790488801 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社こたつ 代表取締役 藤本 敏隆 674-0094 兵庫県明石市二見町西二見1834番地の1 789420063 北播(加健)第312-48 令和4年7月12日 令和10年8月31日 令和4年7月12日
000028 4000158261 cafe dan dan 675-2241 加西市段下町171-3 790488801 菓子製造業 一般 株式会社こたつ 代表取締役 藤本 敏隆 674-0094 兵庫県明石市二見町西二見1834番地の1 789420063 北播(加健)第312-49 令和4年7月12日 令和10年8月31日 令和4年7月12日
000028 4000158370 カフェ・ガーデン　えん 675-2312 加西市北条町北条28-1 790430601 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山中 美智子 北播(加健)第312-65 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日
000028 4000158371 加西サービスエリア営業所　特設テント 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 790424003 飲食店営業(4)その他 露店80L シンエーフーヅ株式会社 代表取締役 宮内 賢二 650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通二丁目3番2号三共神戸ツインビル2階 783417117 北播(加健)第311-74 令和3年8月25日 令和8年8月31日 令和3年8月25日
000028 4000158405 ホテル　ジィニア滝野社 679-0205 加東市北野474-4 795387571 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社ミラージュ 代表取締役 永岡 美由紀 535-0002 大阪府大阪市旭区大宮一丁目21番16号 662222301 北播(加健)第311-91 令和4年11月15日 令和10年11月30日 令和4年11月15日
000028 4000158456 かのん 675-2303 加西市北条町古坂1-1-1加西ハイツビル1F 飲食店営業(4)その他 一般 表 真奈美 北播(加健)第312-120 令和4年11月22日 令和10年11月30日 令和4年11月22日
000028 4000158465 特産開発センター 679-0313 西脇市黒田庄町岡22-1 795285155 そうざい製造業 一般 みのり農業協同組合 代表理事組合長 神澤 友重 673-1431 兵庫県加東市社1777番地1 795425141 北播(加健)第312-109 令和4年11月7日 令和10年11月30日 令和4年11月7日
000028 4000158610 ほっともっと　三木志染町店 673-0552 三木市志染町中自由が丘1-541-2 794878577 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社　プレナス 代表取締役社長 塩井 辰男 812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田1丁目19番21号 924523600 北播(加健)第313-121 令和4年11月14日 令和10年11月30日 令和4年11月14日
000028 4000158622 千笑ラーメン 677-0018 西脇市富田町71-15 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 督久 北播(加健)第312-93 令和4年10月24日 令和10年11月30日 令和4年10月24日
000028 4000158658 シルバーハウス　ひまわりの里 673-0423 三木市宿原11-1 794838117 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ひまわり薬局 代表取締役 松岡 丈二 673-0551 兵庫県三木市志染町西自由が丘1丁目840番地 794878833 北播(加健)第313-92 令和4年10月19日 令和10年11月30日 令和4年10月19日
000028 4000158688 （有）滝寺荘 679-0211 加東市上滝野字滝ノ肩278.279-1 795483223 そうざい製造業 一般 ㈲滝寺荘 代表取締役 澤野 俊一 679-0211 兵庫県加東市上滝野283 795483223 北播(加健)第311-95 令和4年11月25日 令和10年11月30日 令和4年11月25日
000028 4000158714 多可赤十字老人保健施設 679-1114 多可郡多可町中区岸上280-19 795321265 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小野マルタマフーズ株式会社 代表取締役 畑 昭身 675-1367 兵庫県小野市敷地町1412番地の1 794631110 北播(加健)第312-112 令和4年11月14日 令和10年11月30日 令和4年11月14日
000028 4000158715 多可赤十字病院 679-1114 多可郡多可町中区岸上280 795321223 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小野マルタマフーズ株式会社 代表取締役 畑 昭身 675-1367 兵庫県小野市敷地町1412番地の1 794631110 北播(加健)第312-111 令和4年11月14日 令和10年11月30日 令和4年11月14日
000028 4000158717 じんでんの里 679-0103 加西市別府町甲2427-1 790470150 菓子製造業 一般 西村 章 北播(加健)第312-108 令和4年11月4日 令和10年11月30日 令和4年11月4日
000028 4000158737 日本ハムファクトリー株式会社　兵庫工場 675-1322 小野市匠台18 794627172 食肉製品製造業 一般 日本ハムファクトリー株式会社 代表取締役社長 増田 恒政 421-0305 静岡県榛原郡吉田町大幡350-3 548326123 北播(加健)第301-68 平成28年9月30日 令和5年11月30日 平成28年9月30日
000028 4000158753 ＰＥＴＥＣ食堂 673-1447 加東市佐保50 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社東テスティパル 代表取締役 藤井 俊成 571-0045 大阪府門真市殿島町6番1号 669098181 北播(加健)第311-94 令和4年11月25日 令和10年11月30日 令和4年11月25日
000028 4000158819 がいな製麺所 675-2423 加西市和泉町25-3 790450848 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　がいな 代表取締役 水谷 克也 675-2423 兵庫県加西市和泉町25-3 790450848 北播(加健)第312-101 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 4000158820 がいな製麺所 675-2423 加西市和泉町25-3 790450848 麺類製造業 一般 株式会社　がいな 代表取締役 水谷 克也 675-2423 兵庫県加西市和泉町25-3 790450848 北播(加健)第312-102 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 4000158910 すがの 675-2102 加西市中野町920-1 790490024 飲食店営業(4)その他 一般 菅野 栄 北播(加健)第312-91 令和4年10月24日 令和10年11月30日 令和4年10月24日
000028 4000158953 ＡＩＤＡ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 田中 貴之 北播(加健)第311-93 令和3年10月29日 令和8年11月30日 令和3年10月29日
000028 4000158968 prem dan 673-1123 三木市吉川町湯谷175 794609256 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 坂口 惠子 北播(加健)第313-120 令和4年11月14日 令和10年11月30日 令和4年11月14日
000028 4000159055 たい夢 673-0532 三木市緑が丘町中1-7-1 飲食店営業(4)その他 一般 森本 千加子 北播(加健)第313-111 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 4000159113 岩花フードワークス 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。） 飲食店営業(4)その他 露店80L 藤田 千洋 北播(加健)第313-90 令和3年11月12日 令和8年11月30日 令和3年11月12日
000028 4000159126 バーゼル 673-0551 三木市志染町西自由が丘1-386 794857778 菓子製造業 一般 橋本 晴江 北播(加健)第313-127 令和4年11月22日 令和10年11月30日 令和4年11月22日
000028 4000159129 スナック　バレンザ・ポー　美鈴 673-0402 三木市加佐295-1 794825799 飲食店営業(4)その他 一般 岡田 美鈴 北播(加健)第313-91 令和4年10月17日 令和10年11月30日 令和4年10月17日
000028 4000159212 セブン－イレブン加東上滝野店 679-0211 加東市上滝野258-1 795485625 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 阿江 隆幸 北播(加健)第311-103 令和4年11月30日 令和10年11月30日 令和4年11月30日
000028 4000159263 cafe Thalasso 673-0703 三木市細川町垂穂894-60 794835211 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ネスタリゾート神戸 代表取締役 大川 二郞 673-0703 兵庫県三木市細川町垂穂894番地の60号 794835000 北播(加健)第313-91 令和3年11月16日 令和9年11月30日 令和3年11月16日
000028 4000159268 ＭＯＫＡＲＯ 677-0004 西脇市市原町328 795227864 菓子製造業 一般 小濵 輝子 北播(加健)第312-88 令和4年10月14日 令和10年11月30日 令和4年10月14日
000028 4000159270 肉料理　樹 677-0016 西脇市高田井町322-1 795222959 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社川岸畜産 代表取締役 川岸 正樹 677-0016 兵庫県西脇市高田井町342番地の1 795241229 北播(加健)第312-89 令和4年10月19日 令和10年11月30日 令和4年10月19日
000028 4000159322 ふれあい喫茶　どんがらりん 673-1114 三木市吉川町吉安246吉川町公民館内 794721610 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高橋 早弓 北播(加健)第313-93 令和4年10月19日 令和10年11月30日 令和4年10月19日
000028 4000159324 精肉舎　こさる 673-0433 三木市福井字三木山2474-29 794838881 食肉販売業 一般 有限会社　こさる 代表取締役 鹿嶋 佑蘭 673-0433 兵庫県三木市福井1969番地の1 794838861 北播(加健)第313-110 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 4000159325 精肉舎　こさる 673-0433 三木市福井字三木山2474-29 794838881 そうざい製造業 一般 有限会社　こさる 代表取締役 鹿嶋 佑蘭 673-0433 兵庫県三木市福井1969番地の1 794838861 北播(加健)第313-109 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 4000159327 精肉舎　こさる 673-0433 三木市福井字三木山2474-29 794838881 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　こさる 代表取締役 鹿嶋 佑蘭 673-0433 兵庫県三木市福井1969番地の1 794838861 北播(加健)第313-108 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 4000159334 一徹 675-1378 小野市王子町163 794630603 魚介類販売業 一般 株式会社河本 代表取締役 河本 幸治 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲841番地35 792461160 北播(加健)第311-101 令和4年11月30日 令和10年11月30日 令和4年11月30日
000028 4000159335 一徹 675-1378 小野市王子町163 794630603 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社河本 代表取締役 河本 幸治 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲841番地35 792461160 北播(加健)第311-100 令和4年11月30日 令和10年11月30日 令和4年11月30日
000028 4000159339 イーティーズ王子店 675-1378 小野市王子町163 794707039 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社イーティーズ 代表取締役社長 原田 航太 811-0112 福岡県糟屋郡新宮町下府二丁目12番24号 949431800 北播(加健)第311-97 令和4年11月29日 令和10年11月30日 令和4年11月29日
000028 4000159340 イーティーズ王子店 675-1378 小野市王子町163 794707039 菓子製造業 一般 株式会社イーティーズ 代表取締役社長 原田 航太 811-0112 福岡県糟屋郡新宮町下府二丁目12番24号 949431800 北播(加健)第311-98 令和4年11月29日 令和10年11月30日 令和4年11月29日
000028 4000159341 大三ミート産業株式会社小野王子店 675-1378 小野市王子町163 794708631 食肉販売業 一般 大三ミート産業株式会社 代表取締役 大家 大 825-0001 福岡県田川市大字伊加利1824 947462111 北播(加健)第311-99 令和4年11月28日 令和10年11月30日 令和4年11月28日
000028 4000159384 魚民 673-1464 加東市上中3-15 795423688 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社モンテローザフーズ 代表取締役 大神 輝博 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1-21-1 422368888 北播(加健)第301-103 平成28年11月11日 令和5年11月30日 平成28年11月11日
000028 4000159440 FRAGILE 677-0015 西脇市西脇67-1 795278400 飲食店営業(4)その他 一般 寺田 順子 北播(加健)第312-92 令和4年10月24日 令和10年11月30日 令和4年10月24日
000028 4000159467 多機能ホーム「銀の鈴」 675-2365 加西市畑町2289-59 790437015 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　ケアサポートかさい 代表取締役 露口 道子 675-2365 兵庫県加西市畑町2289番地の59 790437015 北播(加健)第312-105 令和4年11月4日 令和10年11月30日 令和4年11月4日
000028 4000159498 cafe Thalasso　ホットドッグ 673-0703 三木市細川町垂穂894-60 794835211 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 株式会社ネスタリゾート神戸 代表取締役 大川 二郞 673-0703 兵庫県三木市細川町垂穂894番地の60号 794835000 北播(加健)第313-92 令和3年11月16日 令和8年11月30日 令和3年11月16日
000028 4000159501 ジョイフル兵庫加東店 673-1464 加東市上中3-14 795438822 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ジョイフル関西 代表取締役社長 松元 隆彰 870-0141 大分県大分市三川新町一丁目1番45号 975517131 北播(加健)第311-96 令和4年11月25日 令和10年11月30日 令和4年11月25日
000028 4000159512 ＦＡＲＭＥＲ’Ｓ　ＣＡＦＥ＋ＧＡＲＤＥＮ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 依兼 紫織 北播(加健)第311-109 令和3年11月29日 令和8年11月30日 令和3年11月29日
000028 4000159624 みきやまリハビリテーション病院 673-0413 三木市大塚1-5-89 794825488 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社塩梅 代表取締役 今井 清秀 567-0834 大阪府茨木市学園南町7番5号 726571122 北播(加健)第303-136 平成28年11月21日 令和5年11月30日 平成28年11月21日
000028 4000159675 中井工業㈱加西　食堂前軒下（CCBJI受託） 675-2105 加西市下宮木町751 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 664455518 北播(加健)第312-117 令和3年10月25日 令和8年11月30日 令和3年10月25日
000028 4000159817 はりまや 675-2362 加西市西上野町113-3 790430723 飲食店営業(4)その他 一般 衣笠 剛 北播(加健)第312-153 令和5年2月13日 令和11年2月28日 令和5年2月13日
000028 4000159818 はりまや 675-2362 加西市西上野町113-3 790430723 食肉販売業 一般 衣笠 剛 北播(加健)第312-154 令和5年2月13日 令和11年2月28日 令和5年2月13日
000028 4000159877 川久　麦笑 673-0413 三木市大塚2-356-1 794833392 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 河合 健次郎 北播(加健)第313-138 令和5年2月13日 令和11年2月28日 令和5年2月13日
000028 4000159878 アーバンホテル三木 673-0403 三木市末広3-115 794866636 飲食店営業(3)旅館 一般 アーバンネクサス株式会社 代表取締役 藤原 禎子 677-0053 兵庫県西脇市和布町150番地の6 795230223 北播(加健)第303-140 平成28年12月1日 令和6年2月29日 平成28年12月1日
000028 4000159942 近畿工業株式会社 673-0443 三木市別所町巴20 794820100 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 コーベフーズ株式会社 代表取締役 久保 孝義 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-1-3 783824700 北播(加健)第303-146 平成28年12月12日 令和6年2月29日 平成28年12月12日
000028 4000159975 絆倶楽部 673-0431 三木市本町2-5-10 794609361 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 一樹 北播(加健)第313-135 令和5年2月3日 令和11年2月28日 令和5年2月3日
000028 4000160043 特定非営利活動法人ぷらっときすみの 675-1344 小野市下来住町484-2 794625116 めん類製造業 一般 特定非営利活動法人ぷらっときすみの 理事長 藤井 力雄 675-1344 兵庫県小野市下来住町484-2 794625116 北播(加健)第301-116 平成28年12月26日 令和6年2月29日 平成28年12月26日
000028 4000160073 ＤＡＮＣＥ　ＷＩＺ　がいあ 679-0221 加東市河高2465 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤井 敬子 北播(加健)第311-106 令和5年1月17日 令和11年2月28日 令和5年1月17日
000028 4000160105 ㈱コタニ　金型工場　１F休憩所（CCBJI受託） 675-2102 加西市中野町1665 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 北播(加健)第312-173 令和4年2月21日 令和10年2月29日 令和4年2月21日
000028 4000160106 ㈱コタニ　加西　第4工場　(CCBJI受託) 675-2102 加西市中野町1665 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 北播(加健)第312-174 令和4年2月21日 令和10年2月29日 令和4年2月21日
000028 4000160146 西工家庭部 677-0054 西脇市野村町1790 795225506 菓子製造業 一般 兵庫県立西脇工業高等学校 校長 橋本 智稔 677-0054 兵庫県西脇市野村町1790 795225506 北播(加健)第312-144 令和5年1月26日 令和11年2月28日 令和5年1月26日
000028 4000160147 キマグレン 677-0003 西脇市西田町261-1 795221261 菓子製造業 一般 宇野 美奈子 北播(加健)第312-139 令和5年1月20日 令和11年2月28日 令和5年1月20日
000028 4000160236 Sushi　Create　佳夕 677-0054 西脇市野村町1401-5A 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大瀬良 佳法 北播(加健)第312-141 令和5年1月26日 令和11年2月28日 令和5年1月26日
000028 4000160237 Sushi　Create　佳夕 677-0054 西脇市野村町1401-5A 魚介類販売業 一般 大瀬良 佳法 北播(加健)第312-142 令和5年1月26日 令和11年2月28日 令和5年1月26日
000028 4000160268 楽ん　楽ん 677-0043 西脇市下戸田251-3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上岡 敏子 北播(加健)第312-143 令和5年1月26日 令和11年2月28日 令和5年1月26日
000028 4000160281 張家　CK 673-0433 三木市福井1-7-25 794888300 食肉販売業 一般 有限会社三木北京閣 代表取締役 中山 勇士 673-0404 兵庫県三木市大村一丁目3番3号 794821843 北播(加健)第313-136 令和5年2月3日 令和11年2月28日 令和5年2月3日
000028 4000160345 つつじ会作業所 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店80L 特定非営利活動法人つつじ会 理事長 黒﨑 明 673-1451 兵庫県加東市家原813-1 795424966 北播(加健)第311-135 令和4年2月14日 令和9年2月28日 令和4年2月14日
000028 4000160454 poco a poco 677-0054 西脇市野村町1796-49タウンハウス野村A103 795387776 飲食店営業(4)その他 一般 イトウ 小百合 北播(加健)第312-158 令和5年2月21日 令和11年2月28日 令和5年2月21日
000028 4000160537 ファミリーマート加東木梨店 673-1461 加東市木梨字和田149-1 795438022 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 藤原 貢 北播(加健)第311-118 令和5年2月24日 令和11年2月28日 令和5年2月24日
000028 4000160639 コメダ珈琲店　滝野社インター店 679-0205 加東市北野400-1 795483343 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社フクダフーズ 代表取締役 福田 歩 679-0213 兵庫県加東市光明寺46 795388982 北播(加健)第311-113 令和5年1月31日 令和11年2月28日 令和5年1月31日
000028 4000160881 といや旅館 673-1231 三木市吉川町稲田104 794720027 飲食店営業(3)旅館 一般 藤田 成和 北播(加健)第313-140 令和5年2月20日 令和11年2月28日 令和5年2月20日
000028 4000160994 アイガー小野店 675-1371 小野市黒川町1805 794627383 菓子製造業 一般 西嶋パン株式会社 代表取締役 西嶋 直也 673-1445 兵庫県加東市大門340-1 794627383 北播(加健)第311-26 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 4000161013 西脇工業高校食堂 677-0054 西脇市野村町1790 795207325 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人cambio 理事長 後藤 高広 679-1124 兵庫県多可郡多可町中区森本809-15 795207325 北播(加健)第312-3 令和5年4月18日 令和11年5月31日 令和5年4月18日
000028 4000161041 Ｂｅａｎｓ　ｍａｍａ 673-0521 三木市志染町青山1-4-6 794855431 そうざい製造業 一般 藤木 栄江 北播(加健)第303-166 平成29年3月7日 令和5年5月31日 平成29年3月7日
000028 4000161049 株式会社川岸畜産 677-0016 西脇市高田井町342-1 795241229 食肉販売業 一般 株式会社川岸畜産 代表取締役 川岸 正樹 677-0016 兵庫県西脇市高田井町342番地の1 795241229 北播(加健)第302-149 平成29年3月7日 令和5年5月31日 平成29年3月7日
000028 4000161050 株式会社川岸畜産 677-0016 西脇市高田井町342-1 795241229 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社川岸畜産 代表取締役 川岸 正樹 677-0016 兵庫県西脇市高田井町342番地の1 795241229 北播(加健)第302-150 平成29年3月7日 令和5年5月31日 平成29年3月7日
000028 4000161054 スナックゆみ 677-0043 西脇市下戸田70-1 飲食店営業(4)その他 一般 新井 由美子 北播(加健)第312-20 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 4000161055 マックスバリュ西脇小坂店 677-0017 西脇市小坂町大歳180-1 795241271 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第312-7 令和4年4月18日 令和10年5月31日 令和4年4月18日
000028 4000161089 駅ラーメン　華 673-1341 加東市南山1-5-3 795472008 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中崎 眞由美 北播(加健)第311-3 令和5年4月18日 令和11年5月31日 令和5年4月18日
000028 4000161090 こころみ 675-1343 小野市来住町78 飲食店営業(4)その他 一般 柏木 洋子 北播(加健)第311-2 令和5年4月18日 令和11年5月31日 令和5年4月18日
000028 4000161096 魚国総本社・小野27498 675-1352 小野市復井町1741 794667700 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社魚国総本社 代表取締役 田所 伸浩 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町1-6-19 664785723 北播(加健)第311-24 令和5年4月24日 令和12年5月31日 令和5年4月24日
000028 4000161138 （株）ナポレオン 673-1464 加東市上中65-1 795423434 菓子製造業 一般 （株）ナポレオン 代表取締役 臼井 永子 673-1464 兵庫県加東市上中65-1 795423434 北播(加健)第301-144 平成29年3月15日 令和5年5月31日 平成29年3月15日
000028 4000161139 （株）ナポレオン 673-1464 加東市上中65-1 795423434 飲食店営業(4)その他 一般 （株）ナポレオン 代表取締役 臼井 永子 673-1464 兵庫県加東市上中65-1 795423434 北播(加健)第301-145 平成29年3月15日 令和5年5月31日 平成29年3月15日
000028 4000161141 （株）ナポレオン 673-1464 加東市上中65-1 795423434 喫茶店営業 一般 （株）ナポレオン 代表取締役 臼井 永子 673-1464 兵庫県加東市上中65-1 795423434 北播(加健)第301-147 平成29年3月15日 令和5年5月31日 平成29年3月15日
000028 4000161212 デイサービスセンター三木北 673-0402 三木市加佐577-1 794861021 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　ブイエヌカンパニイ 取締役 小林 悟 673-0405 兵庫県三木市平田55-1 787398599 北播(加健)第303-169 平成29年3月16日 令和5年5月31日 平成29年3月16日
000028 4000161213 デイサービスセンター三木南 673-0433 三木市福井3-3-12 794689013 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　ブイエヌカンパニイ 取締役 小林 悟 673-0405 兵庫県三木市平田55-1 787398599 北播(加健)第303-170 平成29年3月16日 令和5年5月31日 平成29年3月16日
000028 4000161214 デイサービスセンター三木東 673-0425 三木市君が峰町3-38 794861718 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　ブイエヌカンパニイ 取締役 小林 悟 673-0405 兵庫県三木市平田55-1 787398599 北播(加健)第303-171 平成29年3月16日 令和5年5月31日 平成29年3月16日
000028 4000161215 デイサービスセンター自由が丘 673-0501 三木市志染町吉田1241-13 794870930 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　ブイエヌカンパニイ 取締役 小林 悟 673-0405 兵庫県三木市平田55-1 787398599 北播(加健)第303-172 平成29年3月16日 令和5年5月31日 平成29年3月16日
000028 4000161216 デイサービスセンターひまわり 673-0531 三木市緑が丘町西4-48 794842110 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　ブイエヌカンパニイ 取締役 小林 悟 673-0405 兵庫県三木市平田55-1 787398599 北播(加健)第303-173 平成29年3月16日 令和5年5月31日 平成29年3月16日
000028 4000161220 デイサービスセンター口吉川 673-0741 三木市口吉川町殿畑144 794689009 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　ブイエヌカンパニイ 取締役 小林 悟 673-0405 兵庫県三木市平田55-1 787398599 北播(加健)第303-176 平成29年3月16日 令和5年5月31日 平成29年3月16日
000028 4000161221 デイサービスセンター細川 673-0713 三木市細川町豊地1230 794689200 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　ブイエヌカンパニイ 取締役 小林 悟 673-0405 兵庫県三木市平田55-1 787398599 北播(加健)第303-175 平成29年3月16日 令和6年5月31日 平成29年3月16日
000028 4000161224 兵庫教育大学　学生食堂 673-1415 加東市下久米942-1大学会館1階 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社馬渕商事 代表取締役 馬渕 祥正 152-0032 東京都目黒区平町1-16-24 332780010 北播(加健)第301-151 平成29年3月21日 令和6年5月31日 平成29年3月21日
000028 4000161291 焼肉　ふくろう 675-1334 小野市大島町942-1 794620296 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 肥田 伸太郎 北播(加健)第301-153 平成29年3月24日 令和5年5月31日 平成29年3月24日
000028 4000161293 Ｇａｒｄｅｎ　ＴＡＣＯＰＡ 675-1378 小野市王子町719 菓子製造業 一般 大隅 沙笑 北播(加健)第301-152 平成29年3月24日 令和5年5月31日 平成29年3月24日
000028 4000161295 子ども食堂　ふるむーん 675-1372 小野市本町364 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 扇田 美里 北播(加健)第301-154 平成29年3月24日 令和5年5月31日 平成29年3月24日
000028 4000161311 井上としゑ 677-0065 西脇市岡崎町365 そうざい製造業 一般 井上 としゑ 北播(加健)第312-6 令和5年4月24日 令和11年5月31日 令和5年4月24日
000028 4000161313 加西市配食サービス事業 675-2303 加西市北条町古坂1072-14加西市健康福祉会館内 790428888 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 社会福祉法人　加西市社会福祉協議会 理事長 下村 義明 675-2303 兵庫県加西市北条町古坂1072番地の14加西市健康福祉会館内 790428888 北播(加健)第302-152 平成29年3月27日 令和6年5月31日 平成29年3月27日
000028 4000161341 tamaki　niime 677-0037 西脇市比延町550-1 795388113 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　玉木新雌 代表取締役 玉木 幸恵 677-0037 兵庫県西脇市比延町550-1 795388113 北播(加健)第312-17 令和5年4月27日 令和11年5月31日 令和5年4月27日
000028 4000161382 ＴＬＩＰ 679-0211 加東市上滝野185-1 795489012 飲食店営業(4)その他 一般 藤本 千恵 北播(加健)第301-157 平成29年3月29日 令和5年5月31日 平成29年3月29日
000028 4000161393 わくわくステーション 673-0552 三木市志染町中自由が丘2-372-13 794870989 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人ぴかぴかクラブ 理事長 立石 豊子 673-0553 兵庫県三木市志染町東自由が丘二丁目356番地 794870989 北播(加健)第313-4 令和5年4月25日 令和11年5月31日 令和5年4月25日
000028 4000161472 キッチン流れ星 679-1203 多可郡多可町加美区多田454-27 795351887 菓子製造業 一般 白石 鈴子 北播(加健)第312-18 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 4000161473 ㈱ユタックス　本社　新工場軒下(CCBJI協受) 677-0054 西脇市野村町201-1 795235511 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 664455518 北播(加健)第312-36 令和4年5月23日 令和10年5月31日 令和4年5月23日
000028 4000161474 多可町学校給食センター 679-1114 多可郡多可町中区岸上220 795387592 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社東洋食品 代表取締役 荻久保 英男 110-0015 東京都台東区東上野1-14-4 338361291 北播(加健)第302-156 平成29年3月31日 令和6年5月31日 平成29年3月31日
000028 4000161551 puruberry's kitchen 677-0054 西脇市野村町1319 795230114 菓子製造業 一般 清本 由美 北播(加健)第302-1 平成29年4月6日 令和5年5月31日 平成29年4月6日
000028 4000161562 ｐｅｔｉｔ　ｃａｆｅ　そらいろ 677-0068 西脇市落方町250-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 内橋 由佳 北播(加健)第312-21 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 4000161563 ｐｅｔｉｔ　ｃａｆｅ　そらいろ 677-0068 西脇市落方町250-1 795270922 菓子製造業 一般 内橋 由佳 北播(加健)第302-3 平成29年4月7日 令和5年5月31日 平成29年4月7日



000028 4000161672 馬肉、鉄板dining　じゅうじゅう 673-0413 三木市大塚2-5-3 794823696 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 弘輝 北播(加健)第303-9 平成29年4月12日 令和5年5月31日 平成29年4月12日
000028 4000161687 ＣＯＤＡＴＥ２９３ 675-2221 加西市倉谷町293 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 内田 康文 北播(加健)第302-6 平成29年4月14日 令和5年5月31日 平成29年4月14日
000028 4000161688 ＣＯＤＡＴＥ２９３ 675-2221 加西市倉谷町293 菓子製造業 一般 内田 康文 北播(加健)第302-7 平成29年4月14日 令和5年5月31日 平成29年4月14日
000028 4000161763 かがり火 675-2312 加西市北条町北条308-1イオンモール加西北条店 790431331 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大本 輝彦 北播(加健)第302-9 平成29年4月20日 令和5年5月31日 平成29年4月20日
000028 4000161770 おうちごはん　Cafeそらまめ 673-0423 三木市宿原1263-199 794609300 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡本 富恵 北播(加健)第313-5 令和5年4月24日 令和11年5月31日 令和5年4月24日
000028 4000161777 地場旬彩美嚢舎 673-0703 三木市細川町垂穂894-60 794835107 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ネスタリゾート神戸 代表取締役 大川 二郞 673-0703 兵庫県三木市細川町垂穂894番地の60号 794835000 北播(加健)第303-1 平成29年4月4日 令和6年5月31日 平成29年4月4日
000028 4000161778 茶房白露 673-0703 三木市細川町垂穂894-60 794835107 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ネスタリゾート神戸 代表取締役 大川 二郞 673-0703 兵庫県三木市細川町垂穂894番地の60号 794835000 北播(加健)第303-2 平成29年4月4日 令和6年5月31日 平成29年4月4日
000028 4000161779 茶房白露 673-0703 三木市細川町垂穂894-60 794835107 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社ネスタリゾート神戸 代表取締役 大川 二郞 673-0703 兵庫県三木市細川町垂穂894番地の60号 794835000 北播(加健)第303-3 平成29年4月4日 令和5年5月31日 平成29年4月4日
000028 4000161782 ショップ Regalo 673-0703 三木市細川町垂穂894-60 794835107 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ネスタリゾート神戸 代表取締役 大川 二郞 673-0703 兵庫県三木市細川町垂穂894番地の60号 794835000 北播(加健)第303-6 平成29年4月4日 令和6年5月31日 平成29年4月4日
000028 4000161783 ショップ Regalo 673-0703 三木市細川町垂穂894-60 794835107 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社ネスタリゾート神戸 代表取締役 大川 二郞 673-0703 兵庫県三木市細川町垂穂894番地の60号 794835000 北播(加健)第303-7 平成29年4月4日 令和5年5月31日 平成29年4月4日
000028 4000161788 文庫カフェ　ギャラリ　Soukano(草加野） 675-1313 小野市大開町415-40 794636264 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 國子 北播(加健)第301-13 平成29年4月21日 令和5年5月31日 平成29年4月21日
000028 4000161792 喫茶　フォルクス 679-0311 西脇市黒田庄町喜多1518-1 795285120 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ＮＰＯ法人日時計の丘 理事 藤本 秀通 679-0312 兵庫県西脇市黒田庄町門柳871-14 795284851 北播(加健)第312-16 令和5年4月25日 令和11年5月31日 令和5年4月25日
000028 4000161808 華 675-1371 小野市黒川町2028 794633917 飲食店営業(4)その他 一般 大村 成子 北播(加健)第301-14 平成29年4月21日 令和5年5月31日 平成29年4月21日
000028 4000161829 （株）ユタックス　本社　現場（CCBJI受託） 677-0054 西脇市野村町201-1 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 664455518 北播(加健)第312-35 令和4年5月23日 令和10年5月31日 令和4年5月23日
000028 4000161845 CLUBLOUNGE 673-0703 三木市細川町垂穂894-60 794835107 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ネスタリゾート神戸 代表取締役 大川 二郞 673-0703 兵庫県三木市細川町垂穂894番地の60号 794835000 北播(加健)第303-10 平成29年4月18日 令和6年5月31日 平成29年4月18日
000028 4000161873 三木レークゴルフセンター 673-0434 三木市別所町小林616-2 794858744 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8丁目17番1号 363040501 北播(加健)第313-48 令和4年5月20日 令和10年5月31日 令和4年5月20日
000028 4000161880 （株）コタニ　加西南工場　休憩所(CCBJI単受) 675-2113 加西市網引町2001-50 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 664455518 北播(加健)第312-39 令和4年5月24日 令和10年5月31日 令和4年5月24日
000028 4000161881 ｎｕ食 675-2452 加西市下万願寺町118-1 菓子製造業 一般 河田 のぞみ 北播(加健)第302-17 平成29年4月26日 令和5年5月31日 平成29年4月26日
000028 4000161916 ＡＴＩＴＨＩ 675-1378 小野市王子町864-12 794625152 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ディブ　クマル リマル 北播(加健)第301-15 平成29年4月27日 令和5年5月31日 平成29年4月27日
000028 4000161918 スナック　楽　ＧＡＫＵ 675-1371 小野市黒川町2036-3 飲食店営業(4)その他 一般 黒田 さゆみ 北播(加健)第301-16 平成29年4月27日 令和5年5月31日 平成29年4月27日
000028 4000161932 ふれあい喫茶どんがらりん 673-1114 三木市吉川町吉安246　吉川町公民館内 794721577 菓子製造業 一般 高橋 早弓 北播(加健)第303-17 平成29年4月25日 令和5年5月31日 平成29年4月25日
000028 4000161951 西脇市総合市民センター　研修館（CCBJI受託） 677-0015 西脇市西脇790-15 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25播24号 664455518 北播(加健)第312-34 令和4年5月23日 令和10年5月31日 令和4年5月23日
000028 4000161977 Ｏｃｅａｎｓ 675-2303 加西市北条町古坂1-83 飲食店営業(4)その他 一般 中山 さやか 北播(加健)第302-20 平成29年4月28日 令和5年5月31日 平成29年4月28日
000028 4000161986 毘沙門 673-0403 三木市末広2-4-12 794822220 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 柏木 麗華 北播(加健)第313-8 令和5年4月27日 令和11年5月31日 令和5年4月27日
000028 4000161993 Ao-mercato 675-1358 小野市粟生町1816-2 794665355 菓子製造業 一般 株式会社　農産物流通研究所 代表取締役 加古 憲元 651-1101 兵庫県神戸市北区山田町小部字大脇山17-1 785948841 北播(加健)第301-17 平成29年4月28日 令和5年5月31日 平成29年4月28日
000028 4000161994 Ao-mercato 675-1358 小野市粟生町1816-2 794665355 喫茶店営業 一般 株式会社　農産物流通研究所 代表取締役 加古 憲元 651-1101 兵庫県神戸市北区山田町小部字大脇山17-1 785948841 北播(加健)第301-18 平成29年4月28日 令和5年5月31日 平成29年4月28日
000028 4000162008 ごはんや　のんな 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店80L 増田 幸子 北播(加健)第312-6 令和4年4月13日 令和9年5月31日 令和4年4月13日
000028 4000162098 株式会社　サイゼリヤ　兵庫工場 675-1322 小野市匠台11-1 794639601 めん類製造業 一般 株式会社　サイゼリヤ 代表取締役会長 正垣 泰彦 342-0008 埼玉県吉川市旭2-5 489919611 北播(加健)第301-20 平成29年5月10日 令和6年5月31日 平成29年5月10日
000028 4000162110 ノマド 679-0211 加東市上滝野186-9-10 菓子製造業 一般 藤原 克彦 北播(加健)第311-27 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 4000162150 SNOOPY 673-0434 三木市別所町小林657-18 飲食店営業(4)その他 一般 川部 智裕 北播(加健)第303-22 平成29年5月9日 令和5年5月31日 平成29年5月9日
000028 4000162202 株式会社まちの駅・たか 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社まちの駅・たか 代表取締役 佐藤 彰浩 679-1114 兵庫県多可郡多可町中区岸上281番地1 795207087 北播(加健)第312-20 令和4年4月27日 令和9年5月31日 令和4年4月27日
000028 4000162267 大東閣 677-0016 西脇市高田井町339 795232912 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　大東閣 代表取締役 前林 茂行 677-0016 兵庫県西脇市高田井町339 795232912 北播(加健)第302-27 平成29年5月19日 令和5年5月31日 平成29年5月19日
000028 4000162288 Sukesaku 673-0434 三木市別所町657-20 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 塩田 健 北播(加健)第303-26 平成29年5月19日 令和5年5月31日 平成29年5月19日
000028 4000162289 舞しゃぶ三木店 673-0434 三木市別所町小林726-6 794877070 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平成実業有限会社 代表取締役 鈴木 雅之 917-0024 福井県小浜市和久里第35-20-8 770565651 北播(加健)第303-27 平成29年5月22日 令和5年5月31日 平成29年5月22日
000028 4000162330 石臼挽製パン所　Brun　et　blanc 675-1366 小野市中島町223-1 794683535 飲食店営業(4)その他 一般 河嶋 克尚 北播(加健)第301-24 平成29年5月29日 令和6年5月31日 平成29年5月29日
000028 4000162331 石臼挽製パン所　Brun　et　blanc 675-1366 小野市中島町223-1 794683535 菓子製造業 一般 河嶋 克尚 北播(加健)第301-25 平成29年5月29日 令和6年5月31日 平成29年5月29日
000028 4000162497 Ｗｏｏ 679-1133 多可郡多可町中区糀屋100-1 飲食店営業(4)その他 一般 大西 恭子 北播(加健)第302-29 平成29年6月5日 令和5年8月31日 平成29年6月5日
000028 4000162498 Ｗｏｏ 679-1133 多可郡多可町中区糀屋100-1 菓子製造業 一般 大西 恭子 北播(加健)第302-30 平成29年6月5日 令和5年8月31日 平成29年6月5日
000028 4000162499 カレーナンハウス 677-0016 西脇市高田井町826 795225855 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ニウレ ハリー　ポルサド 北播(加健)第302-31 平成29年6月5日 令和5年8月31日 平成29年6月5日
000028 4000162504 センコー㈱本社 675-1371 小野市黒川町16 794630980 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第311-22 令和4年5月13日 令和10年5月31日 令和4年5月13日
000028 4000162509 奏 677-0015 西脇市西脇1148-2 795388215 飲食店営業(4)その他 一般 朝井 直美 北播(加健)第302-32 平成29年6月5日 令和5年8月31日 平成29年6月5日
000028 4000162514 マックスバリュ東条店 673-1312 加東市掎鹿谷323 795476870 喫茶店営業 自動販売機 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第301-38 平成29年6月5日 令和5年8月31日 平成29年6月5日
000028 4000162518 マックスバリュ東条店 673-1312 加東市掎鹿谷323 795476830 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第301-35 平成29年6月5日 令和5年8月31日 平成29年6月5日
000028 4000162519 マックスバリュ東条店 673-1312 加東市掎鹿谷323 795476830 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第301-36 平成29年6月5日 令和6年8月31日 平成29年6月5日
000028 4000162521 マックスバリュ東条店 673-1312 加東市掎鹿谷323 795476870 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第301-30 平成29年6月5日 令和6年8月31日 平成29年6月5日
000028 4000162522 マックスバリュ東条店 673-1312 加東市掎鹿谷323 795476870 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第301-31 平成29年6月5日 令和6年8月31日 平成29年6月5日
000028 4000162523 マックスバリュ東条店 673-1312 加東市掎鹿谷323 795476870 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第301-32 平成29年6月5日 令和6年8月31日 平成29年6月5日
000028 4000162524 マックスバリュ東条店 673-1312 加東市掎鹿谷323 795476870 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第301-33 平成29年6月5日 令和6年8月31日 平成29年6月5日
000028 4000162525 マックスバリュ東条店 673-1312 加東市掎鹿谷323 795476870 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 北播(加健)第301-34 平成29年6月5日 令和5年8月31日 平成29年6月5日
000028 4000162526 カフェ碧 673-0432 三木市上の丸町1-7 794699184 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 名田 寬之 北播(加健)第303-29 平成29年6月1日 令和5年8月31日 平成29年6月1日
000028 4000162547 ちょっとだけ 673-0532 三木市緑が丘町中1-15-58 794854855 飲食店営業(4)その他 一般 早川 澄 北播(加健)第303-30 平成29年6月2日 令和5年8月31日 平成29年6月2日
000028 4000162553 Moon 675-1371 小野市黒川町字西野67-A-11 飲食店営業(4)その他 一般 江本 祐子 北播(加健)第301-39 平成29年6月8日 令和5年8月31日 平成29年6月8日
000028 4000162567 長浜ラーメン 679-0202 加東市多井田829 795388828 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　EPICE 代表取締役 松永 教孝 650-0014 兵庫県神戸市中央区元町高架通3-224 783601977 北播(加健)第301-40 平成29年6月8日 令和5年8月31日 平成29年6月8日
000028 4000162591 宅配クック１２３加西店 675-2312 加西市北条町北条1130 790358805 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社さえぐさ新聞販売店 代表取締役 三枝 正男 675-2312 兵庫県加西市北条町北条1130 790420586 北播(加健)第302-35 平成29年6月9日 令和5年8月31日 平成29年6月9日
000028 4000162654 ショコラ 673-0434 三木市別所町小林714－7 794738834 飲食店営業(4)その他 一般 山田 敬士 北播(加健)第303-32 平成29年6月13日 令和5年8月31日 平成29年6月13日
000028 4000162666 牛旨 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 松浦 正光 北播(加健)第311-57 令和4年8月29日 令和9年8月31日 令和4年8月29日
000028 4000162677 ぽぽっと 679-0205 加東市北野303-8 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 垣内 葉子 北播(加健)第301-41 平成29年6月16日 令和5年8月31日 平成29年6月16日
000028 4000162735 笑話浪漫 679-0322 西脇市黒田庄町石原1365 795283894 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤本 享重 北播(加健)第302-39 平成29年6月20日 令和5年8月31日 平成29年6月20日
000028 4000162765 cafe & Bar The BASE 675-1372 小野市本町278-3 794621503 飲食店営業(4)その他 一般 大西 計嘉 北播(加健)第301-42 平成29年6月23日 令和5年8月31日 平成29年6月23日
000028 4000162801 バザールタウン西脇 677-0016 西脇市高田井町280 795234100 菓子製造業 一般 株式会社　さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-8503 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 北播(加健)第302-40 平成29年6月23日 令和5年8月31日 平成29年6月23日
000028 4000162863 「空」 675-1302 小野市曽根町277 794609877 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 德田 康平 北播(加健)第301-44 平成29年6月28日 令和5年8月31日 平成29年6月28日
000028 4000162911 ファミリーマート西村書店加西店 675-2311 加西市北条町横尾285-1 790425008 飲食店営業(4)その他 一般 Ｆ・西村書店合同会社 代表社員 田中 俊宏 675-2303 兵庫県加西市北条町古坂3-80 790425008 北播(加健)第302-41 平成29年6月30日 令和5年8月31日 平成29年6月30日
000028 4000163057 グランプBBQパークキッチン棟 673-0703 三木市細川町垂穂894-60 794835211 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ネスタリゾート神戸 代表取締役 大川 二郞 673-0703 兵庫県三木市細川町垂穂894番地の60号 794835000 北播(加健)第303-43 平成29年6月28日 令和5年8月31日 平成29年6月28日
000028 4000163062 グランプBBQパークドリンク棟 673-0703 三木市細川町垂穂894-60 794835211 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ネスタリゾート神戸 代表取締役 大川 二郞 673-0703 兵庫県三木市細川町垂穂894番地の60号 794835000 北播(加健)第313-71 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日
000028 4000163066 あぐん茶 673-0534 三木市緑が丘町本町1-5 飲食店営業(4)その他 一般 村尻 久美子 北播(加健)第303-49 平成29年6月29日 令和5年8月31日 平成29年6月29日
000028 4000163069 藤岡農場 679-1132 多可郡多可町中区坂本47-3 795323123 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 藤岡 茂也 北播(加健)第302-45 平成29年7月7日 令和5年8月31日 平成29年7月7日
000028 4000163085 エンゼルホールディングス株式会社 673-0506 三木市志染町四合谷501 794843292 そうざい製造業 一般 エンゼルホールディングス株式会社 代表取締役 水主川 重樹 673-0506 兵庫県三木市志染町四合谷501 794843292 北播(加健)第303-50 平成29年7月4日 令和5年8月31日 平成29年7月4日
000028 4000163120 ゆめふぁーむ 679-0321 西脇市黒田庄町田高317-2 795283241 そうざい製造業 一般 特定非営利活動法人ゆめみらい西脇 理事長 前森 正純 679-0321 兵庫県西脇市黒田庄町田高317-2 795283241 北播(加健)第302-46 平成29年7月12日 令和5年8月31日 平成29年7月12日
000028 4000163123 絆 673-0534 三木市緑が丘町本町1-5 飲食店営業(4)その他 一般 村尻 久美子 北播(加健)第303-51 平成29年7月5日 令和5年8月31日 平成29年7月5日
000028 4000163146 Dannai 673-1463 加東市梶原29-3 795426474 飲食店営業(4)その他 一般 南 さよこ 北播(加健)第301-50 平成29年7月12日 令和5年8月31日 平成29年7月12日
000028 4000163161 酒、茶処ちょっと 677-0054 西脇市野村町1796-33 飲食店営業(4)その他 一般 吉川 忠石 北播(加健)第302-49 平成29年7月13日 令和5年8月31日 平成29年7月13日
000028 4000163204 三木サービスエリア下り  レストランダイナック　スナックコーナー 673-0402 三木市加佐1142山陽自動車道三木ＳＡ下り線 794892455 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目３番３号 333414216 北播(加健)第303-52 平成29年7月13日 令和5年8月31日 平成29年7月13日
000028 4000163236 加西手打ちそばの会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 甘中 みすえ 北播(加健)第312-50 令和4年7月12日 令和9年8月31日 令和4年7月12日
000028 4000163273 マクドナルド175社店 673-1431 加東市社字正子1058-1 795425527 菓子製造業 一般 有限会社エムズカンパニー 代表取締役 永田 充 565-0821 大阪府吹田市山田東4-18　Ｃ-308 668765236 北播(加健)第301-55 平成29年7月25日 令和6年8月31日 平成29年7月25日
000028 4000163361 川久　麦笑 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 河合 健次郎 北播(加健)第313-83 令和4年8月31日 令和9年8月31日 令和4年8月31日
000028 4000163376 ＡＴＩＴＨＩ 675-1378 小野市王子町864-12 794625152 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 チャリセ ティカラム 北播(加健)第301-61 平成29年7月31日 令和5年8月31日 平成29年7月31日
000028 4000163379 丸谷 677-0015 西脇市西脇1148-6 795227973 飲食店営業(4)その他 一般 谷垣 彰謙 北播(加健)第302-52 平成29年7月24日 令和5年8月31日 平成29年7月24日
000028 4000163428 ＩＮＤＩＡＮ　ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ  ＳＷＥＥＴＡ 675-2303 加西市北条町古坂6-134 790433633 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 カーフレ キマララ 北播(加健)第302-55 平成29年8月3日 令和5年8月31日 平成29年8月3日
000028 4000163429 東田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 安原 晋也 北播(加健)第312-86 令和4年8月29日 令和9年8月31日 令和4年8月29日
000028 4000163441 (有)匠フードサービス 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 有限会社匠フードサービス 代表取締役 田中 拓也 673-0433 兵庫県三木市福井3丁目15番10号 794833999 北播(加健)第313-82 令和4年8月29日 令和9年8月31日 令和4年8月29日
000028 4000163510 洋食の太陽 673-0533 三木市緑が丘町東1-1-20緑が丘サンロードファイブＡ室 794842235 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大槻 信之 北播(加健)第303-70 平成29年8月4日 令和5年8月31日 平成29年8月4日
000028 4000163511 カフェ＆馬具ショップ　金の馬車 673-0711 三木市細川町金屋480-11 794605404 喫茶店営業 一般 岩城 晴美 北播(加健)第303-69 平成29年8月4日 令和5年8月31日 平成29年8月4日
000028 4000163547 時逢 673-0404 三木市大村1132グリーンヴィレッジ大村E号室 794888890 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 尾道 智明 北播(加健)第303-74 平成29年8月9日 令和5年8月31日 平成29年8月9日
000028 4000163622 Ｋ子のパンとケーキ　玄気屋 675-1326 小野市池尻町426 794630813 菓子製造業 一般 藤田 桂子 北播(加健)第301-69 平成29年8月18日 令和5年8月31日 平成29年8月18日
000028 4000163677 三木家　さるとる亭 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L ＮＰＯ法人　Ｔｈｉｓ　is　ＭＩＫＩ 理事長 森田 優 673-0403 兵庫県三木市末広2丁目4番39号 北播(加健)第313-74 令和4年8月16日 令和9年8月31日 令和4年8月16日
000028 4000163694 ええまち比也野里 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 藤井 琢己 北播(加健)第312-80 令和4年8月22日 令和9年8月31日 令和4年8月22日
000028 4000163698 スナックＢｌｅｓｓ 677-0043 西脇市下戸田70-1 795388999 飲食店営業(4)その他 一般 大城戸 えり 北播(加健)第302-64 平成29年8月23日 令和5年8月31日 平成29年8月23日
000028 4000163710 ほっともっと西脇上野店 677-0044 西脇市上野214 795247071 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 長谷川 明美 北播(加健)第302-65 平成29年8月24日 令和5年8月31日 平成29年8月24日
000028 4000163727 グレース 679-1124 多可郡多可町中区森本808-1 795387577 飲食店営業(4)その他 一般 大西 宗治 北播(加健)第302-66 平成29年8月23日 令和5年8月31日 平成29年8月23日
000028 4000163729 ＭＡＴＵＲＡＲＥ 675-1317 小野市浄谷町3294-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長谷川 寛行 北播(加健)第301-70 平成29年8月24日 令和5年8月31日 平成29年8月24日
000028 4000163767 ファミリーマート三木広野店 673-0541 三木市志染町広野5-73-1 794878760 飲食店営業(4)その他 一般 前田 隆 北播(加健)第303-79 平成29年8月21日 令和5年8月31日 平成29年8月21日
000028 4000163817 （株）日本ジェット　加西工場　軒下 675-2303 加西市北条町古坂292 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 664455518 北播(加健)第312-64 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日
000028 4000163873 TOURNESOL CAFE 673-0551 三木市志染町西自由が丘1-552 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 圓井 広美 北播(加健)第303-91 平成29年8月31日 令和5年8月31日 平成29年8月31日
000028 4000163883 ぽん太 677-0016 西脇市高田井町826 795221035 飲食店営業(4)その他 一般 後藤 清子 北播(加健)第302-68 平成29年9月4日 令和5年11月30日 平成29年9月4日
000028 4000163942 ろくさん家 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 吉田 邦昭 北播(加健)第312-113 令和4年11月14日 令和9年11月30日 令和4年11月14日
000028 4000163951 こがね家 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社　こがね家 代表取締役 下内 さとみ 673-0753 兵庫県三木市口吉川町槇10 794881038 北播(加健)第313-107 令和4年10月31日 令和9年11月30日 令和4年10月31日
000028 4000163953 ラフト大空・輝き事業所 675-2103 加西市鶉野町1132-18 790219028 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ラフト 代表取締役 濱嶋 一陽 654-0041 兵庫県神戸市須磨区古川町1-3-16 787397311 北播(加健)第302-71 平成29年9月8日 令和6年11月30日 平成29年9月8日
000028 4000163988 彩食呑処　松風 675-2302 加西市北条町栗田1 790437676 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 村上 拓也 北播(加健)第302-72 平成29年9月13日 令和5年11月30日 平成29年9月13日
000028 4000164004 イオンリテール株式会社　イオン小野店 675-1378 小野市王子町868-1イオン小野店 794635121 飲食店営業(4)その他 露店80L イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0000 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126500 北播(加健)第311-93 令和4年11月16日 令和9年11月30日 令和4年11月16日
000028 4000164034 兵庫県立小野工業高等学校 675-1335 小野市片山町1034-1 794631941 菓子製造業 一般 兵庫県立小野工業高等学校 校長 東矢 憲了 675-1335 兵庫県小野市片山町1034-1 794631941 北播(加健)第301-74 平成29年9月20日 令和5年11月30日 平成29年9月20日
000028 4000164138 もちの木 673-1101 三木市吉川町新田156 794731253 菓子製造業 一般 山尾 友美 北播(加健)第303-95 平成29年9月21日 令和5年11月30日 平成29年9月21日
000028 4000164139 ルジェ 673-0532 三木市緑が丘町中1-9-32 794856577 飲食店営業(4)その他 一般 板倉 久美 北播(加健)第303-96 平成29年9月21日 令和5年11月30日 平成29年9月21日
000028 4000164178 やしろ東条ゴルフクラブ　レストラン 673-1332 加東市栄枝字ヨリフジ405 795461552 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社アコーディアＡＨ０２ 代表取締役 石井 歓 140-0002 東京都品川区東品川四丁目12番4号 366881330 北播(加健)第301-80 平成29年9月28日 令和5年11月30日 平成29年9月28日
000028 4000164180 やしろ東条ゴルフクラブ　ＩＮ売店 673-1332 加東市栄枝字ヨリフジ405 795461332 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アコーディアＡＨ０２ 代表取締役 石井 歓 140-0002 東京都品川区東品川四丁目12番4号 366881330 北播(加健)第301-82 平成29年9月28日 令和5年11月30日 平成29年9月28日
000028 4000164181 やしろ東条ゴルフクラブ　ＯＵＴ売店 673-1332 加東市栄枝字ヨリフジ405 795461332 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アコーディアＡＨ０２ 代表取締役 石井 歓 140-0002 東京都品川区東品川四丁目12番4号 366881330 北播(加健)第301-83 平成29年9月28日 令和5年11月30日 平成29年9月28日
000028 4000164183 東条パインバレーゴルフクラブ レストラン 673-1324 加東市新定275-144 795461804 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社アコーディアＡＨ０２ 代表取締役 石井 歓 140-0002 東京都品川区東品川四丁目12番4号 366881330 北播(加健)第301-76 平成29年9月28日 令和5年11月30日 平成29年9月28日
000028 4000164201 東条パインバレーゴルフクラブ IN売店 673-1324 加東市新定275-144 795461804 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アコーディアＡＨ０２ 代表取締役 石井 歓 140-0002 東京都品川区東品川四丁目12番4号 366881330 北播(加健)第301-78 平成29年9月28日 令和5年11月30日 平成29年9月28日
000028 4000164202 東条パインバレーゴルフクラブ OUT売店 673-1324 加東市新定275-144 795461804 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アコーディアＡＨ０２ 代表取締役 石井 歓 140-0002 東京都品川区東品川四丁目12番4号 366881330 北播(加健)第301-79 平成29年9月28日 令和5年11月30日 平成29年9月28日
000028 4000164234 とりや 677-0015 西脇市西脇939　1階B2号室 795232611 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 浅田 和洋 北播(加健)第302-75 平成29年9月29日 令和5年11月30日 平成29年9月29日
000028 4000164278 日本ハム食品株式会社関西プラント  従業員食堂 675-1322 小野市匠台19 794638139 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 コーベフーズ株式会社 代表取締役 久保 孝義 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-1-3 783824700 北播(加健)第301-84 平成29年10月4日 令和5年11月30日 平成29年10月4日
000028 4000164288 第二多機能ホーム　銀の鈴 675-2365 加西市畑町千軒寺46-1 790430721 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　ケアサポートかさい 代表取締役 露口 道子 675-2365 兵庫県加西市畑町2289-59 790437001 北播(加健)第302-76 平成29年9月29日 令和6年11月30日 平成29年9月29日
000028 4000164293 別所カネトシ本社・工場 673-0435 三木市別所町高木592-2 清涼飲料水製造業 一般 株式会社カネトシ 代表取締役 川島 弘明 651-2304 兵庫県神戸市西区神出町小束野32番地の2 789650729 北播(加健)第303-98 平成29年9月28日 令和5年11月30日 平成29年9月28日



000028 4000164294 別所カネトシ本社・工場 673-0435 三木市別所町高木592-2 かん詰又はびん詰食品製造業 一般 株式会社カネトシ 代表取締役 川島 弘明 651-2304 兵庫県神戸市西区神出町小束野32番地の2 789650729 北播(加健)第303-99 平成29年9月28日 令和5年11月30日 平成29年9月28日
000028 4000164376 MUSIC LOVERS 673-0404 三木市大村175-4 794831136 飲食店営業(4)その他 一般 大戸 喜久 北播(加健)第303-101 平成29年10月16日 令和5年11月30日 平成29年10月16日
000028 4000164392 カラオケ喫茶リヴィエラ 675-1344 小野市下来住町1062-2 794626701 飲食店営業(4)その他 一般 山本 千代栄 北播(加健)第301-90 平成29年10月17日 令和5年11月30日 平成29年10月17日
000028 4000164393 Haru　Haru 675-1371 小野市黒川町94-73 飲食店営業(4)その他 一般 永井 美紀 北播(加健)第301-91 平成29年10月17日 令和5年11月30日 平成29年10月17日
000028 4000164408 田舎家 673-1119 三木市吉川町鍛治屋51-13 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 坂口 政昭 北播(加健)第303-102 平成29年10月13日 令和5年11月30日 平成29年10月13日
000028 4000164461 お好み焼き　梟 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 影本 寛 北播(加健)第313-102 令和4年10月28日 令和9年11月30日 令和4年10月28日
000028 4000164468 四川料理福仙 673-1433 加東市松尾454-2 795423710 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社華龍 代表取締役 李 迎華 673-1433 兵庫県加東市松尾454-2 795423710 北播(加健)第301-95 平成29年10月24日 令和5年11月30日 平成29年10月24日
000028 4000164495 オジェール 673-0551 三木市志染町西自由が丘1-319 794870868 菓子製造業 一般 橋本 充司 北播(加健)第303-107 平成29年10月20日 令和5年11月30日 平成29年10月20日
000028 4000164521 「みにょんち」 673-0531 三木市緑が丘町西4－8－9 794604504 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人あすてる 理事 長木 義明 673-0531 兵庫県三木市緑が丘町西4－8－9 794604504 北播(加健)第303-106 平成29年10月23日 令和5年11月30日 平成29年10月23日
000028 4000164559 ピッツァハウスＭＩＬＫ 677-0054 西脇市野村町800-1 飲食店営業(4)その他 一般 阪本 容子 北播(加健)第302-94 平成29年10月30日 令和5年11月30日 平成29年10月30日
000028 4000164566 業務スーパー加西北条店 675-2324 加西市北条町東南139-1 790438818 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　魚松 代表取締役 長井 泰道 677-0052 兵庫県西脇市和田町634-131 795222222 北播(加健)第302-90 平成29年10月31日 令和5年11月30日 平成29年10月31日
000028 4000164568 業務スーパー加西北条店 675-2324 加西市北条町東南139-1 790438818 魚介類販売業 一般 有限会社　魚松 代表取締役 長井 泰道 677-0052 兵庫県西脇市和田町634-131 795222222 北播(加健)第302-92 平成29年10月31日 令和5年11月30日 平成29年10月31日
000028 4000164572 ローソン加東厚利店 673-1388 加東市厚利字中才103-1 795408600 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 脇田 昌代 北播(加健)第301-97 平成29年10月30日 令和6年11月30日 平成29年10月30日
000028 4000164648 ブルーメン 673-0402 三木市加佐599-1 794838873 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 竹内 利一 北播(加健)第303-108 平成29年10月30日 令和5年11月30日 平成29年10月30日
000028 4000164679 繁本精肉店 673-1341 加東市南山2-3-15 795470038 食肉処理業 一般 繁本 泰孝 北播(加健)第301-106 平成29年11月6日 令和5年11月30日 平成29年11月6日
000028 4000164680 繁本精肉店 673-1341 加東市南山2-3-15 795470038 食肉販売業 一般 繁本 泰孝 北播(加健)第301-107 平成29年11月6日 令和5年11月30日 平成29年11月6日
000028 4000164681 繁本精肉店 673-1341 加東市南山2-3-15 795470038 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 繁本 泰孝 北播(加健)第301-108 平成29年11月6日 令和5年11月30日 平成29年11月6日
000028 4000164682 繁本精肉店 673-1341 加東市南山2-3-15 795470038 飲食店営業(4)その他 一般 繁本 泰孝 北播(加健)第301-109 平成29年11月6日 令和5年11月30日 平成29年11月6日
000028 4000164693 赤と黒 673-0434 三木市別所町小林734-4 794832316 飲食店営業(4)その他 一般 吉本 正人 北播(加健)第303-109 平成29年11月6日 令和5年11月30日 平成29年11月3日
000028 4000164712 ＵＰＡＨＡＲ　ウパハル 673-0405 三木市平田120-1 794823132 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ウパダイヤ プレムクマリ 北播(加健)第303-112 平成29年11月8日 令和5年11月30日 平成29年11月8日
000028 4000164738 関西養鰻部 673-1231 三木市吉川町稲田字森の西138-1 794762882 そうざい製造業 一般 吉川運輸有限会社 代表取締役 武田 弘志 673-1231 兵庫県三木市吉川町稲田字森ノ西132-2 794720451 北播(加健)第303-110 平成29年11月6日 令和5年11月30日 平成29年11月6日
000028 4000164739 関西養鰻部 673-1231 三木市吉川町稲田字森の西138-1 794762882 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 吉川運輸有限会社 代表取締役 武田 弘志 673-1231 兵庫県三木市吉川町稲田字森ノ西132-2 794720451 北播(加健)第303-111 平成29年11月6日 令和5年11月30日 平成29年11月6日
000028 4000164744 美奈 675-1371 小野市黒川町80-18 飲食店営業(4)その他 一般 利原 三奈 北播(加健)第301-110 平成29年11月10日 令和5年11月30日 平成29年11月10日
000028 4000164788 琴壱家 673-0434 三木市別所町小林734－3 794837277 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中河 幹人 北播(加健)第303-113 平成29年11月13日 令和5年11月30日 平成29年11月13日
000028 4000164821 中河食品 675-1364 小野市鹿野町1868-130 794636185 食肉販売業 一般 中河 幹人 北播(加健)第301-111 平成29年11月14日 令和5年11月30日 平成29年11月14日
000028 4000164822 中河食品 675-1364 小野市鹿野町1868-130 食肉処理業 一般 中河 幹人 北播(加健)第301-112 平成29年11月14日 令和5年11月30日 平成29年11月14日
000028 4000164825 ＭＯＲＲＹ’Ｓ 677-0043 西脇市下戸田38-1 飲食店営業(4)その他 一般 徳岡 範久 北播(加健)第302-100 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成29年11月15日
000028 4000164839 レストラン瀬戸 677-0122 多可郡多可町八千代区下野間661-17 795371105 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 瀬戸 利昌 北播(加健)第302-101 平成29年11月14日 令和5年11月30日 平成29年11月14日
000028 4000164840 瀬戸 677-0122 多可郡多可町八千代区下野間661-17 795371105 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 瀬戸 利昌 北播(加健)第302-102 平成29年11月14日 令和5年11月30日 平成29年11月14日
000028 4000164850 ローストビーフ丼　いがらし 673-0521 三木市志染町青山6－20－10 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 五十嵐 中 北播(加健)第303-114 平成29年11月14日 令和5年11月30日 平成29年11月14日
000028 4000164895 amber　cakes 673-1464 加東市上中3-2 菓子製造業 一般 多鹿 ひろみ 北播(加健)第301-114 平成29年11月22日 令和5年11月30日 平成29年11月22日
000028 4000164896 amber　cakes 673-1464 加東市上中3-2 喫茶店営業 一般 多鹿 ひろみ 北播(加健)第301-115 平成29年11月22日 令和5年11月30日 平成29年11月22日
000028 4000164905 加東市観光案内所 679-0221 加東市河高4028 795480995 飲食店営業(4)その他 露店80L 一般社団法人　加東市観光協会 会長 澤野 祥二 679-0221 兵庫県加東市河高4028 795480995 北播(加健)第311-80 令和4年10月26日 令和9年11月30日 令和4年10月26日
000028 4000164922 心花　ココハナ 679-0221 加東市河高4028 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 加奈美 北播(加健)第301-126 平成29年11月22日 令和5年11月30日 平成29年11月22日
000028 4000164923 すし官太　滝野社店 679-0205 加東市北野371 795483688 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　カネミツ食品 代表取締役 清水 明 670-0802 兵庫県姫路市砥堀297-4 792642303 北播(加健)第301-127 平成29年11月22日 令和5年11月30日 平成29年11月22日
000028 4000164924 セブン00イレブン小野中町南　店 675-1332 小野市中町311-1 794647037 飲食店営業(4)その他 一般 大西 賢伸 北播(加健)第301-122 平成29年11月22日 令和5年11月30日 平成29年11月22日
000028 4000164965 株式会社コタニ　加西南第２工場 675-2113 加西市網引町2001-57 790498511 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第312-125 令和4年11月30日 令和10年11月30日 令和4年11月30日
000028 4000164972 なずな食堂 675-1332 小野市中町344-7-103 794708550 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 稲澤 夏美 北播(加健)第301-128 平成29年11月22日 令和5年11月30日 平成29年11月22日
000028 4000164999 和菜　芽吹き 673-0533 三木市緑が丘町東1-1-20サンロードファイブ 794842767 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 津村 博史 北播(加健)第303-116 平成29年11月21日 令和5年11月30日 平成29年11月21日
000028 4000165002 藤井電工(株)　滝野工場本社西 679-0211 加東市上滝野1573-2 795483360 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号　新宿グランドタワー11階 363040501 北播(加健)第311-102 令和4年11月28日 令和10年11月30日 令和4年11月28日
000028 4000165009 ケアホームかとう内厨房 673-1451 加東市家原130 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 富士産業株式会社 代表取締役 中村 勝彦 105-0004 東京都港区新橋5-32-7 354006111 北播(加健)第301-142 平成29年11月28日 令和5年11月30日 平成29年11月28日
000028 4000165010 トーストCAFE　まどみっつ 673-1446 加東市上田294-4 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中村 悦子 北播(加健)第301-138 平成29年11月24日 令和5年11月30日 平成29年11月24日
000028 4000165041 ホテル オーラ 小野店 675-1360 小野市喜多町字池ノ本256-35 794638222 飲食店営業(3)旅館 一般 ビッグ観光株式会社 代表取締役 金沢 泰孝 574-0013 大阪府大東市大字中垣内889番地1 728703372 北播(加健)第301-143 平成29年11月28日 令和5年11月30日 平成29年11月28日
000028 4000165111 トーストCAFE　まどみっつ 673-1446 加東市上田294-4 菓子製造業 一般 中村 悦子 北播(加健)第301-149 平成29年11月30日 令和5年11月30日 平成29年11月30日
000028 4000165130 Yokatane 673-0511 三木市志染町志染中416 794738855 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 下井 明美 北播(加健)第303-118 平成29年11月28日 令和5年11月30日 平成29年11月28日
000028 4000165131 Yokatane 673-0511 三木市志染町志染中416 794738855 菓子製造業 一般 下井 明美 北播(加健)第303-119 平成29年11月28日 令和5年11月30日 平成29年11月28日
000028 4000165172 デイサービスセンター志染 673-0512 三木市志染町井上744－1 794873829 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ブイエヌカンパニイ 取締役 小林 悟 673-0405 兵庫県三木市平田55－1 787398599 北播(加健)第303-124 平成29年12月5日 令和6年2月29日 平成29年12月5日
000028 4000165241 ふくちゃん 673-0532 三木市緑が丘町中1-8-37 794850029 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小村 大治 北播(加健)第303-125 平成29年12月8日 令和6年2月29日 平成29年12月8日
000028 4000165280 兵庫県立農業大学校加工施設　夢花菜 679-0103 加西市別府町南ノ岡甲1533 790472442 ソース類製造業 一般 兵庫県立農業大学校 校長 小舟 博文 679-0104 兵庫県加西市常吉町1256-4 790471551 北播(加健)第302-131 平成29年12月12日 令和6年2月29日 平成29年12月12日
000028 4000165281 兵庫県立農業大学校加工施設　夢花菜 679-0103 加西市別府町南ノ岡甲1533 790472442 そうざい製造業 一般 兵庫県立農業大学校 校長 小舟 博文 679-0104 兵庫県加西市常吉町1256-4 790471551 北播(加健)第302-132 平成29年12月12日 令和6年2月29日 平成29年12月12日
000028 4000165288 吉川カントリー倶楽部　レストラン 673-1121 三木市吉川町米田字平間701-3 794721701 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 333414216 北播(加健)第303-128 平成29年12月12日 令和6年2月29日 平成29年12月12日
000028 4000165289 吉川カントリー倶楽部　インコース売店 673-1121 三木市吉川町米田字平間701-3 794721701 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 333414216 北播(加健)第303-129 平成29年12月12日 令和6年2月29日 平成29年12月12日
000028 4000165290 吉川カントリー倶楽部　アウトコース売店 673-1121 三木市吉川町米田字平間701-3 794721701 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 333414216 北播(加健)第303-130 平成29年12月12日 令和6年2月29日 平成29年12月12日
000028 4000165310 ピッツェリア　デルマーレ 673-0552 三木市志染町中自由が丘3-255 794780105 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社モレスト 代表取締役 森崎 秀士 673-0552 兵庫県三木市志染町中自由が丘3-255 794780105 北播(加健)第303-131 平成29年12月15日 令和6年2月29日 平成29年12月15日
000028 4000165386 御肉屋　頂 673-0402 三木市加佐273－2－7 食肉販売業 一般 山﨑 俊介 北播(加健)第303-134 平成29年12月19日 令和6年2月29日 平成29年12月19日
000028 4000165387 御肉屋　頂 673-0402 三木市加佐273－2－7 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山﨑 俊介 北播(加健)第303-135 平成29年12月19日 令和6年2月29日 平成29年12月19日
000028 4000165433 カレーハウスＣoＣo壱番屋　滝野社インター店 679-0202 加東市多井田832 795459233 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社エムダイニング 代表取締役 三浦 健一郎 491-0827 兵庫県たつの市誉田町福田342-3 791629289 北播(加健)第301-160 平成29年12月22日 令和7年2月28日 平成29年12月22日
000028 4000165460 ｍ 673-0402 三木市加佐268-4 794707680 飲食店営業(4)その他 一般 田中 美喜子 北播(加健)第303-136 平成29年12月26日 令和6年2月29日 平成29年12月26日
000028 4000165494 comfy　room 675-1367 小野市敷地町1454-1　202 喫茶店営業 一般 横山 直子 北播(加健)第301-161 平成29年12月28日 令和6年2月29日 平成29年12月28日
000028 4000165521 オトムカフェ 673-0402 三木市加佐260-12 飲食店営業(4)その他 一般 佐治 生也 北播(加健)第303-138 平成29年12月28日 令和6年2月29日 平成29年12月28日
000028 4000165523 オトムカフェ 673-0404 三木市大村588-1 飲食店営業(4)その他 一般 佐治 生也 北播(加健)第303-139 平成29年12月28日 令和6年2月29日 平成29年12月28日
000028 4000165559 ローソン三木福井店 673-0433 三木市福井3-1902-3 794827820 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 亀井 利裕 北播(加健)第303-140 平成30年1月10日 令和6年2月29日 平成30年1月10日
000028 4000165571 Les　Des 679-0211 加東市上滝野833-1 795482118 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 健太郎 北播(加健)第301-166 平成30年1月11日 令和6年2月29日 平成30年1月11日
000028 4000165572 Les　Des 679-0211 加東市上滝野833-1 795482118 菓子製造業 一般 田中 健太郎 北播(加健)第301-167 平成30年1月11日 令和6年2月29日 平成30年1月11日
000028 4000165587 VERY BELLY FARM NISHIWAKI 677-0062 西脇市出会町325 795270770 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社 natural farm DEAI 代表取締役 今本 亜紀子 677-0062 兵庫県西脇市出会町325 795270770 北播(加健)第302-140 平成30年1月12日 令和6年2月29日 平成30年1月12日
000028 4000165588 VERY BELLY FARM NISHIWAKI 677-0062 西脇市出会町325 795270770 菓子製造業 一般 株式会社 natural farm DEAI 代表取締役 今本 亜紀子 677-0062 兵庫県西脇市出会町325 795270770 北播(加健)第302-141 平成30年1月12日 令和6年2月29日 平成30年1月12日
000028 4000165589 VERY BELLY FARM NISHIWAKI 677-0062 西脇市出会町325 795270770 豆腐製造業 一般 株式会社 natural farm DEAI 代表取締役 今本 亜紀子 677-0062 兵庫県西脇市出会町325 795270770 北播(加健)第302-142 平成30年1月12日 令和6年2月29日 平成30年1月12日
000028 4000165590 VERY BELLY FARM NISHIWAKI 677-0062 西脇市出会町325 795270770 食肉製品製造業 一般 株式会社 natural farm DEAI 代表取締役 今本 亜紀子 677-0062 兵庫県西脇市出会町325 795270770 北播(加健)第302-143 平成30年1月12日 令和6年2月29日 平成30年1月12日
000028 4000165595 ＳＵＮＮＹ ＤＡＹ　ｃａｆｅ　＆　ｄｅｌｉ 673-0532 三木市緑が丘町中1－6－21　第２盛ビル１F 794888010 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 嘉納 伸子 北播(加健)第303-150 平成30年1月12日 令和6年2月29日 平成30年1月12日
000028 4000165629 ローソン三木府内町店 673-0415 三木市府内町11-45 794838383 飲食店営業(4)その他 一般 大塚 侑紀 北播(加健)第303-146 平成30年1月12日 令和6年2月29日 平成30年1月12日
000028 4000165762 八千代地域活性化センター 677-0103 多可郡多可町八千代区中村215 そうざい製造業 一般 棚倉 修規 北播(加健)第302-151 平成30年1月25日 令和6年2月29日 平成30年1月25日
000028 4000165778 加西インターカントリークラブ 675-2442 加西市中富町1668 790440361 飲食店営業(4)その他 一般 ＫＩＣ株式会社 代表取締役 今本 伸二 675-2442 兵庫県加西市中富町1668番地 790440361 北播(加健)第302-147 平成30年1月22日 令和6年2月29日 平成30年1月22日
000028 4000165779 加西インターカントリークラブ 675-2442 加西市中富町1668 790440361 飲食店営業(4)その他 一般 ＫＩＣ株式会社 代表取締役 今本 伸二 675-2442 兵庫県加西市中富町1668番地 790440361 北播(加健)第302-148 平成30年1月22日 令和6年2月29日 平成30年1月22日
000028 4000165780 加西インターカントリークラブ 675-2442 加西市中富町1668 790440361 飲食店営業(4)その他 一般 ＫＩＣ株式会社 代表取締役 今本 伸二 675-2442 兵庫県加西市中富町1668番地 790440361 北播(加健)第302-149 平成30年1月22日 令和6年2月29日 平成30年1月22日
000028 4000165811 猪肉専門店いしだ 677-0014 西脇市郷瀬町350-2 そうざい製造業 一般 石田 勝次 北播(加健)第302-152 平成30年1月25日 令和6年2月29日 平成30年1月25日
000028 4000165812 食パン専門　ｍａｓｓｉｍｏ 675-2321 加西市北条町東高室748-3 790420055 菓子製造業 一般 浅野 英樹 北播(加健)第302-153 平成30年1月25日 令和6年2月29日 平成30年1月25日
000028 4000165813 Ｃａｆｅ　ＭＯＣＯ 675-2365 加西市畑町1496-12 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 池澤 直子 北播(加健)第302-154 平成30年1月25日 令和6年2月29日 平成30年1月25日
000028 4000165817 藤原食品 675-1373 小野市東本町420-5 794635456 魚介類販売業 一般 藤原食品㈲ 代表取締役 藤原 登 675-1373 兵庫県小野市東本町377 794635456 北播(加健)第301-171 平成30年1月29日 令和6年2月29日 平成30年1月29日
000028 4000165850 お好み焼きハウス 673-0441 三木市別所町朝日ケ丘1-166　松岡荘１号 飲食店営業(4)その他 一般 北播(加健)第303-151 平成30年1月15日 令和6年2月29日 平成30年1月15日
000028 4000165852 セブン－イレブン加西北条横尾店 675-2311 加西市北条町横尾256-3 790423688 飲食店営業(4)その他 一般 アルメール株式会社 代表取締役 山本 義博 675-2311 兵庫県加西市北条町横尾256-3 790423688 北播(加健)第302-155 平成30年1月25日 令和7年2月28日 平成30年1月25日
000028 4000165862 珈琲庵　珈集 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 有限会社　珈集 取締役 平野 薫大 673-0433 兵庫県三木市福井字八幡谷2165-1 794886690 北播(加健)第313-134 令和5年1月31日 令和10年2月29日 令和5年1月31日
000028 4000165863 こゆず 673-0532 三木市緑が丘町中1－15－27 794851922 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北橋 厚子 北播(加健)第303-153 平成30年1月25日 令和6年2月29日 平成30年1月25日
000028 4000165896 焼肉　縁 673-0404 三木市大村1132　グリーンヴィレッジ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 順也 北播(加健)第303-155 平成30年1月29日 令和6年2月29日 平成30年1月29日
000028 4000165951 スナックキララ 673-0433 三木市福井1－9－3 794820313 飲食店営業(4)その他 一般 林 真里子 北播(加健)第303-157 平成30年1月31日 令和6年2月29日 平成30年1月31日
000028 4000166006 肉の卸　ふじた 675-2313 加西市北条町黒駒324 食肉販売業 一般 藤田 憲市 北播(加健)第302-161 平成30年2月2日 令和6年2月29日 平成30年2月2日
000028 4000166018 ちいさいおやつ 675-2323 加西市北条町西南365-5 790422178 菓子製造業 一般 北村 陽子 北播(加健)第302-162 平成30年2月7日 令和6年2月29日 平成30年2月7日
000028 4000166054 株式会社　たけうち 675-2311 加西市北条町横尾828 790424084 食肉処理業 一般 株式会社　たけうち 代表取締役 竹内 里志 675-2311 兵庫県加西市北条町横尾828 790424084 北播(加健)第302-163 平成30年2月2日 令和6年2月29日 平成30年2月2日
000028 4000166085 ファミリーマート中町森本店 679-1124 多可郡多可町中区森本215-1 795300611 飲食店営業(4)その他 一般 濱西 恭大 北播(加健)第302-164 平成30年2月8日 令和6年2月29日 平成30年2月8日
000028 4000166164 ＰＵＢ　３ｒｄ 677-0043 西脇市下戸田37-1 795388301 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 輝 北播(加健)第302-171 平成30年2月16日 令和6年2月29日 平成30年2月16日
000028 4000166170 だんだん 673-0532 三木市緑が丘町中1-8-33　サンロードフードタウン 飲食店営業(4)その他 一般 福本 昇貴 北播(加健)第303-158 平成30年2月16日 令和6年2月29日 平成30年2月16日
000028 4000166171 喫茶去 673-0402 三木市加佐174-3 794820701 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平石 照子 北播(加健)第303-159 平成30年2月16日 令和6年2月29日 平成30年2月16日
000028 4000166181 藤井電工　社　工場 673-1442 加東市出水100 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 エヌフード株式会社 代表取締役 今井 香里 532-0023 大阪府大阪市淀川区十三東一丁目18番30号 668856501 北播(加健)第301-180 平成30年2月16日 令和6年2月29日 平成30年2月16日
000028 4000166310 割烹　成山 673-1323 加東市岡本1571-1加東市社会福祉センター内 795460275 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社成山 代表取締役 山本 成三 673-1321 兵庫県加東市岩屋211-1 795460275 北播(加健)第301-183 平成30年2月26日 令和6年2月29日 平成30年2月26日
000028 4000166311 割烹　成山 673-1323 加東市岡本1571-1加東市社会福祉センター内 795460275 そうざい製造業 一般 有限会社成山 代表取締役 山本 成三 673-1321 兵庫県加東市岩屋211-1 795460275 北播(加健)第301-184 平成30年2月26日 令和6年2月29日 平成30年2月26日
000028 4000166319 ほっかほっか亭　加西北条店 675-2311 加西市北条町横尾352-1 790339118 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社テック 代表取締役 今西 龍介 669-2202 兵庫県丹波篠山市東吹330-3 795500919 北播(加健)第302-173 平成30年2月26日 令和7年2月28日 平成30年2月26日
000028 4000166386 カラーズ 675-2303 加西市北条町古坂1-24-16 790339885 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人ｓｋｙトゥルーカラーズ加西 理事 池澤 等子 675-2303 兵庫県加西市北条町古坂1-24-16 790339885 北播(加健)第302-174 平成30年2月27日 令和6年2月29日 平成30年2月27日
000028 4000166425 ｓｕｏｍｉ　ｇａｒｄｅｎ’ｓ 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 牧 靖一郎 北播(加健)第312-151 令和5年2月8日 令和10年2月29日 令和5年2月8日
000028 4000166426 麺製造風車 675-2223 加西市三口町306 790482715 麺類製造業 一般 森井 弘 北播(加健)第312-134 令和5年1月17日 令和11年2月28日 令和5年1月17日
000028 4000166482 学校法人りんでん学園 673-0531 三木市緑が丘町西4-14-3 794857838 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　入船 代表取締役 入江 建介 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町1033 794435500 北播(加健)第303-164 平成30年3月5日 令和7年5月31日 平成30年3月5日
000028 4000166500 ひょうきん 677-0014 西脇市郷瀬町12-1 795235582 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 早代 北播(加健)第312-4 令和5年4月20日 令和10年5月31日 令和5年4月20日
000028 4000166542 台湾料理　華晟 677-0052 西脇市和田町473-5 795278888 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 華晟株式会社 代表取締役 杜 洋 675-2432 兵庫県加西市満久町76 790359555 北播(加健)第302-180 平成30年3月9日 令和6年5月31日 平成30年3月9日
000028 4000166543 （株）コタニ　第７工場　６Ｋ３６７７ 675-2102 加西市中野町1665 790490360 喫茶店営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第302-179 平成30年3月9日 令和5年5月31日 平成30年3月9日
000028 4000166550 フレッシュバザール　三木志染店 673-0541 三木市志染町広野1-121 794876500 菓子製造業 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 北播(加健)第303-166 平成30年3月8日 令和7年5月31日 平成30年3月8日
000028 4000166551 フレッシュバザール　三木志染店 673-0541 三木市志染町広野1-121 794876500 喫茶店営業 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 北播(加健)第303-167 平成30年3月8日 令和6年5月31日 平成30年3月8日
000028 4000166586 ８０ＤＩＮＥＲ 677-0054 西脇市野村町372-4 795235658 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西山 雅子 北播(加健)第302-183 平成30年3月13日 令和6年5月31日 平成30年3月13日
000028 4000166591 おうちキッチンＤＡＮＤＥＬＩＯＮ 673-0532 三木市緑が丘町中2-7-22 菓子製造業 一般 加藤 加代子 北播(加健)第303-168 平成30年3月14日 令和6年5月31日 平成30年3月14日
000028 4000166667 サンシャインホール売店 673-0703 三木市細川町垂穂894-60 794835211 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ネスタリゾート神戸 代表取締役 大川 二郞 673-0703 兵庫県三木市細川町垂穂894番地の60号 794835000 北播(加健)第303-170 平成30年3月15日 令和6年5月31日 平成30年3月15日
000028 4000166732 ほっともっと加東社店 673-1431 加東市社336-1 795438505 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社Eat　Tec 代表取締役 井上 由貴 675-1378 兵庫県小野市王子町870 794649000 北播(加健)第301-188 平成30年3月22日 令和6年5月31日 平成30年3月22日
000028 4000166733 特定非営利活動法人デイホームあやとり 673-1454 加東市野村894 795426320 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人デイホームあやとり 理事長 髙橋 明子 673-1454 兵庫県加東市野村894 795426320 北播(加健)第301-186 平成30年3月22日 令和6年5月31日 平成30年3月22日
000028 4000166735 エコミール加美 679-1201 多可郡多可町加美区豊部1840-53 795351572 飲食店営業(3)旅館 一般 富士コンピュータ株式会社 代表取締役 森 和明 675-0034 兵庫県加古川市加古川町稲屋790-1 794271111 北播(加健)第302-188 平成30年3月22日 令和6年5月31日 平成30年3月22日
000028 4000166744 ふれあい夢工房 673-0433 三木市福井2-12-42三木鉄道ふれあい館内 794829900 喫茶店営業 一般 横山 昭榮 北播(加健)第303-171 平成30年3月23日 令和6年5月31日 平成30年3月23日
000028 4000166746 有限会社ブリランテ 673-1402 加東市平木535 795409020 乳製品製造業 一般 有限会社ブリランテ 代表取締役 前川 重康 673-1402 兵庫県加東市平木535 795409020 北播(加健)第301-189 平成30年3月20日 令和6年5月31日 平成30年3月20日



000028 4000166748 陸上自衛隊青野原駐屯地食堂 675-1351 小野市桜台1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山陽給食株式会社 代表取締役 德長 宏司 671-1134 兵庫県姫路市大津区真砂町23 792363811 北播(加健)第301-187 平成30年3月23日 令和7年5月31日 平成30年3月23日
000028 4000166749 カフェ　ダンデライオン 673-1431 加東市社81-8 795426780 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人障害者たんぽぽの会 理事長 小島 兼親 670-0944 兵庫県姫路市阿保乙153 792526092 北播(加健)第301-190 平成30年3月23日 令和6年5月31日 平成30年3月23日
000028 4000166780 プライス 677-0054 西脇市野村町1794-60 795227800 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社プライス 代表取締役 栗岡 尋孝 651-0085 兵庫県神戸市中央区八幡通4-1-16ラムール神戸三宮ビル203号室 782321107 北播(加健)第302-190 平成30年3月23日 令和6年5月31日 平成30年3月23日
000028 4000166787 アオノスポーツホテルレストラン 675-2404 加西市油谷町639-3 790450846 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社フォーラム・イン 代表取締役 本條 和哉 530-0055 大阪府大阪市北区野崎町6-8トレックノース梅田ビル8階 663114886 北播(加健)第302-196 平成30年3月26日 令和6年5月31日 平成30年3月26日
000028 4000166864 吉川病院 673-1231 三木市吉川町稲田1-2 794721151 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社塩梅 代表取締役 今井 清秀 567-0834 大阪府茨木市学園南町7番5号 726571122 北播(加健)第303-172 平成30年3月27日 令和7年5月31日 平成30年3月27日
000028 4000166865 ふじき一凛 675-1371 小野市黒川町125-1 794738029 菓子製造業 一般 株式会社お菓子の木ふじき 代表取締役 藤木 公雄 673-0404 兵庫県三木市大村1-6 794861230 北播(加健)第301-192 平成30年3月27日 令和6年5月31日 平成30年3月27日
000028 4000166866 ふじき一凛 675-1371 小野市黒川町125-1 794738029 喫茶店営業 一般 株式会社お菓子の木ふじき 代表取締役 藤木 公雄 673-0404 兵庫県三木市大村1-6 794861230 北播(加健)第301-193 平成30年3月27日 令和6年5月31日 平成30年3月27日
000028 4000166869 サイゼリヤ兵庫工場 675-1322 小野市匠台11-1 794639601 食肉製品製造業 一般 株式会社　サイゼリヤ 代表取締役会長 正垣 泰彦 342-0008 埼玉県吉川市旭2-5 489919611 北播(加健)第301-194 平成30年3月27日 令和7年5月31日 平成30年3月27日
000028 4000166870 レークスワンカントリー倶楽部 673-1302 加東市秋津1990-89 795470511 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｄ－ライト 代表取締役 中村 浩士 673-0404 兵庫県三木市大村348-1 794602525 北播(加健)第301-195 平成30年3月27日 令和6年5月31日 平成30年3月27日
000028 4000166885 Ｂｅｅｒ Ｔｏｓｈ 673-1423 加東市東古瀬143－3　2F 飲食店営業(4)その他 一般 小林 利徳 北播(加健)第301-196 平成30年3月27日 令和6年5月31日 平成30年3月27日
000028 4000166886 三草山農園 673-1472 加東市上三草1136-858 795441386 菓子製造業 一般 奥田 正好 北播(加健)第301-197 平成30年3月27日 令和6年5月31日 平成30年3月27日
000028 4000166889 あおはる 679-0211 加東市上滝野185-1 飲食店営業(4)その他 一般 上田 圭介 北播(加健)第301-198 平成30年3月27日 令和6年5月31日 平成30年3月27日
000028 4000166906 ｍａｍｍａｒｙ 673-1431 加東市社774 菓子製造業 一般 松本 真美 北播(加健)第301-200 平成30年3月28日 令和6年5月31日 平成30年3月28日
000028 4000166928 兵庫県立三木東高等学校　食堂 673-0434 三木市別所町小林625-2 794858000 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ホーユー 代表取締役 貝原 敏子 730-0843 広島県広島市中区舟入本町17-1 825770035 北播(加健)第303-177 平成30年3月30日 令和6年5月31日 平成30年3月30日
000028 4000166943 Ｂ　Ｃｈｉｃｋｅｎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 大戸 奈緒美 北播(加健)第301-202 平成30年3月29日 令和5年5月31日 平成30年3月29日
000028 4000166974 小川農園 パスタ ソリーゾ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く) 792633755 飲食店営業(4)その他 露店 小川農園株式会社 代表取締役 小川 亮一 679-2101 兵庫県姫路市船津町4015 792633755 北播(加健)第301-203 平成30年3月30日 令和5年5月31日 平成30年3月30日
000028 4000167082 ファンキーズ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社アットエフ 代表取締役 鈴木 孝志 240-0025 神奈川県横浜市保土ケ谷区狩場町292-1 459323970 北播(加健)第303-1 平成30年4月10日 令和5年5月31日 平成30年4月10日
000028 4000167084 食 Pain no mie 美つる 675-1378 小野市王子町899䦰橋貸店舗１Ｆ－Ａ 菓子製造業 一般 株式会社エルエルダイニング 代表取締役 井上 満 675-1377 兵庫県小野市葉多町926-2 794707707 北播(加健)第301-2 平成30年4月11日 令和6年5月31日 平成30年4月11日
000028 4000167088 心 Ｃｏｌｏｒ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 友原 崇晴 北播(加健)第301-3 平成30年4月9日 令和5年5月31日 平成30年4月9日
000028 4000167094 辰味　西脇店 677-0052 西脇市和田町784-1 795278788 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社タツミコーポレーション 代表取締役社長 朴 成哲 673-0016 兵庫県明石市松の内2-3-9 789212222 北播(加健)第302-2 平成30年4月10日 令和6年5月31日 平成30年4月10日
000028 4000167112 ふらり 675-1341 小野市西脇町839-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 河合 康廣 北播(加健)第301-4 平成30年4月13日 令和6年5月31日 平成30年4月13日
000028 4000167114 Ｂｏｒａｇｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 795351361 飲食店営業(4)その他 露店 青山 加奈 北播(加健)第302-3 平成30年4月13日 令和5年5月31日 平成30年4月13日
000028 4000167124 ころうどん・ころめし専門店  いなみころ三木別所店 673-0445 三木市別所町西這田1-395-1 794867173 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 いなみ有限会社 代表取締役 675-1115 兵庫県加古郡稲美町国岡六丁目221番地 794920173 北播(加健)第303-2 平成30年4月13日 令和6年5月31日 平成30年4月13日
000028 4000167145 グラン・マ 675-2311 加西市北条町横尾1092グリーンコーポラス3 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 宮﨑 久美子 北播(加健)第302-4 平成30年4月16日 令和6年5月31日 平成30年4月16日
000028 4000167156 ごはんや 高岡の里 679-0222 加東市高岡615-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＩＴＳＵＫＩ 代表取締役 齋 修司 679-2124 兵庫県姫路市豊富町甲丘三丁目1693番地16アーバンコンフォート903 792647037 北播(加健)第301-5 平成30年4月16日 令和6年5月31日 平成30年4月16日
000028 4000167157 スナックちょっと。 675-1371 小野市黒川町94-73ダイヤモンドビル１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 河端 隆明 北播(加健)第301-6 平成30年4月12日 令和6年5月31日 平成30年4月12日
000028 4000167184 ミーキばあば 679-1205 多可郡多可町加美区岩座神558 795351309 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 木原 美雪 北播(加健)第302-6 平成30年4月19日 令和6年5月31日 平成30年4月19日
000028 4000167196 ダイニング庵 673-0445 三木市別所町西這田566-2天然温泉　湯庵内 794861126 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社セドナ 代表取締役 丸山 陽子 530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地二丁目5番3号 661472151 北播(加健)第303-3 平成30年4月19日 令和6年5月31日 平成30年4月19日
000028 4000167219 エバーグリーン 673-1431 加東市社1235-1アレックスやしろ1F 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 常峰 靖 北播(加健)第301-8 平成30年4月23日 令和6年5月31日 平成30年4月23日
000028 4000167220 特定非営利活動法人ぷらっときすみの 675-1344 小野市下来住町659 794888426 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人ぷらっときすみの 理事長 藤井 力雄 675-1344 兵庫県小野市下来住町484番地の2 794625116 北播(加健)第301-7 平成30年4月23日 令和6年5月31日 平成30年4月23日
000028 4000167222 カフェ　アルクレード 677-0052 西脇市和田町784-1ミクちゃんアリーナ西脇店内 795278778 喫茶店営業 一般 小峠 鉄也 北播(加健)第302-7 平成30年4月19日 令和6年5月31日 平成30年4月19日
000028 4000167226 パティシエ　ゲンタロウ 675-1378 小野市王子町131 794620386 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ゲンタロウ 代表取締役 山下 源太朗 675-1378 兵庫県小野市王子町131 794620386 北播(加健)第301-9 平成30年4月23日 令和6年5月31日 平成30年4月23日
000028 4000167231 O Cha no Ma 675-2312 加西市北条町北条1098-9 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社ワンダーアースクリエイト 代表社員 下江 一将 675-2456 兵庫県加西市若井町2712番地 北播(加健)第302-8 平成30年4月23日 令和6年5月31日 平成30年4月23日
000028 4000167232 O Cha no Ma 675-2312 加西市北条町北条1098-9 菓子製造業 一般 合同会社ワンダーアースクリエイト 代表社員 下江 一将 675-2456 兵庫県加西市若井町2712番地 北播(加健)第302-9 平成30年4月23日 令和6年5月31日 平成30年4月23日
000028 4000167250 ペルシアン ドネル ケバブ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社ペルシアンヤズダニ 代表取締役 ﾔｽﾞﾀﾞﾆ ｱﾘ･ﾎｾｲﾝ 178-0065 東京都練馬区西大泉五丁目6番12号 353876714 北播(加健)第303-5 平成30年4月20日 令和5年5月31日 平成30年4月20日
000028 4000167287 Bowl cafe Rotta⁺ 675-2303 加西市北条町古坂6-134 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡田 泰子 北播(加健)第302-10 平成30年4月20日 令和6年5月31日 平成30年4月20日
000028 4000167311 679-1211 多可郡多可町加美区寺内10-7 みそ製造業 一般 足立醸造株式会社 代表取締役 足立 裕 679-1212 兵庫県多可郡多可町加美区西脇112番地 795350031 北播(加健)第302-12 平成30年4月25日 令和6年5月31日 平成30年4月25日
000028 4000167312 ぷらんたん 675-2312 加西市北条町北条121-7 790431010 めん類製造業 一般 岡 敬博 北播(加健)第302-11 平成30年4月25日 令和6年5月31日 平成30年4月25日
000028 4000167322 ベルクック富士宮 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 増田 秀訓 北播(加健)第303-6 平成30年4月27日 令和5年5月31日 平成30年4月27日
000028 4000167325 (株)神菱食堂 675-1322 小野市匠台6番地 794631800 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ウオクニ株式会社 代表取締役 野々村 充教 657-0842 兵庫県神戸市灘区船寺通四丁目5番16号 788017755 北播(加健)第301-16 平成30年4月25日 令和6年5月31日 平成30年4月25日
000028 4000167357 セブン-イレブン中国道社ＰＡ上り 店 673-1462 加東市藤田739-41（中国自動車道社ＰＡ上り線） 795423671 飲食店営業(4)その他 一般 阿江 隆幸 北播(加健)第301-17 平成30年4月26日 令和6年5月31日 平成30年4月26日
000028 4000167361 セブン-イレブン山陽道三木ＳＡ上り店 673-0404 三木市大村1067-110（山陽自動車道上り線） 794821172 飲食店営業(4)その他 一般 森下 幸治 北播(加健)第303-7 平成30年4月26日 令和7年5月31日 平成30年4月26日
000028 4000167366 酒処　菜吾美 673-0551 三木市志染町西自由が丘2-165 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木多 美智代 北播(加健)第303-11 平成30年4月24日 令和6年5月31日 平成30年4月24日
000028 4000167402 （株）ユタックス食堂 677-0054 西脇市野村町201-1 795235511 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ウオクニ株式会社 代表取締役 野々村 充教 657-0842 兵庫県神戸市灘区船寺通四丁目5番16号 788017755 北播(加健)第302-15 平成30年4月27日 令和7年5月31日 平成30年4月27日
000028 4000167405 小野うどん　よしくら 675-1316 小野市天神町812-1 794646280 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　Dream　Company　Spirits 代表取締役 佐藤 康春 679-0212 兵庫県加東市下滝野一丁目133番地 795489911 北播(加健)第301-21 平成30年5月1日 令和6年5月31日 平成30年5月1日
000028 4000167409 山陰海鮮炉端かば加西店 675-2312 加西市北条町北条46-4 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 かばはうすホールディングス株式会社 代表取締役 松田 幸紀 692-0011 島根県安来市安来町2093番地4 854231113 北播(加健)第302-16 平成30年5月2日 令和6年5月31日 平成30年5月2日
000028 4000167439 ローソン西脇大橋店 677-0052 西脇市和田町779-1 795221155 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 渡邊 厚子 北播(加健)第302-17 平成30年5月9日 令和7年5月31日 平成30年5月9日
000028 4000167463 センコー(株)物流センター 675-1369 小野市高田町1836 794630981 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第311-16 令和5年4月21日 令和11年5月31日 令和5年4月21日
000028 4000167464 エースコック株式会社　関西滝野工場 679-0221 加東市河高字黒石1816-175 795485580 菓子製造業 一般 エースコック株式会社 代表取締役 村岡 寛 564-0063 大阪府吹田市江坂町一丁目12番40号 663385585 北播(加健)第301-23 平成30年5月9日 令和7年5月31日 平成30年5月9日
000028 4000167467 凸版印刷(株)滝野工場社員食堂 679-0221 加東市河高字黒石355-4 795480776 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 エヌフード株式会社 代表取締役 今井 香里 532-0023 大阪府大阪市淀川区十三東一丁目18番30号 668856501 北播(加健)第301-24 平成30年5月9日 令和6年5月31日 平成30年5月9日
000028 4000167518 イタリアン食堂ポルポ 677-0035 西脇市上戸田166-1 795243150 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 杉岡 啓造 北播(加健)第302-21 平成30年5月11日 令和6年5月31日 平成30年5月11日
000028 4000167588 創作居酒屋 とっきー 673-1423 加東市東古瀬35-3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 時本 和幸 北播(加健)第301-25 平成30年5月16日 令和6年5月31日 平成30年5月16日
000028 4000167594 むついろ 675-1365 小野市広渡町46-3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松山 晃生 北播(加健)第301-26 平成30年5月16日 令和6年5月31日 平成30年5月16日
000028 4000167601 ダイニング　カフェ　福地家 679-0314 西脇市黒田庄町福地481-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 丸山 昇 北播(加健)第302-22 平成30年5月17日 令和6年5月31日 平成30年5月17日
000028 4000167620 居酒屋　三 673-0433 三木市福井1-4-41-114　 飲食店営業(4)その他 一般 河合 正和 北播(加健)第303-19 平成30年5月18日 令和6年5月31日 平成30年5月18日
000028 4000167679 ファミリーマート小野黒川店 675-1371 小野市黒川町1374-1 794630080 飲食店営業(4)その他 一般 福島 孝二 北播(加健)第301-28 平成30年5月24日 令和6年5月31日 平成30年5月24日
000028 4000167686 魚国総本社・加西27179 679-0105 加西市朝妻町1140 790471518 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社魚国総本社 代表取締役 田所 伸浩 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町一丁目6番19号 664785723 北播(加健)第302-23 平成30年5月24日 令和6年5月31日 平成30年5月24日
000028 4000167700 クラデリ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 長倉 満男 北播(加健)第303-22 平成30年5月24日 令和5年5月31日 平成30年5月24日
000028 4000167704 バミューダ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 髙槻 洋美 北播(加健)第303-23 平成30年5月24日 令和5年5月31日 平成30年5月24日
000028 4000167705 バミューダ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 髙槻 洋美 北播(加健)第303-24 平成30年5月24日 令和5年5月31日 平成30年5月24日
000028 4000167739 カラオケスナック　　　ふ・し・ぎ 673-0433 三木市福井1-4-41　105号室 飲食店営業(4)その他 一般 前田 秩斉 北播(加健)第303-20 平成30年5月28日 令和6年5月31日 平成30年5月28日
000028 4000167757 馬刺し・串もん酒場　乱丸 000-0000 小野市 飲食店営業(4)その他 露店 冨田 駿 北播(加健)第301-40 平成30年5月31日 令和5年5月31日 平成30年5月31日
000028 4000167855 みるくはうす 000-0000 小野市 喫茶店営業 露店 株式会社みるくはうす 代表取締役 前川 義之 675-1327 兵庫県小野市市場町808 794630763 北播(加健)第301-42 平成30年6月4日 令和5年8月31日 平成30年6月4日
000028 4000167858 炭火焼肉　いっきゅう 675-1371 小野市黒川町58-2 794610189 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 喜多 雅秀 北播(加健)第301-41 平成30年6月4日 令和6年8月31日 平成30年6月4日
000028 4000167870 なごみ 677-0043 西脇市下戸田27-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 内橋 健容 北播(加健)第302-26 平成30年6月5日 令和6年8月31日 平成30年6月5日
000028 4000167911 ＫＥＮＴＡＫＫＹＵ 673-0541 三木市志染町広野1-146-6 795203993 飲食店営業(4)その他 一般 益井 智也 北播(加健)第303-28 平成30年6月8日 令和6年8月31日 平成30年6月8日
000028 4000167912 株式会社ジェイケーアイス　西脇工場 677-0039 西脇市上比延町1348-4 795221169 氷雪製造業 一般 株式会社ジェイケーアイス 代表取締役 樫山 哲也 276-0023 千葉県八千代市勝田台一丁目３９番地８ 474342639 北播(加健)第302-27 平成30年6月8日 令和6年8月31日 平成30年6月8日
000028 4000167915 ＮＰＯ法人北播磨生活応援団 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 内橋 くるみ 北播(加健)第301-43 平成30年6月8日 令和5年8月31日 平成30年6月8日
000028 4000167920 多可だんご 679-1335 多可郡多可町加美区門村532 飲食店営業(4)その他 一般 谷田 浩壽 北播(加健)第302-28 平成30年6月12日 令和6年8月31日 平成30年6月12日
000028 4000167921 多可だんご 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 谷田 浩壽 北播(加健)第302-29 平成30年6月12日 令和5年8月31日 平成30年6月12日
000028 4000167966 天狗堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 門田 浩昌 北播(加健)第302-31 平成30年6月14日 令和5年8月31日 平成30年6月14日
000028 4000167986 神戸ワイン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 一般財団法人神戸みのりの公社 代表理事 中川 欣哉 651-2204 兵庫県神戸市西区押部谷町高和字性海寺山1557番地の1 789913911 北播(加健)第301-45 平成30年6月19日 令和5年8月31日 平成30年6月19日
000028 4000167994 デリシャス弁当ゑびすや 679-1201 多可郡多可町加美区豊部1879-1 795204594 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 富士コンピュータ株式会社 代表取締役 森 和明 675-0034 兵庫県加古川市加古川町稲屋790番地の1 794271111 北播(加健)第302-33 平成30年6月14日 令和6年8月31日 平成30年6月14日
000028 4000167995 iroiro 677-0055 西脇市高松町188-2 飲食店営業(4)その他 一般 神部 奈緒美 北播(加健)第302-32 平成30年6月14日 令和6年8月31日 平成30年6月14日
000028 4000167999 松のや　志染店 673-0541 三木市志染町広野1-74 794877811 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社松屋フーズ 代表取締役社長 瓦葺 一利 180-0006 東京都武蔵野市中町一丁目14番5号 422381139 北播(加健)第303-29 平成30年6月14日 令和6年8月31日 平成30年6月14日
000028 4000168025 山城商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中本 和子 北播(加健)第301-48 平成30年6月19日 令和5年8月31日 平成30年6月19日
000028 4000168026 ＴＥＮＧＵＤＯＵＳＥＩＫＡ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 門田 美由紀 北播(加健)第301-49 平成30年6月19日 令和5年8月31日 平成30年6月19日
000028 4000168046 メタルフォーム株式会社 675-2103 加西市鶉野町2135 790492131 喫茶店営業 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創士 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町二丁目54番地 792365800 北播(加健)第302-35 平成30年6月20日 令和5年8月31日 平成30年6月20日
000028 4000168048 カフェ　グランママン 673-1233 三木市吉川町毘沙門584-2 0794-72-1113 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中田 はるみ 北播(加健)第303-32 平成30年6月20日 令和6年8月31日 平成30年6月20日
000028 4000168056 酒処　愉貝 673-0404 三木市大村175-4　2F 794831136 飲食店営業(4)その他 一般 大戸 喜久 北播(加健)第303-33 平成30年6月20日 令和6年8月31日 平成30年6月20日
000028 4000168086 溝口商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 溝口 勇一郎 北播(加健)第301-52 平成30年6月25日 令和5年8月31日 平成30年6月25日
000028 4000168087 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 北播(加健)第301-53 平成30年6月25日 令和5年8月31日 平成30年6月25日
000028 4000168107 cafe　58 677-0054 西脇市野村町27-1 795390098 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小林 加奈 北播(加健)第302-36 平成30年6月25日 令和6年8月31日 平成30年6月25日
000028 4000168108 cafe　58 677-0054 西脇市野村町27-1 795390098 菓子製造業 一般 小林 加奈 北播(加健)第302-37 平成30年6月25日 令和6年8月31日 平成30年6月25日
000028 4000168152 水尾町まちづくり協議会　なでしこ 677-0066 西脇市水尾町603-1 795270701 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長谷川 大一郎 北播(加健)第302-38 平成30年6月25日 令和6年8月31日 平成30年6月25日
000028 4000168169 後藤フーズ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 後藤 未知佳 北播(加健)第301-50 平成30年6月25日 令和5年8月31日 平成30年6月25日
000028 4000168220 ノマド 679-0211 加東市上滝野186-9-10 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 克彦 北播(加健)第301-56 平成30年6月28日 令和6年8月31日 平成30年6月28日
000028 4000168239 トーホーストア志染駅前店 673-0551 三木市志染町西自由が丘1-324 794877111 菓子製造業 一般 株式会社トーホーストア 代表取締役 橋本 博文 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西五丁目9番 788452412 北播(加健)第303-37 平成30年6月28日 令和6年8月31日 平成30年6月28日
000028 4000168240 トーホーストア志染駅前店 673-0551 三木市志染町西自由が丘1-324 794877111 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社トーホーストア 代表取締役 橋本 博文 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西五丁目9番 788452412 北播(加健)第303-38 平成30年6月28日 令和6年8月31日 平成30年6月28日
000028 4000168255 東田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 仲田 かなえ 北播(加健)第302-45 平成30年6月29日 令和5年8月31日 平成30年6月29日
000028 4000168256 東田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 仲田 かなえ 北播(加健)第302-46 平成30年6月29日 令和5年8月31日 平成30年6月29日
000028 4000168257 東田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 松村 あさみ 北播(加健)第302-43 平成30年6月29日 令和5年8月31日 平成30年6月29日
000028 4000168258 東田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 松村 あさみ 北播(加健)第302-44 平成30年6月29日 令和5年8月31日 平成30年6月29日
000028 4000168259 東田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 吉川 学 北播(加健)第302-41 平成30年6月29日 令和5年8月31日 平成30年6月29日
000028 4000168260 東田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 吉川 学 北播(加健)第302-42 平成30年6月29日 令和5年8月31日 平成30年6月29日
000028 4000168262 毘沙門 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 柏木 麗華 北播(加健)第303-39 平成30年6月29日 令和5年8月31日 平成30年6月29日
000028 4000168331 フットパス 677-0043 西脇市下戸田33-1 795227321 飲食店営業(4)その他 一般 田中 康平 北播(加健)第302-47 平成30年7月5日 令和6年8月31日 平成30年7月5日
000028 4000168344 You Forever Rose 673-1402 加東市平木1310-912 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平野 裕子 北播(加健)第301-57 平成30年7月5日 令和6年8月31日 平成30年7月5日
000028 4000168412 村正 000-0000 西脇市 魚介類販売業 自動車 村上 正三 北播(加健)第302-52 平成30年7月9日 令和5年8月31日 平成30年7月9日
000028 4000168416 菓遊館 675-2312 加西市北条町北条367-1 790430725 喫茶店営業 一般 株式会社森田泰商店 代表取締役 山田 雅史 675-2312 兵庫県加西市北条町北条367番地1 790432340 北播(加健)第302-48 平成30年7月6日 令和6年8月31日 平成30年7月6日
000028 4000168437 ＭＩＮＴ　ｗｉｔｈ　Ｖａｎｉｌｌａ 673-0551 三木市志染町西自由が丘1-288 794853355 飲食店営業(4)その他 一般 春名 久子 北播(加健)第303-45 平成30年7月12日 令和6年8月31日 平成30年7月12日
000028 4000168440 ムラカズ商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 村岡 和仁 北播(加健)第303-44 平成30年7月12日 令和5年8月31日 平成30年7月12日
000028 4000168451 真はろ 000-0000 加西市、加東市 飲食店営業(4)その他 露店 栁 真史 北播(加健)第302-54 平成30年7月13日 令和5年8月31日 平成30年7月13日
000028 4000168453 ＳＮＡＣＫ　ｋｉｍｉ乃家 673-0433 三木市福井1-4-41-109 飲食店営業(4)その他 一般 稲岡 朋子 北播(加健)第303-42 平成30年7月10日 令和6年8月31日 平成30年7月10日
000028 4000168472 創作バル　ＡＲＡＬＥ 673-0532 三木市緑が丘町中1-8-28 飲食店営業(4)その他 一般 板倉 加奈 北播(加健)第303-43 平成30年7月12日 令和6年8月31日 平成30年7月12日
000028 4000168478 黒っ娘おばんざい 679-0303 西脇市黒田庄町前坂2140 795283201 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 上月 友美 北播(加健)第302-57 平成30年7月18日 令和6年8月31日 平成30年7月18日
000028 4000168479 ぱんだ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 田中 由香 北播(加健)第302-56 平成30年7月18日 令和5年8月31日 平成30年7月18日
000028 4000168487 にこっと 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 特定非営利活動法人すまいる 理事長 永谷 善康 677-0022 兵庫県西脇市寺内591番63 795207952 北播(加健)第302-55 平成30年7月17日 令和5年8月31日 平成30年7月17日
000028 4000168493 台湾料理　華晟 679-1114 多可郡多可町中区岸上281-100 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 華晟株式会社 代表取締役 杜 洋 675-2432 兵庫県加西市満久町76番地 790359555 北播(加健)第302-58 平成30年7月19日 令和6年8月31日 平成30年7月19日
000028 4000168540 馳走庵　一献 673-0433 三木市福井3-15-10 794833999 そうざい製造業 一般 有限会社　匠フードサービス 代表取締役 田中 拓也 673-0433 兵庫県三木市福井3丁目15-10 794833999 北播(加健)第303-46 平成30年7月20日 令和6年8月31日 平成30年7月20日
000028 4000168543 和空間喫茶・夢郷 673-0433 三木市福井1969-2 794838691 そうざい製造業 一般 三嶋 隆憲 北播(加健)第303-47 平成30年7月20日 令和6年8月31日 平成30年7月20日
000028 4000168596 串かつ善 000-0000 小野市内 飲食店営業(4)その他 露店 井上 一一 北播(加健)第301-58 平成30年7月25日 令和5年8月31日 平成30年7月25日



000028 4000168649 ＦＡＲＭＥＲ’Ｓ　ＣＡＦＥ＋ＧＡＲＤＥＮ 673-1421 加東市山国2013-166 795427979 そうざい製造業 一般 依兼 計博 北播(加健)第301-59 平成30年7月30日 令和6年8月31日 平成30年7月30日
000028 4000168650 ＦＡＲＭＥＲ’Ｓ　ＣＡＦＥ＋ＧＡＲＤＥＮ 673-1421 加東市山国2013-166 795427979 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 依兼 計博 北播(加健)第301-60 平成30年7月30日 令和6年8月31日 平成30年7月30日
000028 4000168653 台湾料理　食香閣 675-2303 加西市北条町古坂7-101・102 790339608 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 騰程商事合同会社 代表社員 キョク・ キ 675-2303 兵庫県加西市北条町古坂七丁目101・102番地 790339608 北播(加健)第302-61 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成30年7月31日
000028 4000168689 スナック ＺＥＲＯ 675-1371 小野市黒川町94-185エメラルドビル2F 飲食店営業(4)その他 一般 岩本 裕子 北播(加健)第301-61 平成30年7月27日 令和6年8月31日 平成30年7月27日
000028 4000168701 ろぱす 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 合同会社ワンダーアースクリエイト 代表社員 下江 一将 675-2456 兵庫県加西市若井町2712番地 北播(加健)第302-62 平成30年8月3日 令和5年8月31日 平成30年8月3日
000028 4000168710 ＮＩＫキッチンカー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社ニックジャパン 代表取締役 近正 邦弘 111-0054 東京都台東区鳥越二丁目12番8号 358227410 北播(加健)第301-63 平成30年8月3日 令和5年8月31日 平成30年8月3日
000028 4000168734 株式会社森田泰商店 675-2312 加西市北条町北条367-1 790432340 清涼飲料水製造業 一般 株式会社森田泰商店 代表取締役 山田 雅史 675-2312 兵庫県加西市北条町北条367番地1 790432340 北播(加健)第302-63 平成30年8月3日 令和6年8月31日 平成30年8月3日
000028 4000168738 ホテル　ラウンジ 673-0703 三木市細川町垂穂894-60 794835211 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ネスタリゾート神戸 代表取締役 大川 二郞 673-0703 兵庫県三木市細川町垂穂894番地の60号 794835000 北播(加健)第303-48 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成30年7月31日
000028 4000168739 株式会社MAQ　sweet factory 673-0434 三木市別所町小林147-8 794836567 菓子製造業 一般 株式会社ＭＡＱ　ｓｗｅｅｔ　ｆａｃｔｏｒｙ 代表取締役 酒井 良 673-0434 兵庫県三木市別所町小林147番地の8 794836567 北播(加健)第303-49 平成30年7月31日 令和7年8月31日 平成30年7月31日
000028 4000168774 ファミリーマート加東貝原店 673-1453 加東市貝原348-6 795400102 飲食店営業(4)その他 一般 中村 光徳 北播(加健)第301-67 平成30年8月8日 令和6年8月31日 平成30年8月8日
000028 4000168792 おしゃれ生活館 えびすや 多可町本店 679-1113 多可郡多可町中区中村町159 795324439 喫茶店営業 一般 株式会社ゑびすや百貨店 代表取締役 園崎 孝 679-1113 兵庫県多可郡多可町中区中村町20 795321123 北播(加健)第302-67 平成30年8月8日 令和6年8月31日 平成30年8月8日
000028 4000168793 道の駅北はりまエコミュージアム　西脇  自販機コーナー（キリン受託） 677-0022 西脇市寺内字天神池517-1 795252651 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 北播(加健)第302-65 平成30年8月8日 令和5年8月31日 平成30年8月8日
000028 4000168794 29番長 675-2212 加西市東笠原町332-3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社フォーシーズンフーズ 代表取締役 高木 美果 675-0036 兵庫県加古川市加古川町西河原97番地の7サンロイヤル加古川リバージュⅡ号館1113号 794214144 北播(加健)第302-66 平成30年8月8日 令和6年8月31日 平成30年8月8日
000028 4000168802 りょうちゃんらーめん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社RT工業 代表取締役 竹本 良三 675-2312 兵庫県加西市北条町北条503番地 790422736 北播(加健)第302-68 平成30年8月8日 令和5年8月31日 平成30年8月8日
000028 4000168847 高室池ゴルフ倶楽部レストラン 673-1472 加東市上三草字中山1132-2高室池ゴルフ倶楽部内 795278563 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社バンリューレストランシステム 代表取締役 手塚 昭二 679-2318 兵庫県神崎郡市川町小畑2916番地の1 790260999 北播(加健)第301-72 平成30年8月13日 令和6年8月31日 平成30年8月13日
000028 4000168848 高室池ゴルフ倶楽部レストラン従業員食堂 673-1472 加東市上三草字中山1132-2高室池ゴルフ倶楽部内 795278563 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社バンリューレストランシステム 代表取締役 手塚 昭二 679-2318 兵庫県神崎郡市川町小畑2916番地の1 790260999 北播(加健)第301-73 平成30年8月13日 令和6年8月31日 平成30年8月13日
000028 4000168873 ひすい 677-0016 西脇市高田井町341-1 795387365 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森下 学 北播(加健)第302-69 平成30年8月14日 令和6年8月31日 平成30年8月14日
000028 4000168942 月の道 675-2303 加西市北条町古坂1320 790438070 飲食店営業(4)その他 一般 福本 枝美 北播(加健)第302-71 平成30年8月22日 令和6年8月31日 平成30年8月22日
000028 4000168943 俵田地域協議会 677-0113 多可郡多可町八千代区俵田77 795371580 菓子製造業 一般 小林 寛明 北播(加健)第302-72 平成30年8月22日 令和6年8月31日 平成30年8月22日
000028 4000168945 高室池ゴルフ倶楽部　インコース売店 673-1472 加東市上三草字中山1132-2 795278563 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社　バンリューレストランシステム 代表取締役 手塚 昭二 679-2318 兵庫県神崎郡市川町小畑2916番地の1 790280999 北播(加健)第301-76 平成30年8月22日 令和5年8月31日 平成30年8月22日
000028 4000168946 高室池ゴルフ倶楽部　アウトコース売店 673-1472 加東市上三草字中山1132-2 795278563 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社バンリューレストランシステム 代表取締役 手塚 昭二 679-2318 兵庫県神崎郡市川町小畑2916番地の1 790260999 北播(加健)第301-75 平成30年8月22日 令和5年8月31日 平成30年8月22日
000028 4000168947 上月工房 679-0211 加東市上滝野204-1 菓子製造業 一般 上月 正人 北播(加健)第301-77 平成30年8月22日 令和6年8月31日 平成30年8月22日
000028 4000168956 パオパパ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 土喰 光秋 北播(加健)第301-78 平成30年8月23日 令和5年8月31日 平成30年8月23日
000028 4000168965 道の駅神戸フルーツフラワーパーク大沢 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社北神地域振興 代表取締役 不老 嘉彦 651-1522 兵庫県神戸市北区大沢町上大沢2150 078-954-1940 北播(加健)第301-74 平成30年8月23日 令和5年8月31日 平成30年8月23日
000028 4000168989 星乃珈琲店　三木大村店 673-0404 三木市大村328-1 794738841 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日本レストランシステム株式会社 代表取締役 大林 害谷史 150-0033 東京都渋谷区猿楽町10番11号 354560123 北播(加健)第303-54 平成30年8月24日 令和6年8月31日 平成30年8月24日
000028 4000169019 神戸・やまだ屋　小野高校食堂 675-1375 小野市西本町518 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山田 哲也 北播(加健)第301-82 平成30年8月28日 令和6年8月31日 平成30年8月28日
000028 4000169032 セブン-イレブン加西法華口店 675-2212 加西市東笠原町333 790482671 飲食店営業(4)その他 一般 上田 正信 北播(加健)第302-75 平成30年8月29日 令和7年8月31日 平成30年8月29日
000028 4000169036 高橋醤油株式会社 675-2423 加西市和泉町118-7 790450003 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 高橋醬油株式会社 代表取締役 高橋 伸弥 675-2423 兵庫県加西市和泉町118番地の7 790450003 北播(加健)第302-74 平成30年8月28日 令和5年8月31日 平成30年8月28日
000028 4000169037 高橋醤油株式会社 675-2423 加西市和泉町118-7 790450003 醤油製造業 一般 高橋醬油株式会社 代表取締役 高橋 伸弥 675-2423 兵庫県加西市和泉町118番地の7 790450003 北播(加健)第302-73 平成30年8月28日 令和6年8月31日 平成30年8月28日
000028 4000169060 かみの朝市南直売所　あじさいグループ 000-0000 多可町、三木市、加西市及び西脇市 飲食店営業(4)その他 露店 吉川 千鶴子 北播(加健)第302-80 平成30年8月29日 令和5年8月31日 平成30年8月29日
000028 4000169061 （株）大西製作所6K2830 679-1133 多可郡多可町中区糀屋434 喫茶店営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第302-79 平成30年8月29日 令和5年8月31日 平成30年8月29日
000028 4000169083 向日葵 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 宮崎 直満 北播(加健)第302-83 平成30年8月31日 令和5年8月31日 平成30年8月31日
000028 4000169084 向日葵 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 宮崎 直満 北播(加健)第302-84 平成30年8月31日 令和5年8月31日 平成30年8月31日
000028 4000169085 エアフォルク 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 日野 智代 北播(加健)第302-82 平成30年8月31日 令和5年8月31日 平成30年8月31日
000028 4000169087 風車 675-2223 加西市三口町306 790482715 喫茶店営業 一般 森井 広 北播(加健)第302-81 平成30年8月31日 令和6年8月31日 平成30年8月31日
000028 4000169088 向日葵 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 宮崎 亜紀子 北播(加健)第302-85 平成30年8月31日 令和5年8月31日 平成30年8月31日
000028 4000169093 播州まちづくり協議会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 岡田 翔生 北播(加健)第301-83 平成30年8月31日 令和5年8月31日 平成30年8月31日
000028 4000169125 Ｂｅｓｔｉａ． 673-0512 三木市志染町井上147-5 794738228 飲食店営業(4)その他 一般 森藤 貴裕 北播(加健)第303-56 平成30年8月31日 令和6年8月31日 平成30年8月31日
000028 4000169165 フェルミナータ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 浜田 祥江 北播(加健)第301-85 平成30年9月7日 令和5年11月30日 平成30年9月7日
000028 4000169167 ten 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社ten 代表取締役 名古屋 敦 675-2354 兵庫県加西市山下町2349-29 790206376 北播(加健)第302-86 平成30年9月7日 令和5年11月30日 平成30年9月7日
000028 4000169187 Lana 677-0043 西脇市下戸田70-1 795388996 飲食店営業(4)その他 一般 金田 江里香 北播(加健)第302-87 平成30年9月7日 令和6年11月30日 平成30年9月7日
000028 4000169193 コバックス 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 小林 正幸 北播(加健)第303-58 平成30年9月7日 令和5年11月30日 平成30年9月7日
000028 4000169205 ＣＯＲＶＩＮＯ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 ＣＯＲＶＩＮＯ株式会社 代表取締役 モリネリ クラウディオ　オリビエ 675-2414 兵庫県加西市馬渡谷町161番地 5010207095 北播(加健)第302-88 平成30年9月7日 令和5年11月30日 平成30年9月7日
000028 4000169227 アトリエ・ｔａｍｂｏｕｒｉｎｅ 673-0551 三木市志染町西自由が丘2-78 菓子製造業 一般 宮崎 由美子 北播(加健)第303-57 平成30年9月7日 令和6年11月30日 平成30年9月7日
000028 4000169234 介護老人保健施設　薫楓苑  （絆カフェ楓） 675-1352 小野市復井町1741 794662020 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 医療法人社団薫楓会 理事長 天野 浩嗣 675-1322 兵庫県小野市匠台72番1 794662020 北播(加健)第301-86 平成30年9月11日 令和7年11月30日 平成30年9月11日
000028 4000169265 天狗堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 門田 浩昌 北播(加健)第302-95 平成30年9月12日 令和5年11月30日 平成30年9月12日
000028 4000169266 天狗堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 門田 浩昌 北播(加健)第302-96 平成30年9月12日 令和5年11月30日 平成30年9月12日
000028 4000169274 魚国総本社・西脇27772 677-0033 西脇市鹿野町字比延山1353-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社魚国総本社 代表取締役社長 田所 伸治 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町一丁目6番19号 664785723 北播(加健)第302-91 平成30年9月12日 令和6年11月30日 平成30年9月12日
000028 4000169275 魚国総本社・西脇27772　アウト売店 677-0033 西脇市鹿野町字比延山1353-2 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社魚国総本社 代表取締役社長 田所 伸治 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町一丁目6番19号 664785723 北播(加健)第302-92 平成30年9月12日 令和6年11月30日 平成30年9月12日
000028 4000169276 魚国総本社・西脇27772　イン売店 677-0033 西脇市鹿野町字比延山1353-2 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社魚国総本社 代表取締役社長 田所 伸治 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町一丁目6番19号 664785723 北播(加健)第302-93 平成30年9月12日 令和6年11月30日 平成30年9月12日
000028 4000169277 Happy 677-0015 西脇市西脇52-1 795241788 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　ARBOM　COMPANY 代表取締役 アルシャガ・ピーテル・ リムエル・オカンポ 677-0015 兵庫県西脇市西脇67番地 795241788 北播(加健)第302-94 平成30年9月12日 令和6年11月30日 平成30年9月12日
000028 4000169278 株式会社　natural　farm　DEAI 677-0062 西脇市出会町325 795270770 喫茶店営業 一般 株式会社　natural　farm　DEAI 代表取締役 今本 亜紀子 677-0062 兵庫県西脇市出会町325番地 795270770 北播(加健)第302-89 平成30年9月19日 令和6年11月30日 平成30年9月19日
000028 4000169279 株式会社　natural　farm　DEAI 677-0062 西脇市出会町325 795270770 アイスクリーム類製造業 一般 株式会社　natural　farm　DEAI 代表取締役 今本 亜紀子 677-0062 兵庫県西脇市出会町325番地 795270770 北播(加健)第302-90 平成30年9月19日 令和6年11月30日 平成30年9月19日
000028 4000169281 菓子工房　よみはな 675-1331 小野市神明町字西畑ケ235-3小野神鉄ビル１階 794621115 菓子製造業 一般 一般社団法人　エィビーエス 代表理事 臼井 英之 675-1327 兵庫県小野市市場町57-1 794631144 北播(加健)第301-87 平成30年9月18日 令和6年11月30日 平成30年9月18日
000028 4000169342 農事組合法人あびき 675-2113 加西市網引町560-1 790207247 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 農事組合法人あびき 代表理事 石井 和博 675-2113 兵庫県加西市網引町791番地の1 790207247 北播(加健)第302-99 平成30年9月21日 令和6年11月30日 平成30年9月21日
000028 4000169343 農事組合法人あびき 675-2113 加西市網引町560-1 790207247 そうざい製造業 一般 農事組合法人あびき 代表理事 石井 和博 675-2113 兵庫県加西市網引町791番地の1 790207247 北播(加健)第302-100 平成30年9月21日 令和6年11月30日 平成30年9月21日
000028 4000169348 バーガークレイジー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 上田 太 北播(加健)第302-101 平成30年9月21日 令和5年11月30日 平成30年9月21日
000028 4000169361 いきなりステーキ　三木店 673-0541 三木市志染町広野1-127 794707529 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｇ７ジャパンフードサービス 代表取締役 春名 直幸 654-0161 兵庫県神戸市須磨区弥栄台五丁目19番地の2 726044689 北播(加健)第303-60 平成30年9月25日 令和6年11月30日 平成30年9月25日
000028 4000169371 ここ家 000-0000 加西市 飲食店営業(4)その他 露店 𠮷田 直史 北播(加健)第301-89 平成30年9月25日 令和5年11月30日 平成30年9月25日
000028 4000169376 株式会社アライドマテリアル播磨製作所 679-0221 加東市河高1816-174 795278090 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 コーベフーズ株式会社 代表取締役 久保 孝義 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町一丁目1番3号 783824700 北播(加健)第301-88 平成30年9月25日 令和7年11月30日 平成30年9月25日
000028 4000169407 お好み焼き・鉄板焼き・なごみ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 内橋 健容 北播(加健)第302-102 平成30年9月27日 令和5年11月30日 平成30年9月27日
000028 4000169463 串万 677-0054 西脇市野村町251 795235144 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 髙橋 健太 北播(加健)第302-104 平成30年10月3日 令和6年11月30日 平成30年10月3日
000028 4000169472 株式会社グルメデリカ関西工場 673-0514 三木市志染町戸田1838-221 794878666 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社グルメデリカ 代表取締役 相原 克彦 359-0001 埼玉県所沢市大字下冨739番地の12 429431001 北播(加健)第303-65 平成30年10月1日 令和8年11月30日 平成30年10月1日
000028 4000169550 Ｄｉāｎａ 673-0402 三木市加佐273-2-6 794602582 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長池 苗 北播(加健)第303-66 平成30年10月5日 令和6年11月30日 平成30年10月5日
000028 4000169559 虹色きっちん 675-2445 加西市殿原町1139-2 790359931 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 虹色オフィス株式会社 代表取締役 八島 規子 675-2445 兵庫県加西市殿原町1139番地の2 790441621 北播(加健)第302-106 平成30年10月10日 令和6年11月30日 平成30年10月10日
000028 4000169595 リュバンブル 673-0413 三木市大塚2丁目1－37 794707178 菓子製造業 一般 大林 由佳 北播(加健)第303-68 平成30年10月12日 令和7年11月30日 平成30年10月12日
000028 4000169596 リュバンブル 673-0413 三木市大塚2丁目1－37 794707178 喫茶店営業 一般 大林 由佳 北播(加健)第303-69 平成30年10月12日 令和7年11月30日 平成30年10月12日
000028 4000169647 中河食品 675-1364 小野市鹿野町1868-130 794636191 飲食店営業(4)その他 一般 中河 幹人 北播(加健)第301-93 平成30年10月18日 令和6年11月30日 平成30年10月18日
000028 4000169668 カフェ・バンカレラ西脇店 677-0044 西脇市上野字東谷125-12 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マルハンダイニング 代表取締役社長 窪田 猛 135-0033 東京都江東区深川二丁目8番19号 356466777 北播(加健)第302-107 平成30年10月18日 令和6年11月30日 平成30年10月18日
000028 4000169669 カフェ　アンブル　Cafe Ambre 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 坂本 陽子 北播(加健)第301-94 平成30年10月18日 令和5年11月30日 平成30年10月18日
000028 4000169691 お好み焼　偶　三木店 673-0404 三木市大村1-2-1 794830577 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　偶コーポレーション 代表取締役 村上 博亮 676-0001 兵庫県高砂市中島一丁目177番地1 794420884 北播(加健)第303-71 平成30年10月18日 令和6年11月30日 平成30年10月18日
000028 4000169728 さかい珈琲　小野店 675-1367 小野市敷地町1502-8 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ライフイノベーション 代表取締役 阿江 九美子 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島五丁目5番15号 668865611 北播(加健)第301-95 平成30年10月24日 令和6年11月30日 平成30年10月24日
000028 4000169731 イオン加西北条店　水産寿司 675-2312 加西市北条町北条308-1 790453500 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126000 北播(加健)第302-109 平成30年10月24日 令和6年11月30日 平成30年10月24日
000028 4000169757 菓子工房　優00ゅぅ00 675-1332 小野市中町504-2 菓子製造業 一般 藤原 優子 北播(加健)第301-96 平成30年10月26日 令和6年11月30日 平成30年10月26日
000028 4000169790 tamaki niime 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 有限会社　玉木新雌 代表取締役 玉木 幸恵 677-0037 兵庫県西脇市比延町550番地の1 北播(加健)第302-110 平成30年10月26日 令和5年11月30日 平成30年10月26日
000028 4000169798 中華そば　納屋 673-0444 三木市別所町東這田字生木5 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 神澤 知広 北播(加健)第303-75 平成30年10月30日 令和6年11月30日 平成30年10月30日
000028 4000169808 Ｐ－ｓｔｙｌｅカンパニー 675-1317 小野市浄谷町546-1 菓子製造業 一般 松下 勝幸 北播(加健)第301-98 平成30年10月29日 令和6年11月30日 平成30年10月29日
000028 4000169809 Ｐ－ｓｔｙｌｅカンパニー 675-1317 小野市浄谷町546-1 飲食店営業(4)その他 一般 松下 勝幸 北播(加健)第301-99 平成30年10月29日 令和6年11月30日 平成30年10月29日
000028 4000169847 キングスロードゴルフクラブ内レストラン 673-1103 三木市吉川町前田447-1 794732800 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 333414216 北播(加健)第303-77 平成30年10月30日 令和6年11月30日 平成30年10月30日
000028 4000169848 キングスロードゴルフクラブ内コース売店(OUT) 673-1103 三木市吉川町前田447-1 794732800 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 333414216 北播(加健)第303-78 平成30年10月30日 令和6年11月30日 平成30年10月30日
000028 4000169849 キングスロードゴルフクラブ内コース売店(IN) 673-1103 三木市吉川町前田447-1 794732800 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 333414216 北播(加健)第303-79 平成30年10月30日 令和6年11月30日 平成30年10月30日
000028 4000169901 小豆太 675-2312 加西市北条町北条714-1 790428855 菓子製造業 一般 中川 誠 北播(加健)第302-119 平成30年11月6日 令和6年11月30日 平成30年11月6日
000028 4000169902 剣　つるぎ 675-2302 加西市北条町栗田1ラ・メゾン　タカセ105 飲食店営業(4)その他 一般 須藤 好美 北播(加健)第302-120 平成30年11月6日 令和6年11月30日 平成30年11月6日
000028 4000169925 Healing Cafe Metheon 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 田中 秀幸 北播(加健)第301-100 平成30年11月6日 令和5年11月30日 平成30年11月6日
000028 4000169926 Healing Cafe Metheon 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 田中 秀幸 北播(加健)第301-101 平成30年11月6日 令和5年11月30日 平成30年11月6日
000028 4000169988 ふみちゃんストアー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 藤本 文俊 北播(加健)第302-121 平成30年11月9日 令和5年11月30日 平成30年11月9日
000028 4000170003 山口屋 677-0044 西脇市上野字西谷187-1 菓子製造業 露店 山口 安夫 北播(加健)第302-122 平成30年11月9日 令和5年11月30日 平成30年11月9日
000028 4000170004 かおるちゃんラーメン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 滝本 龍雄 北播(加健)第301-105 平成30年11月9日 令和5年11月30日 平成30年11月9日
000028 4000170023 リカーショップやまなか 000-0000 多可町、西脇市、加西市、加東市、小野市及び三木市 飲食店営業(4)その他 露店 山中 良輝 北播(加健)第302-123 平成30年11月12日 令和5年11月30日 平成30年11月12日
000028 4000170088 一徹 673-1464 加東市上中3-140 795426323 魚介類販売業 一般 株式会社河本 代表取締役 河本 幸治 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲841番地35 792461160 北播(加健)第301-106 平成30年11月16日 令和6年11月30日 平成30年11月16日
000028 4000170089 一徹 673-1464 加東市上中3-140 795426323 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社河本 代表取締役 河本 幸治 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲841番地35 792461160 北播(加健)第301-107 平成30年11月16日 令和6年11月30日 平成30年11月16日
000028 4000170098 イーティーズ加東店 673-1464 加東市上中3-140 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社イーティーズ 代表取締役 原田 航太 811-0112 福岡県糟屋郡新宮町下府二丁目12番24号 949431800 北播(加健)第301-109 平成30年11月16日 令和6年11月30日 平成30年11月16日
000028 4000170099 大三ミート産業株式会社　加東店 673-1464 加東市上中3-140 食肉販売業 一般 大三ミート産業株式会社 代表取締役社長 大家 大 825-0001 福岡県田川市大字伊加利1824番地 947462111 北播(加健)第301-108 平成30年11月16日 令和6年11月30日 平成30年11月16日
000028 4000170113 wacca 679-1335 多可郡多可町加美区門村546-4 795208528 乳酸菌飲料製造業 一般 今中 克憲 北播(加健)第302-124 平成30年11月16日 令和6年11月30日 平成30年11月16日
000028 4000170115 カラオケ　プー 679-0108 加西市山枝町35-1 飲食店営業(4)その他 一般 山田 清 北播(加健)第302-125 平成30年11月16日 令和6年11月30日 平成30年11月16日
000028 4000170139 炭火焼鳥　つくねや 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 梁 堅次 北播(加健)第301-113 平成30年11月19日 令和5年11月30日 平成30年11月19日
000028 4000170150 CoCo壱番屋　三木別所店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 百々 晃敬 北播(加健)第303-81 平成30年11月19日 令和5年11月30日 平成30年11月19日
000028 4000170152 すゑひろ 675-2444 加西市鴨谷町620-1 790440430 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 末廣 育久 北播(加健)第302-126 平成30年11月19日 令和6年11月30日 平成30年11月19日
000028 4000170188 クーズコンセルボ 675-2312 加西市北条町北条308-1 790438822 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社オカノベーカリー 代表取締役 岡野 吉純 671-0234 兵庫県姫路市御国野町国分寺391番地 792539630 北播(加健)第302-127 平成30年11月21日 令和6年11月30日 平成30年11月21日
000028 4000170189 クーズコンセルボ 675-2312 加西市北条町北条308-1 790438822 菓子製造業 一般 株式会社オカノベーカリー 代表取締役 岡野 吉純 671-0234 兵庫県姫路市御国野町国分寺391番地 792539630 北播(加健)第302-128 平成30年11月21日 令和6年11月30日 平成30年11月21日
000028 4000170196 ４Ｓ　ＣＡＦＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 山岸 砂知子 北播(加健)第301-115 平成30年11月26日 令和5年11月30日 平成30年11月26日
000028 4000170209 蓮 673-1334 加東市吉井771-2 飲食店営業(4)その他 一般 清尾 美幸 北播(加健)第301-117 平成30年11月26日 令和6年11月30日 平成30年11月26日
000028 4000170237 おそうざいバル＆カフェ法利 679-1332 多可郡多可町加美区大袋120-4 795204141 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 丸尾 法子 北播(加健)第302-129 平成30年11月22日 令和6年11月30日 平成30年11月22日
000028 4000170287 カラオケ喫茶 Ｒｕ ｃｈａ 673-0553 三木市志染町東自由が丘2-365 794858739 飲食店営業(4)その他 一般 西田 ルミ 北播(加健)第303-82 平成30年11月28日 令和6年11月30日 平成30年11月28日
000028 4000170291 露店（アニマル） 673-0703 三木市細川町垂穂894-60 794835211 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社ネスタリゾート神戸 代表取締役 大川 二郞 673-0703 兵庫県三木市細川町垂穂894番地の60号 794835000 北播(加健)第303-83 平成30年11月21日 令和5年11月30日 平成30年11月21日
000028 4000170292 露店（バギー） 673-0703 三木市細川町垂穂894-60 794835211 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社ネスタリゾート神戸 代表取締役 大川 二郞 673-0703 兵庫県三木市細川町垂穂894番地の60号 794835000 北播(加健)第303-84 平成30年11月21日 令和5年11月30日 平成30年11月21日
000028 4000170301 イーティーズ加東店 673-1464 加東市上中3-140 菓子製造業 一般 株式会社イーティーズ 代表取締役 原田 航太 811-0112 福岡県糟屋郡新宮町下府二丁目12番24号 949431800 北播(加健)第301-118 平成30年11月28日 令和6年11月30日 平成30年11月28日
000028 4000170352 Dog Cafe & BAL Bells Family 673-0516 三木市志染町御坂627-1 794738822 飲食店営業(4)その他 一般 日高 洋介 北播(加健)第303-85 平成30年11月29日 令和6年11月30日 平成30年11月29日
000028 4000170353 肉侍 673-0741 三木市口吉川町殿畑88-1 794602662 食肉販売業 一般 合同会社リバティ 代表社員 戸田 章紀 673-0521 兵庫県三木市志染町青山六丁目24番地の4 北播(加健)第303-86 平成30年11月30日 令和6年11月30日 平成30年11月30日
000028 4000170360 ホテルルートイン加西　北条の宿 675-2302 加西市北条町栗田7-7 飲食店営業(3)旅館 一般 ルートインジャパン株式会社 代表取締役 永山 泰樹 140-0014 東京都品川区大井一丁目３５番３号 337775515 北播(加健)第302-131 平成30年11月30日 令和6年11月30日 平成30年11月30日
000028 4000170377 東条湖おもちゃ王国　パクパク前屋台 673-1301 加東市黒谷1216-92 795470268 菓子製造業 一般 株式会社 日本商事 代表取締役 安達 暁子 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町一丁目8番12号 351557335 北播(加健)第301-119 平成30年11月30日 令和6年11月30日 平成30年11月30日
000028 4000170378 東条湖おもちゃ王国　プリティぷりてぃ 673-1301 加東市黒谷1216-92 795470268 菓子製造業 一般 株式会社日本商事 代表取締役 安達 暁子 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町一丁目8番12号 351557335 北播(加健)第301-120 平成30年11月30日 令和6年11月30日 平成30年11月30日



000028 4000170379 ソンブレロ 673-1301 加東市黒谷1216-92 795470268 菓子製造業 一般 株式会社日本商事 代表取締役 安達 暁子 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町一丁目8番12号 351557335 北播(加健)第301-121 平成30年11月30日 令和6年11月30日 平成30年11月30日
000028 4000170401 薩摩地鶏　わげんや 673-0404 三木市大村1132 794837733 食肉販売業 一般 株式会社　和顔家 代表取締役 中馬 誠 673-1432 兵庫県加東市ひろのが丘4-10 795422166 北播(加健)第303-87 平成30年11月30日 令和6年11月30日 平成30年11月30日
000028 4000170431 呑んだくれ　笑宝 677-0054 西脇市野村町800-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 寺尾 理恵 北播(加健)第302-132 平成30年12月10日 令和7年2月28日 平成30年12月10日
000028 4000170461 Ｘｉｎｇｆｕ 673-1341 加東市南山4-11-2 795202227 菓子製造業 一般 藤田 裕美 北播(加健)第301-123 平成30年12月7日 令和7年2月28日 平成30年12月7日
000028 4000170462 Ｘｉｎｇｆｕ 673-1341 加東市南山4-11-2 795202227 飲食店営業(4)その他 一般 藤田 裕美 北播(加健)第301-124 平成30年12月7日 令和7年2月28日 平成30年12月7日
000028 4000170490 華音 673-0433 三木市福井1-4-41-106 飲食店営業(4)その他 一般 坂本 知子 北播(加健)第303-88 平成30年12月11日 令和7年2月28日 平成30年12月11日
000028 4000170497 きすみの営農 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 農事組合法人　きすみの営農 組合長 藤本 弘文 675-1344 兵庫県小野市下来住町1867番地 794638454 北播(加健)第301-125 平成30年12月13日 令和6年2月29日 平成30年12月13日
000028 4000170518 喜らく 677-0053 西脇市和布町277-7 795229797 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　三創 取締役 伊藤 嘉教 677-0016 兵庫県西脇市高田井町132番地の3 北播(加健)第302-133 平成30年12月14日 令和7年2月28日 平成30年12月14日
000028 4000170547 焼酎処　香句恋慕 675-1371 小野市黒川町94-185　エメラルドビル 飲食店営業(4)その他 一般 昇 晴子 北播(加健)第301-126 平成30年12月14日 令和7年2月28日 平成30年12月14日
000028 4000170549 ｂｉｒｉｃａ 673-0701 三木市細川町瑞穂3643 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤井 大輔 北播(加健)第303-91 平成30年12月14日 令和7年2月28日 平成30年12月14日
000028 4000170550 ｂｉｒｉｃａ 673-0701 三木市細川町瑞穂3643 菓子製造業 一般 藤井 大輔 北播(加健)第303-92 平成30年12月14日 令和7年2月28日 平成30年12月14日
000028 4000170581 山口屋 677-0044 西脇市上野字西谷187-1 飲食店営業(4)その他 露店 山口 安夫 北播(加健)第302-135 平成30年12月18日 令和6年2月29日 平成30年12月18日
000028 4000170642 マゴワヤサシイキッチン　ここから 673-1431 加東市社1126-1　やしろショッピングパークBio2階　多目的ホール 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 中野 典子 北播(加健)第301-128 平成30年12月26日 令和7年2月28日 平成30年12月26日
000028 4000170644 小林商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 小林 二郎 北播(加健)第301-129 平成30年12月27日 令和6年2月29日 平成30年12月27日
000028 4000170712 酒彩緑うたげ 675-1355 小野市新部町1084-5 794604544 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 今井 達哉 北播(加健)第301-130 平成31年1月11日 令和7年2月28日 平成31年1月11日
000028 4000170728 Cafe Terrace SEASON 679-0109 加西市玉丘町395-1 790432838 喫茶店営業 一般 浅見 悟 北播(加健)第302-141 平成31年1月17日 令和7年2月28日 平成31年1月17日
000028 4000170747 ナワブ　ハラル　レストラン 673-0446 三木市別所町花尻1-56 794606890 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 エス・ケー・トレーディング株式会社 代表取締役 サリーム カーン 675-1202 兵庫県加古川市八幡町野村856-1 794516682 北播(加健)第303-93 平成31年1月17日 令和7年2月28日 平成31年1月17日
000028 4000170762 コッペ　ごはん屋ななつぼし 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 松岡 恵美 北播(加健)第302-142 平成31年1月17日 令和6年2月29日 平成31年1月17日
000028 4000170763 コッペ　ごはん屋ななつぼし 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 松岡 恵美 北播(加健)第302-143 平成31年1月17日 令和6年2月29日 平成31年1月17日
000028 4000170773 まちなか春陽堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 790431153 飲食店営業(4)その他 露店 植田 一 北播(加健)第302-144 平成31年1月18日 令和6年2月29日 平成31年1月18日
000028 4000170774 まちなか春陽堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 790431153 菓子製造業 露店 植田 一 北播(加健)第302-145 平成31年1月18日 令和6年2月29日 平成31年1月18日
000028 4000170795 マルニ製油(株)小野工場 675-1305 小野市脇本町字西ヶ谷207-19 794671961 食用油脂製造業 一般 マルニ製油株式会社 代表取締役 小川 和夫 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島四丁目4番25号 789432901 北播(加健)第301-132 平成31年1月18日 令和7年2月28日 平成31年1月18日
000028 4000170796 coffee&bar Pot 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 足立 卓也 北播(加健)第302-147 平成31年1月22日 令和6年2月29日 平成31年1月22日
000028 4000170797 Cafe&Curry Buttah 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 川崎 誠二 北播(加健)第301-133 平成31年1月22日 令和6年2月29日 平成31年1月22日
000028 4000170861 和屋 675-1342 小野市阿形町902-2 菓子製造業 一般 小西 和吾 北播(加健)第301-134 平成31年1月28日 令和7年2月28日 平成31年1月28日
000028 4000170862 和屋 675-1342 小野市阿形町902-2 喫茶店営業 一般 小西 和吾 北播(加健)第301-135 平成31年1月28日 令和7年2月28日 平成31年1月28日
000028 4000170864 東条湖おもちゃ王国　ビアブース 673-1301 加東市黒谷1216-92 795470268 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社 日本商事 代表取締役 安達 暁子 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町一丁目8番12号 351557335 北播(加健)第301-137 平成31年1月28日 令和7年2月28日 平成31年1月28日
000028 4000170866 東条湖おもちゃ王国　パクパク前屋台 673-1301 加東市黒谷1216-92 795470268 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社 日本商事 代表取締役 安達 暁子 103-0012 東京都中央区日本橋堀留町一丁目8番12号 351557335 北播(加健)第301-136 平成31年1月28日 令和7年2月28日 平成31年1月28日
000028 4000170905 ドリームキッチン　tomo 679-0313 西脇市黒田庄町岡22-1 795387070 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人スポーツアカデミーShine 代表理事 竹本 武志 677-0002 兵庫県西脇市前島町21番地の1 795387070 北播(加健)第302-149 平成31年1月29日 令和7年2月28日 平成31年1月29日
000028 4000170906 一（いち） 677-0016 西脇市高田井町323-2 飲食店営業(4)その他 一般 宮崎 三穂 北播(加健)第302-148 平成31年1月29日 令和7年2月28日 平成31年1月29日
000028 4000170920 たい焼き　山口屋 675-1378 小野市王子町89-5 菓子製造業 露店 株式会社鯛公望 代表取締役 山口 剛 675-2223 兵庫県加西市三口町546番地の2 北播(加健)第301-140 平成31年1月30日 令和6年2月29日 平成31年1月30日
000028 4000170921 ハッピーエイジ　くつろぎの杜事業所 675-1327 小野市市場町字南山926 794621085 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ハッピーエイジ 代表取締役 福山 愛 651-1144 兵庫県神戸市北区大脇台2番34号 785935943 北播(加健)第301-139 平成31年1月30日 令和8年2月28日 平成31年1月30日
000028 4000170938 セブン－イレブン小野大島町　店 675-1334 小野市大島町字上丸町10-5 794622812 飲食店営業(4)その他 一般 前田 泰典 北播(加健)第301-141 平成31年1月30日 令和8年2月28日 平成31年1月30日
000028 4000170955 味処　松義 675-1366 小野市中島町547-1 794637273 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ユニオン 代表取締役 井関 美和 651-0065 兵庫県神戸市中央区割塚通一丁目2番1-1402号 北播(加健)第301-145 平成31年1月31日 令和7年2月28日 平成31年1月31日
000028 4000170962 dining ＢＵＳ　ＳＴＯＰ 675-2445 加西市殿原町662-4 790443020 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 牧瀬 彰宏 北播(加健)第302-150 平成31年1月31日 令和7年2月28日 平成31年1月31日
000028 4000170969 セブン－イレブン三木志染広野1丁目 店 673-0541 三木市志染町広野1-250-3 794850717 飲食店営業(4)その他 一般 小野尾 重幸 北播(加健)第303-96 平成31年1月30日 令和8年2月28日 平成31年1月30日
000028 4000171008 手づくりショップふきのとう 673-0532 三木市緑が丘町中1-8-41 794841920 飲食店営業(4)その他 一般 蔵迫 登 北播(加健)第303-100 平成31年1月31日 令和7年2月28日 平成31年1月31日
000028 4000171038 炭火焼鳥　ゆ鳥　西脇野村店 677-0054 西脇市野村町1796-513 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社バンケット 代表社員 千本 正勝 673-1463 兵庫県加東市梶原321番地3 北播(加健)第302-155 平成31年2月8日 令和7年2月28日 平成31年2月8日
000028 4000171041 ファミリーマート西脇和布店 677-0053 西脇市和布町189-4 795247311 飲食店営業(4)その他 一般 福島 孝二 北播(加健)第302-153 平成31年2月8日 令和7年2月28日 平成31年2月8日
000028 4000171044 あきら 673-0433 三木市福井1-4-41-115 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田付 亮 北播(加健)第303-102 平成31年2月7日 令和7年2月28日 平成31年2月7日
000028 4000171080 スナック　シンデレラ 677-0043 西脇市下戸田19 795232428 飲食店営業(4)その他 一般 榎本 隆美 北播(加健)第302-160 平成31年2月13日 令和7年2月28日 平成31年2月13日
000028 4000171082 VERO　cafe 679-1332 多可郡多可町加美区大袋110 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 真也 北播(加健)第302-161 平成31年2月13日 令和7年2月28日 平成31年2月13日
000028 4000171083 VERO　cafe 679-1332 多可郡多可町加美区大袋110 菓子製造業 一般 山本 真也 北播(加健)第302-162 平成31年2月13日 令和7年2月28日 平成31年2月13日
000028 4000171084 一つ星 677-0015 西脇市西脇436 飲食店営業(4)その他 一般 丸山 明海 北播(加健)第302-163 平成31年2月13日 令和7年2月28日 平成31年2月13日
000028 4000171103 黒っ娘おばんざい 679-0321 西脇市黒田庄町田高313-10 みそ製造業 一般 上月 友美 北播(加健)第302-164 平成31年2月15日 令和7年2月28日 平成31年2月15日
000028 4000171152 ファミリーマート滝野高岡店 679-0222 加東市高岡609-1 795459211 飲食店営業(4)その他 一般 若宮 美代子 北播(加健)第301-146 平成31年2月20日 令和7年2月28日 平成31年2月20日
000028 4000171159 馬事センターラウンジ　播Plus 673-0435 三木市別所町高木三木ホースランドパーク 794831110 飲食店営業(4)その他 一般 中野 直 北播(加健)第303-105 平成31年2月18日 令和7年2月28日 平成31年2月18日
000028 4000171160 馬事センターラウンジ　播Plus 673-0435 三木市別所町高木三木ホースランドパーク 794831110 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 中野 直 北播(加健)第303-106 平成31年2月18日 令和6年2月29日 平成31年2月18日
000028 4000171212 株式会社テトラ城南　西脇工場 677-0039 西脇市上比延町1348-4 795221169 氷雪製造業 一般 株式会社テトラ城南 代表取締役 手島 康男 143-0002 東京都大田区城南島五丁目1番1号 337998250 北播(加健)第302-165 平成31年2月21日 令和7年2月28日 平成31年2月21日
000028 4000171277 タカガワオーセントゴルフ倶楽部レストラン 675-2462 加西市別所町683-24 790451511 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社セントラルソリューションズ 代表取締役 髙川 准子 651-2273 兵庫県神戸市西区糀台五丁目6番3号 789928111 北播(加健)第302-167 平成31年2月22日 令和7年2月28日 平成31年2月22日
000028 4000171283 アイスクリーム屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 荒木 正人 北播(加健)第302-169 平成31年2月25日 令和6年2月29日 平成31年2月25日
000028 4000171291 大西商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 大西 誠 北播(加健)第302-170 平成31年2月22日 令和6年2月29日 平成31年2月22日
000028 4000171292 大西商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 大西 純子 北播(加健)第302-171 平成31年2月22日 令和6年2月29日 平成31年2月22日
000028 4000171295 大西商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 大西 雅弥 北播(加健)第301-151 平成31年2月22日 令和6年2月29日 平成31年2月22日
000028 4000171301 ほのちゃん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 渡邉 ほのか 北播(加健)第301-153 平成31年2月25日 令和6年2月29日 平成31年2月25日
000028 4000171304 神戸　吉田屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 赤﨑 眞二 北播(加健)第301-152 平成31年2月25日 令和6年2月29日 平成31年2月25日
000028 4000171332 寿限無 675-2312 加西市北条町北条133-1 飲食店営業(4)その他 一般 寺内 啓二 北播(加健)第302-172 平成31年2月26日 令和7年2月28日 平成31年2月26日
000028 4000171352 ファミリーマート小野高田店 675-1369 小野市高田町1757-1 794700515 飲食店営業(4)その他 一般 長谷川 茂嘉 北播(加健)第301-157 平成31年2月27日 令和7年2月28日 平成31年2月27日
000028 4000171393 あたりや 677-0015 西脇市西脇103-8 795225760 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 湖山 定子 北播(加健)第302-173 平成31年2月28日 令和7年2月28日 平成31年2月28日
000028 4000171408 Comfy　room 677-0054 西脇市野村町392-7 飲食店営業(4)その他 一般 横山 直子 北播(加健)第302-174 平成31年2月28日 令和7年2月28日 平成31年2月28日
000028 4000171409 Comfy　room 677-0054 西脇市野村町392-7 菓子製造業 一般 横山 直子 北播(加健)第302-175 平成31年2月28日 令和7年2月28日 平成31年2月28日
000028 4000171423 やしろ自然野菜工房 673-1462 加東市藤田1096 そうざい製造業 一般 津田 博基 北播(加健)第301-158 平成31年3月5日 令和7年5月31日 平成31年3月5日
000028 4000171443 古民家空間kotonoha 679-1333 多可郡多可町加美区三谷255 795208253 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小椋 聡 北播(加健)第302-177 平成31年3月5日 令和7年5月31日 平成31年3月5日
000028 4000171444 kinoko. 679-0315 西脇市黒田庄町津万井278-1 795399037 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 諌武 信弘 北播(加健)第302-176 平成31年3月5日 令和7年5月31日 平成31年3月5日
000028 4000171454 セブン-イレブン三木本町店 673-0433 三木市本町3-1506-1 794835560 飲食店営業(4)その他 一般 平見 勝明 北播(加健)第303-110 平成31年3月5日 令和7年5月31日 平成31年3月5日
000028 4000171487 お茶○ん 675-1374 小野市本町1-434 794635736 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 東條 真二 北播(加健)第301-160 平成31年3月11日 令和7年5月31日 平成31年3月11日
000028 4000171488 GRIZZLY　coffee　＆　climbing　wall 675-1332 小野市中町431-1 794738315 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 浅田 義人 北播(加健)第301-161 平成31年3月11日 令和7年5月31日 平成31年3月11日
000028 4000171489 GRIZZLY　coffee　＆　climbing　wall 675-1332 小野市中町431-1 794738315 菓子製造業 一般 浅田 義人 北播(加健)第301-162 平成31年3月11日 令和7年5月31日 平成31年3月11日
000028 4000171524 ますのみ松屋 677-0044 西脇市上野224 795225458 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ますのみ松屋 代表取締役 松田 幸弘 677-0044 兵庫県西脇市上野224番地 795225458 北播(加健)第302-180 平成31年3月12日 令和7年5月31日 平成31年3月12日
000028 4000171525 おにぎり工房　かさい 679-0106 加西市豊倉町1261-81 飲食店営業(4)その他 一般 宇仁 寿美 北播(加健)第302-178 平成31年3月12日 令和7年5月31日 平成31年3月12日
000028 4000171526 おにぎり工房　かさい 679-0106 加西市豊倉町1261-81 菓子製造業 一般 宇仁 寿美 北播(加健)第302-179 平成31年3月12日 令和7年5月31日 平成31年3月12日
000028 4000171528 兵庫県立教育研修所食堂 673-1421 加東市山国2006-107 795422635 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤野 誠二 北播(加健)第301-164 平成31年3月12日 令和8年5月31日 平成31年3月12日
000028 4000171578 山のおやつ工房　はるあき 673-1341 加東市南山4-21-7 795204018 菓子製造業 一般 春本 亜岐子 北播(加健)第301-165 平成31年3月14日 令和7年5月31日 平成31年3月14日
000028 4000171580 虎 677-0025 西脇市大野544-8 795221240 飲食店営業(4)その他 一般 北播(加健)第302-181 平成31年3月14日 令和7年5月31日 平成31年3月14日
000028 4000171594 リッチョドーロ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 誠愛商事株式会社 代表取締役 末廣 憲賴 651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通六丁目1番15号 782618836 北播(加健)第301-166 平成31年3月15日 令和6年5月31日 平成31年3月15日
000028 4000171602 teatro  Free De Are 673-0531 三木市緑が丘町西4-1-14 794859056 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤岡 啓介 北播(加健)第303-114 平成31年3月15日 令和7年5月31日 平成31年3月15日
000028 4000171609 サンフラワー 673-0531 三木市緑が丘町西2-1-12 794840682 飲食店営業(4)その他 一般 政野 幸 北播(加健)第303-115 平成31年3月15日 令和7年5月31日 平成31年3月15日
000028 4000171615 むらいプランニング加西事業所 675-2101 加西市繁昌町2428 菓子製造業 一般 有限会社むらいプランニング 取締役 村井 利雄 659-0033 兵庫県芦屋市高浜町16番9号 797250301 北播(加健)第302-182 平成31年3月19日 令和7年5月31日 平成31年3月19日
000028 4000171616 珈琲庵　珈集 000-0000 三木市 菓子製造業 露店 有限会社珈集 取締役 平野 薫大 673-0433 兵庫県三木市福井字八幡谷2165番地の1 794826117 北播(加健)第303-116 平成31年3月19日 令和6年5月31日 平成31年3月19日
000028 4000171632 サービス付き高齢者向け住宅　吉川やまのうえ 673-1128 三木市吉川町山上267-1 794765539 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社スピナッチ 代表取締役 竹垣内 博一 651-1306 兵庫県神戸市北区菖蒲が丘一丁目22番地の61 789522055 北播(加健)第303-117 平成31年3月19日 令和7年5月31日 平成31年3月19日
000028 4000171660 すぎや 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 杉岡 涼平 北播(加健)第302-183 平成31年3月20日 令和6年5月31日 平成31年3月20日
000028 4000171672 まるよし 673-0433 三木市福井1-4-41-112 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社カントリーホーム 取締役 山上 元子 673-0433 兵庫県三木市福井一丁目4番41号 北播(加健)第303-118 平成31年3月20日 令和7年5月31日 平成31年3月20日
000028 4000171688 EENEN　多可高校食堂 679-1105 多可郡多可町中区東山553 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一般社団法人ええねん 代表理事 星 力夫 679-0322 兵庫県西脇市黒田庄町石原1467番地の108 北播(加健)第302-186 平成31年3月20日 令和7年5月31日 平成31年3月20日
000028 4000171689 EENEN　多可高校食堂 679-1105 多可郡多可町中区東山553 菓子製造業 一般 一般社団法人ええねん 代表理事 星 力夫 679-0322 兵庫県西脇市黒田庄町石原1467番地の108 北播(加健)第302-187 平成31年3月20日 令和7年5月31日 平成31年3月20日
000028 4000171690 七輪焼肉　つかり家 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 柴垣 進二 北播(加健)第302-185 平成31年3月22日 令和6年5月31日 平成31年3月22日
000028 4000171692 関西国際大学　友愛寮 673-0521 三木市志染町青山7-1-9 794871116 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 淀川食品株式会社 代表取締役 田村 隆 532-0036 大阪府大阪市淀川区三津屋中一丁目1番2号 663016831 北播(加健)第303-119 平成31年3月25日 令和7年5月31日 平成31年3月25日
000028 4000171705 焼肉　天光 677-0043 西脇市下戸田490 795224163 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　天光 代表取締役 木村 和人 677-0043 兵庫県西脇市下戸田490番地 795224163 北播(加健)第302-189 平成31年3月25日 令和7年5月31日 平成31年3月25日
000028 4000171706 焼肉　天光 677-0043 西脇市下戸田490 795224163 食肉販売業 一般 株式会社　天光 代表取締役 木村 和人 677-0043 兵庫県西脇市下戸田490番地 795224163 北播(加健)第302-190 平成31年3月25日 令和7年5月31日 平成31年3月25日
000028 4000171715 みのり農業協同組合　特産開発センター 679-0313 西脇市黒田庄町岡22-1 795285155 飲食店営業(4)その他 一般 みのり農業協同組合 代表理事組合長 神澤 友重 673-1431 兵庫県加東市社1777番地1 795425141 北播(加健)第302-191 平成31年3月26日 令和7年5月31日 平成31年3月26日
000028 4000171716 パン工房　kiki 679-1323 多可郡多可町加美区清水706-2 菓子製造業 一般 上田 多詞子 北播(加健)第302-188 平成31年3月26日 令和7年5月31日 平成31年3月26日
000028 4000171760 味彩苑 673-0435 三木市福井字三木山　あじさいフローラみき内 794866680 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 東洋物産工業株式会社 代表取締役 東 孝次 673-0443 兵庫県三木市別所町巴21番1 794830007 北播(加健)第303-120 平成31年3月27日 令和7年5月31日 平成31年3月27日
000028 4000171763 メフォス１０４０４号店 673-0443 三木市別所町巴73 794827278 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社メフォス 代表取締役 岡田 泰紀 107-0052 東京都港区赤坂二丁目23番1号 362347600 北播(加健)第303-121 平成31年3月27日 令和8年5月31日 平成31年3月27日
000028 4000171813 気分や 673-0433 三木市福井1-4-41-102 飲食店営業(4)その他 一般 西野 輝彦 北播(加健)第303-122 平成31年3月28日 令和7年5月31日 平成31年3月28日
000028 4000171877 花屋敷ゴルフ倶楽部　ひろのコース  OUT　コース売店 673-1111 三木市吉川町上荒川字松ヶ浦713-1 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社K&L Group 代表取締役 久保田 佳典 650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通四丁目6番21号ジュネスビル4-2号室 787667667 北播(加健)第303-1 平成31年4月4日 令和7年5月31日 平成31年4月4日
000028 4000171881 花屋敷ゴルフ倶楽部　ひろのコース  IN コース売店 673-1111 三木市吉川町上荒川字松ヶ浦713-1 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社K&L Group 代表取締役 久保田 佳典 650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通四丁目6番21号ジュネスビル4-2号室 787667667 北播(加健)第303-2 平成31年4月4日 令和7年5月31日 平成31年4月4日
000028 4000171882 花屋敷ゴルフ倶楽部　よかわコース  コース売店 673-1113 三木市吉川町福井字小西谷534-1 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社K&L Group 代表取締役 久保田 佳典 650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通四丁目6番21号ジュネスビル4-2号室 787667667 北播(加健)第303-3 平成31年4月4日 令和7年5月31日 平成31年4月4日
000028 4000171896 株式会社ドトールコーヒー　関西工場 673-1341 加東市南山6-3-9 795476580 清涼飲料水製造業 一般 株式会社ドトールコーヒー 代表取締役 星野 正則 150-0041 東京都渋谷区神南一丁目１０番１号 354599050 北播(加健)第301-3 平成31年4月5日 令和8年5月31日 平成31年4月5日
000028 4000171929 台湾料理　味香園 675-1374 小野市本町1-77-1 794632898 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 韓 天智 北播(加健)第301-4 平成31年4月8日 令和7年5月31日 平成31年4月8日
000028 4000171953 麦舎　Himmeli Works 639 673-1431 加東市社736-2 795424130 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鈴木 智子 北播(加健)第301-5 平成31年4月10日 令和7年5月31日 平成31年4月10日
000028 4000171969 ケサランパサラン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 栄 直樹 北播(加健)第301-10 平成31年4月11日 令和6年5月31日 平成31年4月11日
000028 4000171973 cafe Alivio 673-1341 加東市南山2-5-7 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 村井 知佳 北播(加健)第301-11 平成31年4月11日 令和7年5月31日 平成31年4月11日
000028 4000171974 cafe Alivio 673-1341 加東市南山2-5-7 菓子製造業 一般 村井 知佳 北播(加健)第301-12 平成31年4月11日 令和7年5月31日 平成31年4月11日
000028 4000171980 鉄板焼きパパ 673-1334 加東市吉井771-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 清尾 康男 北播(加健)第301-13 平成31年4月12日 令和7年5月31日 平成31年4月12日
000028 4000172000 信輪 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 安井 洋介 北播(加健)第301-14 平成31年4月15日 令和6年5月31日 平成31年4月15日
000028 4000172032 Peach　pit 673-0534 三木市緑が丘町本町1-137三木グリーンハイツ105号 794886800 飲食店営業(4)その他 一般 山田 真喜子 北播(加健)第303-7 平成31年4月15日 令和7年5月31日 平成31年4月15日
000028 4000172033 松永商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 松永 真哉 北播(加健)第303-15 平成31年4月18日 令和6年5月31日 平成31年4月18日
000028 4000172034 ｈｕｔ　　ｓｈｏｐｓ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 小屋 米雄 北播(加健)第301-16 平成31年4月16日 令和6年5月31日 平成31年4月16日
000028 4000172038 あみゅーず　どーる　どーる 677-0054 西脇市野村町1794-243 795235513 飲食店営業(4)その他 一般 足立 洋子 北播(加健)第302-2 平成31年4月16日 令和7年5月31日 平成31年4月16日
000028 4000172041 そらまめ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 岡本 富恵 北播(加健)第303-8 平成31年4月18日 令和6年5月31日 平成31年4月18日
000028 4000172046 たまりＢＡＲ 673-0404 三木市大村175-4 飲食店営業(4)その他 一般 隂山 大 北播(加健)第303-10 平成31年4月18日 令和7年5月31日 平成31年4月18日
000028 4000172052 ふみちゃんストアー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 藤本 文俊 北播(加健)第302-3 平成31年4月16日 令和6年5月31日 平成31年4月16日
000028 4000172087 アイスクリーム工房　ＢＯＳＳ＆ＭＯＭ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 西山 農 北播(加健)第303-11 平成31年4月22日 令和6年5月31日 平成31年4月22日



000028 4000172107 かき氷店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 高見 多恵子 北播(加健)第302-4 平成31年4月22日 令和6年5月31日 平成31年4月22日
000028 4000172110 讃岐うどん　すぎしん 675-1367 小野市敷地町1016-2 794647133 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 杉浦 学 北播(加健)第301-21 平成31年4月23日 令和7年5月31日 平成31年4月23日
000028 4000172121 神戸星城高等学校 北キャンパス 673-1244 三木市吉川町水上671-4 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山中 明子 北播(加健)第303-16 平成31年4月23日 令和7年5月31日 平成31年4月23日
000028 4000172150 関西ゴルフ倶楽部　レストラン 673-1114 三木市吉川町吉安877-1 794721000 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 リゾートトラストゴルフ事業株式会社 代表取締役社長 伊藤 勝康 460-0008 愛知県名古屋市中区栄二丁目6番1号 北播(加健)第303-12 平成31年4月23日 令和7年5月31日 平成31年4月23日
000028 4000172152 関西ゴルフ倶楽部　ＩＮ茶店 673-1114 三木市吉川町吉安877-1 794721000 飲食店営業(4)その他 一般 リゾートトラストゴルフ事業株式会社 代表取締役社長 伊藤 勝康 460-0008 愛知県名古屋市中区栄二丁目6番1号 北播(加健)第303-14 平成31年4月23日 令和7年5月31日 平成31年4月23日
000028 4000172153 関西ゴルフ倶楽部　ＯＵＴ茶店 673-1114 三木市吉川町吉安877-1 794721000 飲食店営業(4)その他 一般 リゾートトラストゴルフ事業株式会社 代表取締役社長 伊藤 勝康 460-0008 愛知県名古屋市中区栄二丁目6番1号 北播(加健)第303-15 平成31年4月23日 令和7年5月31日 平成31年4月23日
000028 4000172154 なめらかフェ 673-0431 三木市本町2-11-7 飲食店営業(4)その他 一般 渡部 弘二 北播(加健)第303-17 平成31年4月23日 令和7年5月31日 平成31年4月23日
000028 4000172155 なめらかフェ（アクティブ美輝） 673-0431 三木市本町2-11-7 飲食店営業(4)その他 露店 渡部 弘二 北播(加健)第303-18 平成31年4月23日 令和6年5月31日 平成31年4月23日
000028 4000172188 キッチン　七宝 673-0551 三木市志染町西自由が丘1-466 飲食店営業(4)その他 一般 三浦 修二 北播(加健)第303-19 平成31年4月26日 令和7年5月31日 平成31年4月26日
000028 4000172191 さわらびデイサービスセンター小野 675-1375 小野市西本町572 794620006 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 医療法人社団吉祥会 理事長 山崎 市雄 651-2413 兵庫県神戸市西区福吉台一丁目1617番33 789676822 北播(加健)第301-22 平成31年4月25日 令和7年5月31日 平成31年4月25日
000028 4000172210 株式会社アクティブフィールド 677-0114 多可郡多可町八千代区仕出原697-15 795371177 魚肉ねり製品製造業 一般 株式会社アクティブフィールド 代表取締役 真鍋 千織 677-0114 兵庫県多可郡多可町八千代区仕出原697番地15 795371177 北播(加健)第302-8 平成31年4月25日 令和7年5月31日 平成31年4月25日
000028 4000172229 前田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 前田 紀美江 北播(加健)第302-5 平成31年4月25日 令和6年5月31日 平成31年4月25日
000028 4000172230 前田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 前田 紀美江 北播(加健)第302-6 平成31年4月25日 令和6年5月31日 平成31年4月25日
000028 4000172231 前田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 前田 紀美江 北播(加健)第302-7 平成31年4月25日 令和6年5月31日 平成31年4月25日
000028 4000172240 ㈱ナリス化粧品兵庫工場社員食堂 673-0534 三木市緑が丘町本町2-5 794855266 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　入船 代表取締役 入江 建介 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町1033番地 794435500 北播(加健)第303-20 平成31年4月26日 令和7年5月31日 平成31年4月26日
000028 4000172244 ｈｕｔ　ｓｈｏｐｓ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 小屋 米雄 北播(加健)第301-25 令和1年5月7日 令和6年5月31日 令和1年5月7日
000028 4000172252 ローソン加東上久米店 673-1414 加東市上久米251-1 795441170 飲食店営業(4)その他 一般 山本 憲一郎 北播(加健)第301-26 令和1年5月8日 令和8年5月31日 令和1年5月8日
000028 4000172268 ふるさと 675-2103 加西市鶉野町46-156 790491288 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石川 由美子 北播(加健)第302-9 令和1年5月8日 令和7年5月31日 令和1年5月8日
000028 4000172270 シニアふれあいカフェ　ブルーシャトー 673-1431 加東市社1479-4 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人輝きクラブ 理事 近藤 章夫 675-1327 兵庫県小野市市場町255番地 北播(加健)第301-30 令和1年5月9日 令和7年5月31日 令和1年5月9日
000028 4000172298 藤本食品株式会社兵庫工場 675-1368 小野市住永町26 794620534 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 藤本食品株式会社 代表取締役 藤本 典子 649-6245 和歌山県岩出市中島928番地 734522346 北播(加健)第301-31 令和1年5月10日 令和7年5月31日 令和1年5月10日
000028 4000172312 ありがとうカフェ 673-1431 加東市社1220-3駒ビル１Ｆ 795278366 飲食店営業(4)その他 一般 松井 広志 北播(加健)第301-35 令和1年5月14日 令和7年5月31日 令和1年5月14日
000028 4000172313 アルマイダジャパン三木 673-0412 三木市岩宮134-1 794829222 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 アルマイダジャパン合同会社 代表社員 ロディムハマドハムド ウズザマンカン 651-0079 兵庫県神戸市中央区東雲通五丁目1番13号 782213444 北播(加健)第303-22 令和1年5月14日 令和7年5月31日 令和1年5月14日
000028 4000172315 よかわゴルフスクエアヴェルデ６Ｋ３７９８ 673-1114 三木市吉川町吉安877-414 794721890 飲食店営業(4)その他 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第303-24 令和1年5月13日 令和6年5月31日 令和1年5月13日
000028 4000172316 スペシャルオリンピックス三木 000-0000 三木市、小野市 飲食店営業(4)その他 露店 白石 佳代子 北播(加健)第303-23 令和1年5月14日 令和6年5月31日 令和1年5月14日
000028 4000172319 岡之山ゴルフアベニュー　6K3735 677-0039 西脇市上比延町243 795228858 飲食店営業(4)その他 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第302-10 令和1年5月13日 令和6年5月31日 令和1年5月13日
000028 4000172330 いないいないＢＡＲ 673-0534 三木市緑が丘町本町1-10 飲食店営業(4)その他 一般 松根 聖 北播(加健)第303-25 令和1年5月14日 令和7年5月31日 令和1年5月14日
000028 4000172357 イーティーズ加西店 675-2311 加西市北条町横尾420 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社イーティーズ 代表取締役 原田 航太 811-0112 福岡県糟屋郡新宮町下府二丁目12番24号 949431800 北播(加健)第302-12 令和1年5月16日 令和7年5月31日 令和1年5月16日
000028 4000172358 イーティーズ加西店 675-2311 加西市北条町横尾420 菓子製造業 一般 株式会社イーティーズ 代表取締役 原田 航太 811-0112 福岡県糟屋郡新宮町下府二丁目12番24号 949431800 北播(加健)第302-13 令和1年5月16日 令和7年5月31日 令和1年5月16日
000028 4000172359 大三ミート産業株式会社　加西店 675-2311 加西市北条町横尾420　ダイレックス内 食肉販売業 一般 大三ミート産業株式会社 代表取締役 大家 大 825-0001 福岡県田川市大字伊加利1824番地 947462111 北播(加健)第302-14 令和1年5月16日 令和7年5月31日 令和1年5月16日
000028 4000172372 一徹 675-2311 加西市北条町横尾420 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社河本 代表取締役 河本 幸治 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲841番地35 792461160 北播(加健)第302-15 令和1年5月16日 令和7年5月31日 令和1年5月16日
000028 4000172373 一徹 675-2311 加西市北条町横尾420 魚介類販売業 一般 株式会社河本 代表取締役 河本 幸治 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲841番地35 792461160 北播(加健)第302-16 令和1年5月16日 令和7年5月31日 令和1年5月16日
000028 4000172375 マルブンノイチ 677-0015 西脇市西脇149-9 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社テッタオデザインオフィス 代表取締役 丸山 大貴 158-0083 東京都世田谷区奥沢七丁目3番10号 北播(加健)第302-20 令和1年5月16日 令和6年5月31日 令和1年5月16日
000028 4000172401 ネイチャーパークかさがた　のこぎり工房 677-0101 多可郡多可町八千代区大屋378-1 795305110 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 市位 裕文 北播(加健)第302-21 令和1年5月17日 令和7年5月31日 令和1年5月17日
000028 4000172430 和び 673-0444 三木市別所町東這田5-2 飲食店営業(4)その他 一般 中河 幹人 北播(加健)第303-26 令和1年5月17日 令和7年5月31日 令和1年5月17日
000028 4000172474 中西商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 前田 真紀 北播(加健)第302-22 令和1年5月23日 令和6年5月31日 令和1年5月23日
000028 4000172475 中西商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 山田 恭介 北播(加健)第302-23 令和1年5月23日 令和6年5月31日 令和1年5月23日
000028 4000172476 中西商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山田 恭介 北播(加健)第302-24 令和1年5月23日 令和6年5月31日 令和1年5月23日
000028 4000172506 食品センター第１ 679-1124 多可郡多可町中区森本189-1 795322226 菓子製造業 一般 神戸ロジサービス株式会社 代表取締役 德岡 芳栄 650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通三丁目2番9-312号 783357610 北播(加健)第302-25 令和1年5月23日 令和7年5月31日 令和1年5月23日
000028 4000172507 食品センター第２ 679-1113 多可郡多可町中区中村町415-1 795322226 菓子製造業 一般 神戸ロジサービス株式会社 代表取締役 德岡 芳栄 650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通三丁目2番9-312号 783357610 北播(加健)第302-26 令和1年5月23日 令和7年5月31日 令和1年5月23日
000028 4000172508 酒華悠 677-0015 西脇市西脇939-8 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 朝井 悠紀 北播(加健)第302-27 令和1年5月23日 令和7年5月31日 令和1年5月23日
000028 4000172509 ハーブ工房みきヴェルデ 673-0445 三木市別所町西這田1-397-1 794604025 菓子製造業 一般 株式会社みきヴェルデ 代表取締役 村上 裕重 673-0445 兵庫県三木市別所町西這田一丁目397番１ 794604025 北播(加健)第303-29 令和1年5月27日 令和7年5月31日 令和1年5月27日
000028 4000172541 セブン00イレブン西脇西田町　店 677-0003 西脇市西田町甲189-9 795232199 飲食店営業(4)その他 一般 陳 欣 北播(加健)第302-28 令和1年5月28日 令和8年5月31日 令和1年5月28日
000028 4000172548 うさぎ 673-1301 加東市黒谷1179-711 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 龍穂株式会社 代表取締役 後藤 しのぶ 673-1301 兵庫県加東市黒谷1197-711 794605855 北播(加健)第301-36 令和1年5月27日 令和7年5月31日 令和1年5月27日
000028 4000172610 昇　Ｓｈｏｗ 673-0403 三木市末広1-13-21 794886001 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社横山海産 代表取締役 横山 裕美 673-0403 兵庫県三木市末広一丁目13番21号 794821805 北播(加健)第303-31 令和1年5月30日 令和7年5月31日 令和1年5月30日
000028 4000172614 ゆのやま 673-0443 三木市別所町巴21-1 794836888 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 東洋物産工業株式会社 代表取締役 東 孝次 673-0443 兵庫県三木市別所町巴21番1 794830008 北播(加健)第303-30 令和1年5月30日 令和7年5月31日 令和1年5月30日
000028 4000172648 マグロノムライ  鮪の村井 677-0054 西脇市野村町800-1（西脇市地方卸売市場内　北棟） 飲食店営業(4)その他 一般 ジャパン・パシフィックライン株式会社 代表取締役 村井 伸行 662-0872 兵庫県西宮市高座町1番14-302号 798751091 北播(加健)第302-33 令和1年5月31日 令和7年5月31日 令和1年5月31日
000028 4000172650 マグロノムライ  鮪の村井 677-0054 西脇市野村町800-1（西脇市地方卸売市場内　北棟） 魚介類販売業 一般 ジャパン・パシフィックライン株式会社 代表取締役 村井 伸行 662-0872 兵庫県西宮市高座町1番14-302号 798751091 北播(加健)第302-35 令和1年5月31日 令和7年5月31日 令和1年5月31日
000028 4000172694 山城商店 675-1366 小野市中島町72　小野市うるおい交流館エクラ 794638156 飲食店営業(4)その他 露店 田中 さおり 北播(加健)第301-41 令和1年6月4日 令和6年8月31日 令和1年6月4日
000028 4000172738 かまくら商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 鎌倉 正明 北播(加健)第302-36 令和1年6月7日 令和6年8月31日 令和1年6月7日
000028 4000172749 くろじ 677-0054 西脇市野村町351 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橋本 小百合 北播(加健)第302-38 令和1年6月7日 令和7年8月31日 令和1年6月7日
000028 4000172756 かまくら商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 鎌倉 みゆき 北播(加健)第302-39 令和1年6月7日 令和6年8月31日 令和1年6月7日
000028 4000172757 かまくら商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 鎌倉 たまき 北播(加健)第302-40 令和1年6月7日 令和6年8月31日 令和1年6月7日
000028 4000172787 patisserie Den Den 673-1431 加東市社167-7 795278857 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社エモーション 代表取締役 森上 健一 144-0034 東京都大田区西糀谷三丁目43番11号 369120103 北播(加健)第301-42 令和1年6月11日 令和7年8月31日 令和1年6月11日
000028 4000172788 patisserie Den Den 673-1431 加東市社167-7 795278857 菓子製造業 一般 株式会社エモーション 代表取締役 森上 健一 144-0034 東京都大田区西糀谷三丁目43番11号 369120103 北播(加健)第301-43 令和1年6月11日 令和7年8月31日 令和1年6月11日
000028 4000172809 寺尾商店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 寺尾 覚子 北播(加健)第302-41 令和1年6月11日 令和6年8月31日 令和1年6月11日
000028 4000172825 株式会社アクティブフィールド 677-0114 多可郡多可町八千代区仕出原697-15 795371177 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アクティブフィールド 代表取締役 真鍋 千織 677-0114 兵庫県多可郡多可町八千代区仕出原697番地15 795371177 北播(加健)第302-42 令和1年6月12日 令和7年8月31日 令和1年6月12日
000028 4000172826 株式会社アクティブフィールド 677-0114 多可郡多可町八千代区仕出原697-15 795371177 菓子製造業 一般 株式会社アクティブフィールド 代表取締役 真鍋 千織 677-0114 兵庫県多可郡多可町八千代区仕出原697番地15 795371177 北播(加健)第302-43 令和1年6月12日 令和7年8月31日 令和1年6月12日
000028 4000172827 株式会社アクティブフィールド 677-0114 多可郡多可町八千代区仕出原697-15 795371177 食用油脂製造業 一般 株式会社アクティブフィールド 代表取締役 真鍋 千織 677-0114 兵庫県多可郡多可町八千代区仕出原697番地15 795371177 北播(加健)第302-44 令和1年6月12日 令和7年8月31日 令和1年6月12日
000028 4000172836 はりまのちっちゃな台所 675-2312 加西市北条町北条1097-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社シャルム 代表取締役 深田 美香 675-2311 兵庫県加西市北条町横尾473番地の1 790421982 北播(加健)第302-45 令和1年6月12日 令和7年8月31日 令和1年6月12日
000028 4000172837 由輝鳥 675-2312 加西市北条町北条1097-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 常峰 晃輝 北播(加健)第302-46 令和1年6月12日 令和7年8月31日 令和1年6月12日
000028 4000172839 フレッシュバザール西脇野村店 677-0054 西脇市野村町1265 795240310 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15番地 773220001 北播(加健)第302-47 令和1年6月14日 令和7年8月31日 令和1年6月14日
000028 4000172850 コメダ珈琲店　三木平田店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 794827688 喫茶店営業 露店 興永産業株式会社 代表取締役 津田 光博 814-0101 福岡県福岡市城南区荒江一丁目28番18号 992521125 北播(加健)第303-32 令和1年6月14日 令和6年8月31日 令和1年6月14日
000028 4000172858 くくる 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 島 綾子 北播(加健)第301-44 令和1年6月14日 令和6年8月31日 令和1年6月14日
000028 4000172860 ローソン三木宿原店 673-0423 三木市宿原7-1 794830072 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 石丸 忠司 北播(加健)第303-33 令和1年6月18日 令和8年8月31日 令和1年6月18日
000028 4000172866 ㈱増富 675-1372 小野市本町33-10 794635529 食肉処理業 一般 株式会社　増富 代表取締役 増田 治郎 675-1372 兵庫県小野市本町33番地の10 794635529 北播(加健)第301-45 令和1年6月17日 令和8年8月31日 令和1年6月17日
000028 4000172882 下阪商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 下阪 良子 北播(加健)第301-46 令和1年6月17日 令和6年8月31日 令和1年6月17日
000028 4000172886 MATURARE（マトゥラーレ） 000-0000 三木市、小野市、加西市、加東市、西脇市及び多可町 飲食店営業(4)その他 露店 長谷川 寛行 北播(加健)第301-47 令和1年6月18日 令和6年8月31日 令和1年6月18日
000028 4000172915 天狗堂　No1 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 百武 翔太郎 北播(加健)第302-48 令和1年6月20日 令和6年8月31日 令和1年6月20日
000028 4000172918 まるかず商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 辰巳 楠津美 北播(加健)第301-48 令和1年6月20日 令和6年8月31日 令和1年6月20日
000028 4000172919 まるかず商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 小坂 薫 北播(加健)第301-49 令和1年6月20日 令和6年8月31日 令和1年6月20日
000028 4000172922 天狗堂　No2 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 永山 功 北播(加健)第301-50 令和1年6月20日 令和6年8月31日 令和1年6月20日
000028 4000172933 プチトマト 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 赤松 禎教 北播(加健)第301-54 令和1年6月20日 令和6年8月31日 令和1年6月20日
000028 4000172934 メダカ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 福永 仁美 北播(加健)第301-55 令和1年6月20日 令和6年8月31日 令和1年6月20日
000028 4000172935 モニカ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 友利 やす子 北播(加健)第301-56 令和1年6月20日 令和6年8月31日 令和1年6月20日
000028 4000172936 グローリー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 小出 伯香 北播(加健)第301-51 令和1年6月20日 令和6年8月31日 令和1年6月20日
000028 4000172941 Ryu1スタイル 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中村 隆一 北播(加健)第301-53 令和1年6月20日 令和6年8月31日 令和1年6月20日
000028 4000172942 細川商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 細川 勝翔 北播(加健)第301-52 令和1年6月20日 令和6年8月31日 令和1年6月20日
000028 4000173000 Ｐａｔｃｈ屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 池田 正利 北播(加健)第301-58 令和1年6月24日 令和6年8月31日 令和1年6月24日
000028 4000173018 フジエダ商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 藤枝 純 北播(加健)第301-59 令和1年6月21日 令和6年8月31日 令和1年6月21日
000028 4000173039 ボン・ドール 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 井上 貞二 北播(加健)第301-60 令和1年6月24日 令和6年8月31日 令和1年6月24日
000028 4000173040 ボン・ドール 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 自動車 井上 貞二 北播(加健)第301-61 令和1年6月24日 令和6年8月31日 令和1年6月24日
000028 4000173052 ローソン吉川鍛治屋店 673-1119 三木市吉川町鍛治屋63-1 794731928 飲食店営業(4)その他 一般 岸本 尚子 北播(加健)第303-37 令和1年6月27日 令和8年8月31日 令和1年6月27日
000028 4000173114 Ｎｕｍｂｅｒ．７ 673-0533 三木市緑が丘町東1-1-20サンロードファイブ１階 794857711 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 立石 光範 北播(加健)第303-41 令和1年6月28日 令和7年8月31日 令和1年6月28日
000028 4000173115 介護老人保健施設　サンスマイル三木 673-0501 三木市志染町吉田1213-1 794878720 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ネクストワンズソリューション 代表取締役 森田 素彰 673-0434 兵庫県三木市別所町小林681番地6 北播(加健)第303-42 令和1年6月28日 令和8年8月31日 令和1年6月28日
000028 4000173117 三木山陽病院職員食堂 673-0501 三木市志染町吉田1213-1 794853061 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ネクストワンズソリューション 代表取締役 森田 素彰 673-0434 兵庫県三木市別所町小林681番地6 北播(加健)第303-43 令和1年6月28日 令和7年8月31日 令和1年6月28日
000028 4000173118 三木山陽病院喫茶（みきの樹） 673-0501 三木市志染町吉田1213-1 794853061 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ネクストワンズソリューション 代表取締役 森田 素彰 673-0434 兵庫県三木市別所町小林681番地6 北播(加健)第303-44 令和1年6月28日 令和7年8月31日 令和1年6月28日
000028 4000173121 井本刃物株式会社社員食堂 673-0443 三木市別所町巴38(三木工場公園内） 794822311 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ネクストワンズソリューション 代表取締役 森田 素彰 673-0434 兵庫県三木市別所町小林681番地6 北播(加健)第303-47 令和1年6月28日 令和7年8月31日 令和1年6月28日
000028 4000173164 フレッシュバザール西脇野村店 677-0054 西脇市野村町1265 795240310 喫茶店営業 自動販売機 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15番地 773220001 北播(加健)第302-50 令和1年7月3日 令和6年8月31日 令和1年7月3日
000028 4000173195 東條商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 東條 美紀 北播(加健)第301-66 令和1年7月9日 令和6年8月31日 令和1年7月9日
000028 4000173196 森田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 森田 康宏 北播(加健)第301-65 令和1年7月9日 令和6年8月31日 令和1年7月9日
000028 4000173203 こはれ農園 679-0212 加東市下滝野4-130 菓子製造業 一般 村井 容子 北播(加健)第301-63 令和1年7月10日 令和7年8月31日 令和1年7月10日
000028 4000173204 こはれ農園 679-0212 加東市下滝野4-130 飲食店営業(4)その他 一般 村井 容子 北播(加健)第301-64 令和1年7月10日 令和7年8月31日 令和1年7月10日
000028 4000173207 令和軒　三木小野インター店 673-0404 三木市大村580-1 794830015 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社渡辺陸運 渡辺 一也 673-0433 兵庫県三木市福井三丁目1907番地1 794888969 北播(加健)第303-49 令和1年7月10日 令和7年8月31日 令和1年7月10日
000028 4000173237 ピザ・トマト　三木店 673-0503 三木市志染町窟屋657 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社リリーフ 代表取締役 大西 智文 675-1121 兵庫県加古郡稲美町北山748-2 北播(加健)第303-50 令和1年7月11日 令和7年8月31日 令和1年7月11日
000028 4000173238 ピザ・トマト　三木店 673-0503 三木市志染町窟屋657 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社リリーフ 代表取締役 大西 智文 675-1121 兵庫県加古郡稲美町北山748-2 北播(加健)第303-51 令和1年7月11日 令和7年8月31日 令和1年7月11日
000028 4000173278 ㈱東研サーモテック　小野工場 675-1318 小野市北丘町355-10 794622888 喫茶店営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第301-67 令和1年7月12日 令和6年8月31日 令和1年7月12日
000028 4000173282 株式会社藤原モーターサービス 673-1462 加東市藤田68 795420459 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社藤原モーターサービス 代表取締役 藤原 正典 673-1462 兵庫県加東市藤田68番地 795420459 北播(加健)第301-69 令和1年7月16日 令和6年8月31日 令和1年7月16日
000028 4000173297 うを市 677-0015 西脇市西脇279-1 795222450 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 青位 豊 北播(加健)第302-53 令和1年7月16日 令和7年8月31日 令和1年7月16日
000028 4000173351 ホットドッグ　ヒーローズ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 翁長 広樹 北播(加健)第303-55 令和1年7月22日 令和6年8月31日 令和1年7月22日
000028 4000173364 コープ志染　いこい～の志染 673-0551 三木市志染町西自由が丘1-166 794854561 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目3番19号 788561003 北播(加健)第303-54 令和1年7月19日 令和7年8月31日 令和1年7月19日
000028 4000173369 カラオケ・カフェ　マリ 673-0434 三木市別所町小林734-107 飲食店営業(4)その他 一般 内本 まり子 北播(加健)第303-53 令和1年7月19日 令和7年8月31日 令和1年7月19日
000028 4000173371 ＤＡＮＫ 675-2432 加西市満久町167-3 790339505 飲食店営業(4)その他 一般 堀口 知佳 北播(加健)第302-55 令和1年7月23日 令和7年8月31日 令和1年7月23日
000028 4000173382 一徹 673-1464 加東市上中3-140 795426323 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社河本 代表取締役 河本 幸治 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲841番地35 792461160 北播(加健)第301-72 令和1年7月24日 令和6年8月31日 令和1年7月24日
000028 4000173393 パン工房　みるく村808 675-1327 小野市市場町808 794630763 菓子製造業 一般 株式会社みるくはうす 代表取締役 前川 義之 675-1327 兵庫県小野市市場町808番地 794630763 北播(加健)第301-74 令和1年7月26日 令和7年8月31日 令和1年7月26日
000028 4000173403 イッツ・ア・ビューティフル・デイ・コーヒー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 德山 祐治 北播(加健)第301-71 令和1年7月25日 令和6年8月31日 令和1年7月25日
000028 4000173408 日本臓器製薬株式会社生物活性科学研究所 673-1461 加東市木梨川北山442-1 795425500 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ゼット株式会社 代表取締役 小西 龍作 102-0074 東京都千代田区九段南一丁目1番5号 352112178 北播(加健)第301-76 令和1年7月26日 令和7年8月31日 令和1年7月26日
000028 4000173409 日本臓器製薬株式会社小野緑園工場 675-1363 小野市古川町南山1093-1 794630441 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ゼット株式会社 代表取締役 小西 龍作 102-0074 東京都千代田区九段南一丁目1番5号 352112178 北播(加健)第301-77 令和1年7月26日 令和8年8月31日 令和1年7月26日
000028 4000173419 風雲児　日ノ本 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社ARIGATO　FACTORY 代表取締役 迫 幸昌 630-8236 奈良県奈良市下三条町2-1　Si-Ro三条2F 742226666 北播(加健)第301-80 令和1年7月26日 令和6年8月31日 令和1年7月26日
000028 4000173420 風雲児　日ノ本 000-0000 加東市 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社ARIGATO　FACTORY 代表取締役 迫 幸昌 630-8236 奈良県奈良市下三条町2-1　Si-Ro三条2F 742226666 北播(加健)第301-81 令和1年7月26日 令和6年8月31日 令和1年7月26日
000028 4000173471 ＣＡＳＡ　Salon de colores 673-0743 三木市口吉川町桾原123 794606935 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社山本創建 代表取締役 山本 和生 673-0743 兵庫県三木市口吉川町桾原121番地 794606935 北播(加健)第303-60 令和1年7月31日 令和7年8月31日 令和1年7月31日
000028 4000173500 トーホーストア志染駅前店 673-0551 三木市志染町西自由が丘1-324 794877111 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社トーホーストア 代表取締役 橋本 博文 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西五丁目9番 788452412 北播(加健)第303-59 令和1年7月25日 令和6年8月31日 令和1年7月25日
000028 4000173502 丸中製菓株式会社ドーナツファクトリー 679-0104 加西市常吉町東畑922-186 790219010 菓子製造業 一般 丸中製菓株式会社 代表取締役 中山 大輔 675-2105 兵庫県加西市下宮木町玉ノ坪555番地の1 790492924 北播(加健)第302-61 令和1年7月30日 令和8年8月31日 令和1年7月30日



000028 4000173512 和空間喫茶　夢郷 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 三嶋 隆憲 北播(加健)第303-62 令和1年7月30日 令和6年8月31日 令和1年7月30日
000028 4000173523 ＶＡＮＤＥＲＥＲ　ＣＯＦＦＥＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 小倉 啓太 北播(加健)第301-78 令和1年7月26日 令和6年8月31日 令和1年7月26日
000028 4000173575 播州ラーメン　ひすい 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 森下 学 北播(加健)第301-84 令和1年8月6日 令和6年8月31日 令和1年8月6日
000028 4000173596 岡田コーヒーストア 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 岡田 英敏 北播(加健)第303-63 令和1年8月7日 令和6年8月31日 令和1年8月7日
000028 4000173600 ストランドプラス 677-0016 西脇市高田井町140 795278570 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社タツミコーポレーション 代表取締役 李 煥辰 673-0016 兵庫県明石市松の内二丁目3番地の9 789212222 北播(加健)第302-62 令和1年8月7日 令和7年8月31日 令和1年8月7日
000028 4000173640 ＲＵ　ｃａｆｅ 673-0541 三木市志染町広野1-38 794858338 菓子製造業 一般 北川 新平 北播(加健)第303-68 令和1年8月15日 令和7年8月31日 令和1年8月15日
000028 4000173643 和輪笑 673-1108 三木市吉川町古市153 菓子製造業 一般 戸田 昌樹 北播(加健)第303-64 令和1年8月9日 令和7年8月31日 令和1年8月9日
000028 4000173645 特定非営利活動法人つばめのお家 673-0503 三木市志染町窟屋615-2 794871111 飲食店営業(4)その他 一般 特定非営利活動法人つばめのお家 理事 猶原 恵理 673-0503 兵庫県三木市志染町窟屋612番地の1 794871111 北播(加健)第303-66 令和1年8月9日 令和7年8月31日 令和1年8月9日
000028 4000173651 カラオケ喫茶　シャンテ 673-0532 三木市緑が丘町中1-8-20 飲食店営業(4)その他 一般 増田 則子 北播(加健)第303-69 令和1年8月14日 令和7年8月31日 令和1年8月14日
000028 4000173698 和輪笑 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 戸田 昌樹 北播(加健)第303-65 令和1年8月9日 令和6年8月31日 令和1年8月9日
000028 4000173771 スナック　くりちゃん 673-1114 三木市吉川町吉安220-1 794721117 飲食店営業(4)その他 一般 佐藤 さだみ 北播(加健)第303-70 令和1年8月22日 令和7年8月31日 令和1年8月22日
000028 4000173796 カラオケ喫茶ＲＡＲＡ 675-2324 加西市北条町東南101-14　パル一番街 飲食店営業(4)その他 一般 能瀬 学 北播(加健)第302-63 令和1年8月26日 令和7年8月31日 令和1年8月26日
000028 4000173800 株式会社利休 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社利休 代表取締役 亀井 利二 989-2436 宮城県岩沼市吹上二丁目2番36-1号 223293440 北播(加健)第301-92 令和1年8月29日 令和6年8月31日 令和1年8月29日
000028 4000173801 ルウ・ジャパン株式会社 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 ルウ・ジャパン株式会社 代表取締役 鈴木 弘志 136-0082 東京都江東区新木場三丁目8番10号 335218141 北播(加健)第301-93 令和1年8月29日 令和6年8月31日 令和1年8月29日
000028 4000173820 konoha. 679-0313 西脇市黒田庄町岡1008-1 795388261 菓子製造業 一般 村上 祐加 北播(加健)第302-64 令和1年8月29日 令和7年8月31日 令和1年8月29日
000028 4000173825 ローソン小野浄谷町店 675-1317 小野市浄谷町3177-4 794648865 飲食店営業(4)その他 一般 岸本 恭平 北播(加健)第301-94 令和1年8月29日 令和7年8月31日 令和1年8月29日
000028 4000173872 株式会社　邦栄堂 675-2213 加西市西笠原町766 790482135 喫茶店営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第302-65 令和1年9月3日 令和6年11月30日 令和1年9月3日
000028 4000173875 サンパティオおの 675-1317 小野市浄谷町1545-321 794640831 菓子製造業 一般 兵庫みらい農業協同組合 代表理事組合長 小紫 康正 679-0107 兵庫県加西市玉野町1156番地の1 790471255 北播(加健)第301-98 令和1年9月3日 令和7年11月30日 令和1年9月3日
000028 4000173876 マゴワヤサシイキッチン　ここから　北播磨店 673-1415 加東市下久米1227-18 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 一般社団法人産前産後ケア研究所 代表長理 中野 典子 675-1334 兵庫県小野市大島町1658番地の1サン・フィオーレ大島1棟201 北播(加健)第301-99 令和1年9月3日 令和8年11月30日 令和1年9月3日
000028 4000173885 ぼっかけ焼きそば 000-0000 三木市 飲食店営業(4)その他 露店 望月 英治 北播(加健)第301-100 令和1年9月5日 令和6年11月30日 令和1年9月5日
000028 4000173904 日本一たい焼　兵庫西脇寺内店 677-0022 西脇市寺内183 795278805 菓子製造業 一般 株式会社山本フィールド５１ 代表取締役 山本 隆司 620-0917 京都府福知山市字野花小字三取719番地2 773330037 北播(加健)第302-67 令和1年9月6日 令和7年11月30日 令和1年9月6日
000028 4000173917 富味 679-0211 加東市上滝野2066平森ビル103 795481112 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 富永 篤史 北播(加健)第301-101 令和1年9月6日 令和7年11月30日 令和1年9月6日
000028 4000173925 おうち　cafe 677-0054 西脇市野村町733-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 尾立 美加 北播(加健)第302-68 令和1年9月6日 令和7年11月30日 令和1年9月6日
000028 4000173947 いないいないＢＡＲ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 松根 聖 北播(加健)第303-74 令和1年9月12日 令和6年11月30日 令和1年9月12日
000028 4000173980 花こよみ 675-2103 加西市鶉野町1168-58 790492535 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 来住 安純 北播(加健)第302-69 令和1年9月11日 令和7年11月30日 令和1年9月11日
000028 4000173990 言の葉 679-0211 加東市上滝野794 飲食店営業(4)その他 一般 松岡 千恵美 北播(加健)第301-102 令和1年9月12日 令和7年11月30日 令和1年9月12日
000028 4000173998 関西プランニングフーズ株式会社 675-2336 加西市坂元町48-1 790437677 添加物製造業 一般 関西プランニングフーズ株式会社 代表取締役 中尾 力 675-2336 兵庫県加西市坂元町48番地の1 790437677 北播(加健)第302-73 令和1年9月12日 令和7年11月30日 令和1年9月12日
000028 4000174007 ダイナック 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社ダイナック 代表取締役 田中 政明 135-0091 東京都港区台場二丁目3番3号 5017464264 北播(加健)第301-104 令和1年9月11日 令和6年11月30日 令和1年9月11日
000028 4000174019 黒っ娘おばんざい 679-0303 西脇市黒田庄町前坂2140 795283201 そうざい製造業 一般 藤原 扶美代 北播(加健)第302-74 令和1年9月17日 令和7年11月30日 令和1年9月17日
000028 4000174053 ＴＩＧＺＩＲＴ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 AZZOUZ MOURAD 北播(加健)第301-106 令和1年9月20日 令和6年11月30日 令和1年9月20日
000028 4000174068 焼鳥酒家　祐 679-0211 加東市上滝野186-9 795481189 飲食店営業(4)その他 一般 多賀 祐也 北播(加健)第301-107 令和1年9月20日 令和7年11月30日 令和1年9月20日
000028 4000174094 みきフーズ株式会社 673-0435 三木市別所町高木592-2 清涼飲料水製造業 一般 みきフーズ株式会社 代表取締役 小山 幸夫 658-0046 兵庫県三木市別所町巴37番地 794866002 北播(加健)第303-78 令和1年9月20日 令和7年11月30日 令和1年9月20日
000028 4000174095 みきフーズ株式会社 673-0435 三木市別所町高木592-2 かん詰又はびん詰食品製造業 一般 みきフーズ株式会社 代表取締役 小山 幸夫 658-0046 兵庫県三木市別所町巴37番地 794866002 北播(加健)第303-79 令和1年9月20日 令和7年11月30日 令和1年9月20日
000028 4000174096 ファイヤーピット 673-0703 三木市細川町垂穂894-60 794835211 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社ネスタリゾート神戸 代表取締役 大川 二郞 673-0703 兵庫県三木市細川町垂穂894番地の60号 794835000 北播(加健)第303-77 令和1年9月20日 令和6年11月30日 令和1年9月20日
000028 4000174108 夢の鳥から 673-1431 加東市社1126-1 飲食店営業(4)その他 一般 ALLX株式会社 代表取締役 藤中 亮太 675-2342 兵庫県加西市西長町927番地の1 790461044 北播(加健)第301-108 令和1年9月25日 令和7年11月30日 令和1年9月25日
000028 4000174167 串万 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 髙橋 健太 北播(加健)第302-76 令和1年9月27日 令和6年11月30日 令和1年9月27日
000028 4000174174 Ｓ　Ｌｏｖｅ 675-1371 小野市黒川町80-18 飲食店営業(4)その他 一般 西谷ラブリア ベリーノ 北播(加健)第301-110 令和1年9月30日 令和7年11月30日 令和1年9月30日
000028 4000174177 お好み焼　鉄板焼　げんじろう 675-1367 小野市敷地町1467 794636501 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＧＥＮダイニング 代表取締役 渡川 英樹 651-1351 兵庫県神戸市北区八多町中870 789501414 北播(加健)第301-111 令和1年9月30日 令和7年11月30日 令和1年9月30日
000028 4000174180 介護老人保健施設　加西白寿苑 675-2321 加西市北条町東高室字四ツ池1231-1 790439800 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小野マルタマフーズ株式会社 代表取締役 畑 昭身 675-1367 兵庫県小野市敷地町1412番地の1 794631110 北播(加健)第302-77 令和1年9月30日 令和7年11月30日 令和1年9月30日
000028 4000174200 ○○のじかん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 河合 真智子 北播(加健)第302-78 令和1年9月30日 令和6年11月30日 令和1年9月30日
000028 4000174216 The North shore 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 山本 大輔 北播(加健)第301-112 令和1年10月4日 令和6年11月30日 令和1年10月4日
000028 4000174273 社会福祉法人楽久園会 677-0113 多可郡多可町八千代区俵田111-27 795370174 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 社会福祉法人　楽久園会 理事長 上野 仁久 677-0113 兵庫県多可郡多可町八千代区俵田111番地27 795370174 北播(加健)第302-82 令和1年10月4日 令和7年11月30日 令和1年10月4日
000028 4000174284 （株）ライフデザインホーム 675-1371 小野市黒川町125-1 794707882 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ライフデザインホーム 代表取締役 根郷 陽一 675-1371 兵庫県小野市黒川町125番地1 794707882 北播(加健)第301-113 令和1年10月9日 令和7年11月30日 令和1年10月9日
000028 4000174299 服部フードトラスト  （ﾗｲｵﾝ･ｽﾍﾟｼｬﾘﾃｨ･ｹﾐｶﾙｽﾞ㈱社員食堂） 675-1301 小野市小田町1516-1 794672018 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 赤松 円 北播(加健)第301-114 令和1年10月9日 令和8年11月30日 令和1年10月9日
000028 4000174340 パン工房　conana. 679-1211 多可郡多可町加美区寺内140-3 795351206 菓子製造業 一般 吉川 由奈 北播(加健)第302-86 令和1年10月11日 令和7年11月30日 令和1年10月11日
000028 4000174357 麺屋　秀 675-2321 加西市北条町東高室895-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 立岩 敏秀 北播(加健)第302-88 令和1年10月11日 令和7年11月30日 令和1年10月11日
000028 4000174369 スタジオ・パッション 675-1354 小野市河合西町796-1 794650100 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前川 大輔 北播(加健)第301-115 令和1年10月15日 令和7年11月30日 令和1年10月15日
000028 4000174387 ひまわり会 000-0000 西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市及び多可町 飲食店営業(4)その他 露店 特定非営利活動法人ひまわり会 理事長 岩本 眞千子 675-1335 兵庫県小野市片山町1075番地の4 794708989 北播(加健)第301-116 令和1年10月18日 令和6年11月30日 令和1年10月18日
000028 4000174426 バンケット 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 合同会社バンケット 代表社員 千本 正勝 673-1463 兵庫県加東市梶原321番地3 北播(加健)第301-118 令和1年10月23日 令和6年11月30日 令和1年10月23日
000028 4000174433 葵庵 673-0404 三木市大村188-1　広夢プラザ１F　1E-2号 794698030 飲食店営業(4)その他 一般 石川 まどか 北播(加健)第303-83 令和1年10月25日 令和7年11月30日 令和1年10月25日
000028 4000174434 葵庵 673-0404 三木市大村188-1　広夢プラザ１F　1E-2号 794698030 菓子製造業 一般 石川 まどか 北播(加健)第303-84 令和1年10月25日 令和7年11月30日 令和1年10月25日
000028 4000174436 酔や栄 673-0532 三木市緑が丘町中1-6-22 飲食店営業(4)その他 一般 桑野 未生 北播(加健)第303-85 令和1年10月24日 令和7年11月30日 令和1年10月24日
000028 4000174440 ネスタ宴チキン 673-0703 三木市細川町垂穂894-60 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社ネスタリゾート神戸 代表取締役 大川 二郞 673-0703 兵庫県三木市細川町垂穂894番地の60号 794835000 北播(加健)第303-86 令和1年10月23日 令和6年11月30日 令和1年10月23日
000028 4000174470 株式会社北本ファーム 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社北本ファーム 代表取締役 北本 奇世司 675-2346 兵庫県加西市東剣坂町816番地の2 790460023 北播(加健)第302-89 令和1年10月24日 令和6年11月30日 令和1年10月24日
000028 4000174541 ＰＵＢ　ＲＯＬＬＹ 679-0211 加東市上滝野186-10 795489069 飲食店営業(4)その他 一般 上田 遥 北播(加健)第301-120 令和1年10月30日 令和7年11月30日 令和1年10月30日
000028 4000174562 株式会社藤原 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社藤原 藤原 克弘 675-1311 兵庫県小野市万勝寺町字南山268番258 794645588 北播(加健)第301-119 令和1年10月30日 令和6年11月30日 令和1年10月30日
000028 4000174587 石庭 675-1355 小野市新部町1123 794665297 そうざい製造業 一般 岩本 政子 北播(加健)第301-121 令和1年10月31日 令和7年11月30日 令和1年10月31日
000028 4000174588 メナージュ 673-1414 加東市上久米1714-2 795441128 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大西 克久 北播(加健)第301-122 令和1年10月31日 令和7年11月30日 令和1年10月31日
000028 4000174614 山川商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 上田 元生 北播(加健)第301-124 令和1年11月5日 令和6年11月30日 令和1年11月5日
000028 4000174640 ワークらんど加西 675-2311 加西市北条町横尾字大坪1237 790431600 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人あい・きゅーびっく 理事長 槙山 良夫 650-0033 兵庫県神戸市中央区江戸町95番地 783931221 北播(加健)第302-90 令和1年11月6日 令和7年11月30日 令和1年11月6日
000028 4000174655 割烹みさわ 677-0012 西脇市富吉南町112 795233496 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小山 亮 北播(加健)第302-92 令和1年11月6日 令和7年11月30日 令和1年11月6日
000028 4000174730 焼肉商店　あきんど 675-1371 小野市黒川町80-30 794622989 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社ネクスト 代表社員 中村 弘司 675-1371 兵庫県小野市黒川町80-30 北播(加健)第301-127 令和1年11月13日 令和7年11月30日 令和1年11月13日
000028 4000174759 ぶりっじ 675-2311 加西市北条町横尾1-13 790422200 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ＡＮＨ株式会社 代表取締役 青山 夏登 651-0077 兵庫県神戸市中央区日暮通五丁目5番6号 782312777 北播(加健)第302-95 令和1年11月14日 令和8年11月30日 令和1年11月14日
000028 4000174774 伊坂商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 伊庭 秀宣 北播(加健)第301-128 令和1年11月18日 令和6年11月30日 令和1年11月18日
000028 4000174775 小野向日葵ホテル 675-1322 小野市匠台7番地 794638000 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社小野向日葵ホテル 代表取締役 江藤 康二 675-1322 兵庫県小野市匠台7 794638000 北播(加健)第301-129 令和1年11月18日 令和7年11月30日 令和1年11月18日
000028 4000174808 葵庵 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 石川 まどか 北播(加健)第301-131 令和1年11月21日 令和6年11月30日 令和1年11月21日
000028 4000174848 レ・ボ・プロヴァンス 677-0044 西脇市上野109-5 菓子製造業 一般 株式会社パ・ドゥ・ドゥ 代表取締役 曽我 豊 677-0044 兵庫県西脇市上野109番地の1 795252424 北播(加健)第302-98 令和1年11月21日 令和7年11月30日 令和1年11月21日
000028 4000174872 ヴィヴィ商会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 谷田 啓太 北播(加健)第302-99 令和1年11月22日 令和6年11月30日 令和1年11月22日
000028 4000174931 ローソン黒田庄町田高店 679-0321 西脇市黒田庄町田高字高瀬391 795282404 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 荒瀬 雅之 北播(加健)第302-100 令和1年11月28日 令和7年11月30日 令和1年11月28日
000028 4000174988 カラオケ喫茶＆スナック　エスポワール 673-0433 三木市福井1-4-41-111 飲食店営業(4)その他 一般 真喜志 二美代 北播(加健)第303-90 令和1年11月29日 令和7年11月30日 令和1年11月29日
000028 4000174993 和の遊び　ひふみ 675-2413 加西市青野町323-1 790205649 そうざい製造業 一般 西村 愛 北播(加健)第302-108 令和1年11月29日 令和7年11月30日 令和1年11月29日
000028 4000174994 和の遊び　ひふみ 675-2413 加西市青野町323-1 790205649 菓子製造業 一般 西村 愛 北播(加健)第302-109 令和1年11月29日 令和7年11月30日 令和1年11月29日
000028 4000174999 ファミリーマート滝野社インター店 679-0205 加東市北野364 795459077 飲食店営業(4)その他 一般 中村 光徳 北播(加健)第301-132 令和1年11月29日 令和7年11月30日 令和1年11月29日
000028 4000175110 彩菓工房　もちの実 675-1367 小野市敷地町1500-74 菓子製造業 一般 神榮 聡 北播(加健)第301-135 令和1年12月10日 令和8年2月28日 令和1年12月10日
000028 4000175125 やきとり一休 673-1431 加東市社77-11 795428708 飲食店営業(4)その他 一般 國戸 敏也 北播(加健)第301-136 令和1年12月11日 令和8年2月28日 令和1年12月11日
000028 4000175158 兵庫県立小野福祉工場  小野　現場（ＣＣＷ受託） 675-1355 小野市新部町1丁通1320 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 664455518 北播(加健)第301-148 令和1年12月18日 令和7年2月28日 令和1年12月18日
000028 4000175159 三和コンベア㈱  小野　工場事務所横　(CCW受託) 675-1352 小野市復井町955 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 664455518 北播(加健)第301-147 令和1年12月18日 令和7年2月28日 令和1年12月18日
000028 4000175160 小野タクシー㈱小野　事務所前（CCW受託） 675-1372 小野市本町5-1 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 664455518 北播(加健)第301-146 令和1年12月18日 令和7年2月28日 令和1年12月18日
000028 4000175161 稲坂油圧機器㈱　本社　軒下 679-0222 加東市高岡880 795484366 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 664455518 北播(加健)第301-145 令和1年12月18日 令和7年2月28日 令和1年12月18日
000028 4000175176 さくさく天ぷら　さくら 673-0404 三木市大村字砂163　イオン三木店１Ｆ 794707608 飲食店営業(4)その他 一般 松原 敏行 北播(加健)第303-93 令和1年12月17日 令和8年2月28日 令和1年12月17日
000028 4000175177 スナック山治 675-1371 小野市黒川町67 794632377 飲食店営業(4)その他 一般 山路 和子 北播(加健)第301-149 令和1年12月16日 令和8年2月28日 令和1年12月16日
000028 4000175193 Ｕ．Ｒ．Ｍ 675-2453 加西市上道山町884-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福井 彩乃 北播(加健)第302-111 令和1年12月17日 令和8年2月28日 令和1年12月17日
000028 4000175211 ㈱カコテクノス　小野工場　工場前 675-1318 小野市北丘町355-16 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第301-151 令和1年12月20日 令和7年2月28日 令和1年12月20日
000028 4000175218 ㈱カコテクノス　小野工場 Ｒ棟横 675-1318 小野市北丘町355-16 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 北播(加健)第301-152 令和1年12月20日 令和7年2月28日 令和1年12月20日
000028 4000175298 獅子銀　白雲谷温泉　ゆぴか店 675-1345 小野市黍田町1000-1 794888888 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社獅子銀 代表取締役 溝畑 敏樹 669-1339 兵庫県三田市テクノパーク18番13号 795607575 北播(加健)第301-153 令和1年12月20日 令和8年2月28日 令和1年12月20日
000028 4000175302 ピーターパン兵庫教育大学店 673-1415 加東市下久米942-1 795224834 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ピーターパン 代表取締役 西脇 正典 677-0015 兵庫県西脇市西脇569番地の1 795224834 北播(加健)第301-156 令和1年12月20日 令和8年2月28日 令和1年12月20日
000028 4000175307 小澤染工㈱　本社　軒下 677-0043 西脇市下戸田158 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 北播(加健)第302-116 令和1年12月20日 令和7年2月28日 令和1年12月20日
000028 4000175344 新生精機㈱本社　階段下 6752444 加西市鴨谷町687 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 北播(加健)第302-120 令和1年12月20日 令和7年2月28日 令和1年12月20日
000028 4000175374 四季 675-1327 小野市市場町591-1 794626585 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 永井 和男 北播(加健)第301-157 令和1年12月23日 令和8年2月28日 令和1年12月23日
000028 4000175446 ナガサワ道の駅三木店  店頭右（CCW受託） 673-0433 三木市福井2426 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 北播(加健)第303-94 令和1年12月23日 令和7年2月28日 令和1年12月23日
000028 4000175449 極東開発工業（株）  三木工場　食堂 673-0443 三木市別所町巴2 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 北播(加健)第303-97 令和1年12月23日 令和7年2月28日 令和1年12月23日
000028 4000175450 西日本高速道路サービス・ホールディングス(株)  山陽自動車道三木SA下り　外自販機コーナー 673-0402 三木市加佐字湯谷1142 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 北播(加健)第303-98 令和1年12月23日 令和7年2月28日 令和1年12月23日
000028 4000175527 日月迎客スナック 675-1371 小野市黒川町67-4 飲食店営業(4)その他 一般 山本 春燕 北播(加健)第301-158 令和1年12月27日 令和8年2月28日 令和1年12月27日
000028 4000175537 王　焼き肉まん 677-0044 西脇市上野296-2 飲食店営業(4)その他 一般 王 可金 北播(加健)第302-123 令和1年12月27日 令和8年2月28日 令和1年12月27日
000028 4000175557 ハンカチ 679-0322 西脇市黒田庄町石原1086-1 795283050 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 村上 美津惠 北播(加健)第302-124 令和2年1月8日 令和8年2月28日 令和2年1月8日
000028 4000175575 Kaguya　Cafe 675-2234 加西市大村町54 790482520 飲食店営業(4)その他 一般 エボルオ株式会社 代表取締役 穴田 彰一 675-0116 兵庫県加古川市平岡町一色東二丁目487番地の4 794975518 北播(加健)第302-125 令和2年1月9日 令和8年2月28日 令和2年1月9日
000028 4000175591 セブンイレブン社梶原店 673-1463 加東市梶原412-1 795427601 飲食店営業(4)その他 一般 松本 章則 北播(加健)第301-159 令和2年1月14日 令和8年2月28日 令和2年1月14日
000028 4000175592 セブンイレブン社梶原店 673-1463 加東市梶原412-1 795427601 菓子製造業 一般 松本 章則 北播(加健)第301-160 令和2年1月14日 令和8年2月28日 令和2年1月14日
000028 4000175621 ＫＩＴＣＨＥＮ　ｇｒｅｅｄ 673-0444 三木市別所町東這田5-2 飲食店営業(4)その他 一般 藤本 顕 北播(加健)第303-105 令和2年1月20日 令和8年2月28日 令和2年1月20日
000028 4000175628 ボーカルハウス　喫茶ドリーム 679-0103 加西市別府町628-1 790471490 喫茶店営業 一般 高見 欣助 北播(加健)第302-126 令和2年1月21日 令和8年2月28日 令和2年1月21日
000028 4000175637 Ｊ．ＰＬ株式会社　兵庫加工場 677-0054 西脇市野村町800-1 魚介類販売業 一般 Ｊ．ＰＬ株式会社 代表取締役 田原 一成 679-0211 兵庫県加東市上滝野234番地西昌ビル1Ｆ 795203684 北播(加健)第302-127 令和2年1月21日 令和8年2月28日 令和2年1月21日
000028 4000175641 めるへん 677-0044 西脇市上野348-1 795231793 飲食店営業(4)その他 一般 前田 つや子 北播(加健)第302-129 令和2年1月22日 令和8年2月28日 令和2年1月22日
000028 4000175646 観月庵 673-1116 三木市吉川町大畑558　高澤寺内 794730169 飲食店営業(4)その他 一般 北代 幸一 北播(加健)第303-106 令和2年1月21日 令和8年2月28日 令和2年1月21日
000028 4000175647 セブン－イレブン吉川町渡瀬橋店 673-1108 三木市吉川町古市48 794732018 飲食店営業(4)その他 一般 山本 哲也 北播(加健)第303-107 令和2年1月21日 令和8年2月28日 令和2年1月21日
000028 4000175662 台湾料理　豊源 679-0321 西脇市黒田庄町田高313-17 795285787 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 翔輝株式会社 代表取締役 山岸 雅男 501-1132 岐阜県岐阜市折立887番地 582395678 北播(加健)第302-131 令和2年1月23日 令和8年2月28日 令和2年1月23日
000028 4000175663 龍玄庵 679-1338 多可郡多可町加美区観音寺169 795208582 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 浦野 芳美 北播(加健)第302-132 令和2年1月23日 令和8年2月28日 令和2年1月23日
000028 4000175664 龍玄庵 679-1338 多可郡多可町加美区観音寺169 795208582 めん類製造業 一般 浦野 芳美 北播(加健)第302-133 令和2年1月23日 令和8年2月28日 令和2年1月23日
000028 4000175720 隠れ処　すぎや 677-0001 西脇市大木町148 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 Agri　Kitchen株式会社 代表取締役 杉岡 涼平 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通2-12-21　生田ソシアルビル1F 789588188 北播(加健)第302-134 令和2年1月29日 令和8年2月28日 令和2年1月29日
000028 4000175725 ちかちゃんぱん。 675-2221 加西市倉谷町310 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小田 真子 北播(加健)第302-135 令和2年1月29日 令和8年2月28日 令和2年1月29日
000028 4000175754 十八羅かん　別館 673-1411 加東市畑字荷籠谷640-54 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社　日輪 代表取締役 福井 良和 616-0016 京都府京都市西京区嵐山上海道町65番地20 758821004 北播(加健)第301-165 令和2年2月4日 令和8年2月28日 令和2年2月4日
000028 4000175787 颯牛苑 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中津 允 北播(加健)第301-166 令和2年1月31日 令和7年2月28日 令和2年1月31日
000028 4000175798 桜丘サテライトキッチン 679-0321 西脇市黒田庄町田高316 795282212 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社 新緑 代表取締役 大山 康子 658-0003 兵庫県神戸市東灘区本山北町六丁目11番3号 795283240 北播(加健)第302-140 令和2年2月3日 令和9年2月28日 令和2年2月3日



000028 4000175819 カフェ　クルドット 679-0321 西脇市黒田庄町田高316 795285181 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社 新緑 代表取締役 大山 康子 658-0003 兵庫県神戸市東灘区本山北町六丁目11番3号 795283240 北播(加健)第302-139 令和2年2月4日 令和9年2月28日 令和2年2月4日
000028 4000175835 喫茶＆お食事　さくら 673-0433 三木市福井1934三木市役所内 794838530 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前野 宣昭 北播(加健)第303-113 令和2年2月4日 令和8年2月28日 令和2年2月4日
000028 4000175843 藤久 677-0014 西脇市郷瀬町12-1 795237879 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 静代 北播(加健)第302-142 令和2年2月6日 令和7年2月28日 令和2年2月6日
000028 4000175844 ななつぼし 675-2311 加西市北条町横尾171-1 790437244 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人　ゆたか会 理事長 蓬莱 和裕 675-2202 兵庫県加西市野条町字上南谷86番93 790482521 北播(加健)第302-141 令和2年2月6日 令和8年2月28日 令和2年2月6日
000028 4000175859 ｚａｋｋａ７６５ 673-0756 三木市口吉川町南畑765-6 飲食店営業(4)その他 一般 井上 千代美 北播(加健)第303-114 令和2年2月7日 令和8年2月28日 令和2年2月7日
000028 4000175860 Ｂｅ　ｓｍｉｌｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 家木 仁美 北播(加健)第303-115 令和2年2月7日 令和7年2月28日 令和2年2月7日
000028 4000175865 JA兵庫みらい　かさい愛菜館 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 790478700 飲食店営業(4)その他 露店 兵庫みらい農業協同組合 代表理事組合長 小紫 康正 679-0107 兵庫県加西市玉野町1156番地の1 790471255 北播(加健)第302-143 令和2年2月7日 令和7年2月28日 令和2年2月7日
000028 4000175868 ＭＫコーポレーション 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 原 裕太郎 北播(加健)第301-168 令和2年2月10日 令和7年2月28日 令和2年2月10日
000028 4000175871 CAFE　YUKI 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 後藤 幸子 北播(加健)第301-170 令和2年2月12日 令和7年2月28日 令和2年2月12日
000028 4000175891 Carpenter's　Kitchen 679-0313 西脇市黒田庄町岡397 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社匠工房 代表取締役 藤原 由樹 679-0313 兵庫県西脇市黒田庄町岡397番地 795206408 北播(加健)第302-144 令和2年2月12日 令和8年2月28日 令和2年2月12日
000028 4000175955 ＹＵＺＵＲＩＨＡ 673-0532 三木市緑が丘町中1-15-22 飲食店営業(4)その他 一般 浜口 久美子 北播(加健)第303-117 令和2年2月18日 令和8年2月28日 令和2年2月18日
000028 4000175957 フットパス 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 田中 康平 北播(加健)第302-145 令和2年2月18日 令和7年2月28日 令和2年2月18日
000028 4000175968 Ｂｅ　ｓｍｉｌｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 家木 仁美 北播(加健)第303-118 令和2年2月18日 令和7年2月28日 令和2年2月18日
000028 4000175998 ローソン小野池尻町店 675-1326 小野市池尻町743 794620188 飲食店営業(4)その他 一般 大久保 崇史 北播(加健)第301-171 令和2年2月20日 令和9年2月28日 令和2年2月20日
000028 4000176003 おうち　cafe 677-0054 西脇市野村町733-1 菓子製造業 一般 尾立 美加 北播(加健)第302-146 令和2年2月19日 令和8年2月28日 令和2年2月19日
000028 4000176038 トミヨリフーズ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 冨依 栄作 北播(加健)第303-119 令和2年2月20日 令和7年2月28日 令和2年2月20日
000028 4000176039 ヒロタフーズ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 廣田 晴彦 北播(加健)第303-120 令和2年2月20日 令和7年2月28日 令和2年2月20日
000028 4000176084 大西商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 大西 理奈 北播(加健)第301-175 令和2年2月25日 令和7年2月28日 令和2年2月25日
000028 4000176085 四季酒造株式会社 677-0114 多可郡多可町八千代区仕出原697-15-2 795370344 酒類製造業 一般 四季酒造株式会社 代表取締役 村井 和人 677-0114 兵庫県多可郡多可町八千代区仕出原板ヶ谷696-11 795370344 北播(加健)第302-136 令和2年2月21日 令和8年2月28日 令和2年2月21日
000028 4000176104 なごみの里山都 677-0132 多可郡多可町八千代区大和1520-1 795380753 菓子製造業 一般 長谷川 英明 北播(加健)第302-148 令和2年2月21日 令和8年2月28日 令和2年2月21日
000028 4000176106 なごみの里山都 677-0132 多可郡多可町八千代区大和1520-1 795380753 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長谷川 英明 北播(加健)第302-149 令和2年2月21日 令和8年2月28日 令和2年2月21日
000028 4000176111 うまみ堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 稲冨 裕二 北播(加健)第301-177 令和2年2月26日 令和7年2月28日 令和2年2月26日
000028 4000176113 ヨシケイこうべ小野支店 675-1328 小野市二葉町970-38 794647260 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社ヨシケイライブリー 代表取締役 長谷川 睦 636-0245 奈良県磯城郡田原本町大字味間10番1 744333386 北播(加健)第301-176 令和2年2月26日 令和8年2月28日 令和2年2月26日
000028 4000176121 ４Ｓ　ＣＡＦＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 山岸 砂知子 北播(加健)第301-178 令和2年2月26日 令和7年2月28日 令和2年2月26日
000028 4000176183 こてつ 675-1371 小野市黒川町67-5 飲食店営業(4)その他 一般 有田 真琴 北播(加健)第301-179 令和2年2月28日 令和8年2月28日 令和2年2月28日
000028 4000176192 クレアディール三木南店 673-0433 三木市福井2148-2 794867705 菓子製造業 一般 株式会社タツミコーポレーション 代表取締役 李 煥辰 673-0016 兵庫県明石市松の内二丁目3番地の9 789212222 北播(加健)第303-122 令和2年3月3日 令和8年5月31日 令和2年3月3日
000028 4000176193 クレアディール三木南店 673-0433 三木市福井2148-2 794867705 喫茶店営業 一般 株式会社タツミコーポレーション 代表取締役 李 煥辰 673-0016 兵庫県明石市松の内二丁目3番地の9 789212222 北播(加健)第303-123 令和2年3月3日 令和8年5月31日 令和2年3月3日
000028 4000176200 純喫茶　Rakka　Rakkya 679-1201 多可郡多可町加美区豊部217-2 795206373 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 丸尾 法子 北播(加健)第302-155 令和2年3月3日 令和8年5月31日 令和2年3月3日
000028 4000176201 居酒屋　羽奈 677-0015 西脇市西脇924-1 飲食店営業(4)その他 一般 谷川 真利江 北播(加健)第302-156 令和2年3月3日 令和8年5月31日 令和2年3月3日
000028 4000176250 萬乗醸造　黒田庄蔵 679-0312 西脇市黒田庄町門柳588-7 795289001 酒類製造業 一般 株式会社萬乗醸造 代表取締役 久野 晋嗣 459-8001 愛知県名古屋市緑区大高町字西門田41番地 526212185 北播(加健)第302-157 令和2年3月9日 令和7年5月31日 令和2年3月9日
000028 4000176251 業務スーパー三木店精肉部 673-0404 三木市大村441 794821291 食肉販売業 一般 株式会社マルゼンフーズ 代表取締役 伏原 正裕 653-0015 兵庫県神戸市長田区菅原通一丁目15番地 785210500 北播(加健)第303-124 令和2年3月10日 令和8年5月31日 令和2年3月10日
000028 4000176260 鉄板焼き　てんちゃん 673-1301 加東市黒谷1216 飲食店営業(4)その他 一般 u.bシステム株式会社 代表取締役 柳生 一徳 580-0013 大阪府松原市丹南6丁目500番地ｰ2F 723397670 北播(加健)第301-182 令和2年3月10日 令和8年5月31日 令和2年3月10日
000028 4000176267 酒肴　旬菜　心 - shin - 677-0054 西脇市野村町351 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 智好 北播(加健)第302-159 令和2年3月9日 令和8年5月31日 令和2年3月9日
000028 4000176268 カフェ　クルドット 679-0321 西脇市黒田庄町田高316 795285181 菓子製造業 一般 株式会社 新緑 代表取締役 大山 康子 658-0003 兵庫県神戸市東灘区本山北町六丁目11番3号 795283240 北播(加健)第302-158 令和2年3月9日 令和9年5月31日 令和2年3月9日
000028 4000176269 中國料理　とらいあんぐる 673-1431 加東市社533-12 795481255 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社虎胃安来留 代表社員 伊藤 智 679-0211 兵庫県加東市上滝野1337番地8 795481255 北播(加健)第301-183 令和2年3月10日 令和8年5月31日 令和2年3月10日
000028 4000176273 ほっとはうす 673-0551 三木市志染町西自由が丘2-148 794605932 飲食店営業(4)その他 一般 平山 まゆみ 北播(加健)第303-125 令和2年3月10日 令和8年5月31日 令和2年3月10日
000028 4000176313 お好み焼き　さんぽ 679-1111 多可郡多可町中区鍛冶屋681-4 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 遠藤 辰彦 北播(加健)第302-164 令和2年3月12日 令和8年5月31日 令和2年3月12日
000028 4000176314 まごころ弁当　西脇店 677-0114 多可郡多可町八千代区仕出原697-15 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 Ｊ－Ｖ　ＧＬＯＢＡＬ合同会社 代表社員 山﨑 俊徳 700-0023 岡山県岡山市北区駅前町一丁目8番1号岡山新光ビル5Ｆサムライスクエア 北播(加健)第302-165 令和2年3月12日 令和8年5月31日 令和2年3月12日
000028 4000176321 高橋醤油株式会社 675-2423 加西市和泉町118-7 790450003 喫茶店営業 一般 高橋醬油株式会社 代表取締役 高橋 伸弥 675-2423 兵庫県加西市和泉町118番地の7 790450003 北播(加健)第302-166 令和2年3月13日 令和8年5月31日 令和2年3月13日
000028 4000176335 サンビラ三木 673-0422 三木市与呂木字高野越683-4 794838118 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 シダックスフードサービス株式会社 代表取締役 白田 豊彦 182-0021 東京都調布市調布ケ丘三丁目6番地3 424898914 北播(加健)第303-126 令和2年3月13日 令和9年5月31日 令和2年3月13日
000028 4000176348 みんなの家「あじさい」 677-0024 西脇市嶋317 795388220 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 柳田 みどり 北播(加健)第302-167 令和2年3月16日 令和8年5月31日 令和2年3月16日
000028 4000176374 福山通運株式会社　加西支店  自販機コーナー 675-2101 加西市繁昌町230 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 北播(加健)第302-168 令和2年3月17日 令和7年5月31日 令和2年3月17日
000028 4000176409 うまいもん横丁加東店 679-0201 加東市曽我89-3 795387375 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西脇化成株式会社 代表取締役 福永 大地 677-0052 兵庫県西脇市和田町711番地 795222173 北播(加健)第301-184 令和2年3月23日 令和8年5月31日 令和2年3月23日
000028 4000176410 ばーばのお店・ひろ 677-0132 多可郡多可町八千代区大和1237 795207068 そうざい製造業 一般 坂賀 廣子 北播(加健)第302-169 令和2年3月23日 令和8年5月31日 令和2年3月23日
000028 4000176448 肉侍 673-0741 三木市口吉川町殿畑88-1 794602662 飲食店営業(4)その他 一般 合同会社リバティ 代表社員 戸田 章紀 673-0521 兵庫県三木市志染町青山六丁目24番地の4 北播(加健)第303-128 令和2年3月25日 令和8年5月31日 令和2年3月25日
000028 4000176473 カフェ　アンジュ 673-1461 加東市木梨1151-1 795202181 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ピュアモール 代表取締役 中村 秀則 673-1461 兵庫県加東市木梨1151番地1 795202181 北播(加健)第301-185 令和2年3月27日 令和8年5月31日 令和2年3月27日
000028 4000176493 食堂 Oggi 677-0056 西脇市板波町710-22 795234647 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北播(加健)第302-170 令和2年3月27日 令和8年5月31日 令和2年3月27日
000028 4000176494 食堂 Oggi 677-0056 西脇市板波町710-22 795234647 菓子製造業 一般 北播(加健)第302-171 令和2年3月27日 令和8年5月31日 令和2年3月27日
000028 4000176545 やんべ丼 679-0221 加東市河高4028にぎわいプラザ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社やんべ 代表取締役 鈴木 靖彦 679-0212 兵庫県加東市下滝野3丁目190番地 795480701 北播(加健)第301-186 令和2年3月31日 令和8年5月31日 令和2年3月31日
000028 4000176572 有限会社　食品衛生デザインオフィス 679-0103 加西市別府町甲2430 790470150 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社　食品衛生デザインオフィス 取締役 西村 章 679-0103 兵庫県加西市別府町甲2430 790470150 北播(加健)第302-173 令和2年3月31日 令和8年5月31日 令和2年3月31日
000028 4000176573 有限会社　食品衛生デザインオフィス 679-0103 加西市別府町甲2430 790470150 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 有限会社　食品衛生デザインオフィス 取締役 西村 章 679-0103 兵庫県加西市別府町甲2430 790470150 北播(加健)第302-174 令和2年3月31日 令和8年5月31日 令和2年3月31日
000028 4000176574 有限会社　食品衛生デザインオフィス 679-0103 加西市別府町甲2430 790470150 そうざい製造業 一般 有限会社　食品衛生デザインオフィス 取締役 西村 章 679-0103 兵庫県加西市別府町甲2430 790470150 北播(加健)第302-175 令和2年3月31日 令和8年5月31日 令和2年3月31日
000028 4000176587 あるだけや 677-0044 西脇市上野8-1 飲食店営業(4)その他 一般 三和田 友紀 北播(加健)第302-1 令和2年4月3日 令和8年5月31日 令和2年4月3日
000028 4000176661 （株）コタニ　第1工場 675-2102 加西市中野町1665 790490360 喫茶店営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第302-3 令和2年4月9日 令和7年5月31日 令和2年4月9日
000028 4000176666 株式会社MAQ　sweet factory 673-0434 三木市別所町小林147-8 794836567 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社ＭＡＱ　ｓｗｅｅｔ　ｆａｃｔｏｒｙ 代表取締役 酒井 良 673-0434 兵庫県三木市別所町小林147番地の8 794836567 北播(加健)第303-2 令和2年4月10日 令和9年5月31日 令和2年4月10日
000028 4000176671 園田商店 679-1214 多可郡多可町加美区的場140 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 園田 守 北播(加健)第302-7 令和2年4月10日 令和8年5月31日 令和2年4月10日
000028 4000176672 園田商店 679-1214 多可郡多可町加美区的場140 菓子製造業 一般 園田 守 北播(加健)第302-8 令和2年4月10日 令和8年5月31日 令和2年4月10日
000028 4000176684 馬刺し・串もん酒場　乱丸 675-1365 小野市広渡町46-3 794886908 飲食店営業(4)その他 一般 冨田 駿 北播(加健)第301-4 令和2年4月15日 令和8年5月31日 令和2年4月15日
000028 4000176689 スナックあおい 675-1371 小野市黒川町67黒川市場内 飲食店営業(4)その他 一般 山田 宏 北播(加健)第301-3 令和2年4月14日 令和8年5月31日 令和2年4月14日
000028 4000176690 Agri Kitchen 677-0001 西脇市大木町148 食肉販売業 一般 Agri　Kitchen株式会社 代表取締役 杉岡 涼平 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通2-12-21　生田ソシアルビル1F 789588188 北播(加健)第302-9 令和2年4月14日 令和8年5月31日 令和2年4月14日
000028 4000176738 スピリッツ　小野店 675-1332 小野市中町344-3 794601108 飲食店営業(4)その他 一般 斎藤 弥生 北播(加健)第301-5 令和2年4月20日 令和8年5月31日 令和2年4月20日
000028 4000176778 あさひ屋 679-0316 西脇市黒田庄町大門5-2 795283014 菓子製造業 一般 角田 幸弘 北播(加健)第302-10 令和2年4月22日 令和8年5月31日 令和2年4月22日
000028 4000176796 手造りうどん　鶴々 679-0201 加東市曽我36 795387575 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社フォーラム・イン 代表取締役 本條 和哉 530-0055 大阪府大阪市北区野崎町6番8号トレックノース梅田ビル8階 663114886 北播(加健)第301-7 令和2年4月21日 令和8年5月31日 令和2年4月21日
000028 4000176833 くるま焼肉店 675-1379 小野市上本町29-4 794625838 食肉販売業 一般 渡辺 泰斗 北播(加健)第301-9 令和2年4月23日 令和8年5月31日 令和2年4月23日
000028 4000176837 シェルブール　道の駅みき店 673-0433 三木市福井2426 794869506 喫茶店営業 一般 株式会社アンデルセンスエヒロ 代表取締役 末廣 隆信 673-0532 兵庫県三木市緑が丘町中1-8-12 794851333 北播(加健)第303-7 令和2年4月27日 令和8年5月31日 令和2年4月27日
000028 4000176838 お好み焼き　しじみ 673-0541 三木市志染町広野1-64 794842639 飲食店営業(4)その他 一般 野村 洋子 北播(加健)第303-5 令和2年4月27日 令和8年5月31日 令和2年4月27日
000028 4000176851 魚司 675-1379 小野市上本町237 794632396 そうざい製造業 一般 稲田 英紀 北播(加健)第301-10 令和2年4月27日 令和8年5月31日 令和2年4月27日
000028 4000176853 たこやき製作所 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 大西 洋 北播(加健)第302-11 令和2年4月28日 令和7年5月31日 令和2年4月28日
000028 4000176854 ワンカルビ三木店 673-0521 三木市志染町青山6-15-1 794842933 食肉販売業 一般 株式会社ワン・ダイニング 取締役社長 髙橋 淳 550-0013 大阪府大阪市西区新町1-27-9 665781290 北播(加健)第303-6 令和2年4月27日 令和8年5月31日 令和2年4月27日
000028 4000176870 セブン－イレブン加西北条東高室　店 675-2321 加西市北条町東高室字四ツ池884-1 790433200 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 正弥 北播(加健)第302-13 令和2年4月30日 令和9年5月31日 令和2年4月30日
000028 4000176871 セブン－イレブン加西北条東高室　店 675-2321 加西市北条町東高室字四ツ池884-1 790433200 菓子製造業 一般 藤原 正弥 北播(加健)第302-14 令和2年4月30日 令和9年5月31日 令和2年4月30日
000028 4000176875 麺屋　秀 675-2321 加西市北条町東高室895-1 790201684 めん類製造業 一般 立岩 敏秀 北播(加健)第302-18 令和2年4月30日 令和8年5月31日 令和2年4月30日
000028 4000176890 やきとり大吉　三木緑ヶ丘店 673-0532 三木市緑が丘町中1-15-39 794873795 そうざい製造業 一般 竹本 昭裕 北播(加健)第303-8 令和2年4月30日 令和8年5月31日 令和2年4月30日
000028 4000176908 カラオケ喫茶　メロディ 673-0435 三木市別所町高木610-4 794886107 飲食店営業(4)その他 一般 松下 和子 北播(加健)第303-9 令和2年4月30日 令和8年5月31日 令和2年4月30日
000028 4000176945 キッチンハウス楓 677-0022 西脇市寺内515-15 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 赤尾 和博 北播(加健)第302-19 令和2年5月11日 令和8年5月31日 令和2年5月11日
000028 4000176995 BakeBase193 677-0057 西脇市野村町茜が丘29-6 795237251 菓子製造業 一般 藤本 郁美 北播(加健)第302-20 令和2年5月18日 令和7年5月31日 令和2年5月18日
000028 4000177027 カラオケ喫茶　菊 673-0532 三木市緑が丘町中1-15-58 794708576 飲食店営業(4)その他 一般 荒木 啓子 北播(加健)第303-12 令和2年5月19日 令和8年5月31日 令和2年5月19日
000028 4000177038 chocotto cafe 673-0532 三木市緑が丘町中1-6-29 794776745 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 市川 凌太 北播(加健)第303-13 令和2年5月19日 令和8年5月31日 令和2年5月19日
000028 4000177040 宅配専門じゅうじゅう 673-0400 三木市府内町9-36 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 藤原 弘輝 北播(加健)第303-14 令和2年5月19日 令和8年5月31日 令和2年5月19日
000028 4000177064 ＭＩＮＩ　ＣＡＦＥ 673-1338 加東市厚利4-5 795460030 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 優情 北播(加健)第301-15 令和2年5月21日 令和8年5月31日 令和2年5月21日
000028 4000177095 株式会社藤野精肉店 673-1431 加東市社759 795420077 食肉販売業 一般 株式会社藤野精肉店 代表取締役 藤野 周二 673-1431 兵庫県加東市社759番地 795420077 北播(加健)第301-16 令和2年5月22日 令和8年5月31日 令和2年5月22日
000028 4000177096 株式会社藤野精肉店 673-1431 加東市社759 795420077 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社藤野精肉店 代表取締役 藤野 周二 673-1431 兵庫県加東市社759番地 795420077 北播(加健)第301-17 令和2年5月22日 令和8年5月31日 令和2年5月22日
000028 4000177147 ＯＬＩＶＥ 673-0541 三木市志染町広野1-176 794851973 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福田 スミ子 北播(加健)第303-15 令和2年5月27日 令和8年5月31日 令和2年5月27日
000028 4000177148 薫風 677-0033 西脇市鹿野町573 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岸本 薫 北播(加健)第302-23 令和2年5月27日 令和8年5月31日 令和2年5月27日
000028 4000177152 モスバーガー西脇店 677-0054 西脇市野村町1796-52-1 795220856 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社インフィニティ 代表取締役 前田 憲吾 598-0007 大阪府泉佐野市上町三丁目10番17号 724620425 北播(加健)第302-21 令和2年5月27日 令和8年5月31日 令和2年5月27日
000028 4000177180 メナージュ 673-1414 加東市上久米1714-2 795441128 菓子製造業 一般 大西 克久 北播(加健)第301-18 令和2年5月29日 令和8年5月31日 令和2年5月29日
000028 4000177181 スナック　螢 675-1371 小野市黒川町94-73 794627531 飲食店営業(4)その他 一般 谷中 追子 北播(加健)第301-19 令和2年5月29日 令和8年5月31日 令和2年5月29日
000028 4000177203 串かつ善 675-1316 小野市天神町1020-2 飲食店営業(4)その他 一般 井上 一一 北播(加健)第301-20 令和2年6月2日 令和8年8月31日 令和2年6月2日
000028 4000177234 おいもすいーつ,ハッピー農場 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 おいもスィーツ株式会社 代表取締役 松本 文一郎 658-0065 兵庫県神戸市東灘区御影山手四丁目9番8号 北播(加健)第301-24 令和2年6月4日 令和7年8月31日 令和2年6月4日
000028 4000177235 おいもすいーつ,ハッピー農場 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 おいもスィーツ株式会社 代表取締役 松本 文一郎 658-0065 兵庫県神戸市東灘区御影山手四丁目9番8号 北播(加健)第301-25 令和2年6月4日 令和7年8月31日 令和2年6月4日
000028 4000177267 炭火焼肉かしま 673-0433 三木市福井2109-3 794838871 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社清貞 代表取締役 鹿嶋 朋宏 673-0433 兵庫県三木市福井1969番地の1 794838861 北播(加健)第303-16 令和2年6月8日 令和8年8月31日 令和2年6月8日
000028 4000177285 oyatuya ＠かのこまめ 677-0043 西脇市下戸田442-1 795222874 菓子製造業 一般 徳岡 佳穂 北播(加健)第302-24 令和2年6月11日 令和8年8月31日 令和2年6月11日
000028 4000177288 M2+ 677-0043 西脇市下戸田38-1 飲食店営業(4)その他 一般 真鍋 伸幸 北播(加健)第302-25 令和2年6月11日 令和8年8月31日 令和2年6月11日
000028 4000177290 神戸らーめん　屯豚 673-1115 三木市吉川町大沢184-9 794721550 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Saburoku 代表取締役 福西 文彦 669-1352 兵庫県三田市須磨田794番地36 795602525 北播(加健)第303-17 令和2年6月10日 令和8年8月31日 令和2年6月10日
000028 4000177311 株式会社森田泰商店 675-2312 加西市北条町北条367-1 790432340 そうざい製造業 一般 株式会社森田泰商店 代表取締役 山田 雅史 675-2312 兵庫県加西市北条町北条367番地1 790432340 北播(加健)第302-26 令和2年6月11日 令和8年8月31日 令和2年6月11日
000028 4000177334 播州ラーメン　ひすい 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 森下 学 北播(加健)第301-26 令和2年6月12日 令和7年8月31日 令和2年6月12日
000028 4000177336 富ぅ 673-0532 三木市緑が丘町中1-14-22 食肉販売業 一般 杉本 富士 北播(加健)第303-19 令和2年6月12日 令和8年8月31日 令和2年6月12日
000028 4000177342 焼き菓子工房ＢＡＫＥ×ＢＡＫＥ 677-0033 西脇市鹿野町573 795220789 菓子製造業 一般 藤本 聖子 北播(加健)第302-27 令和2年6月15日 令和8年8月31日 令和2年6月15日
000028 4000177344 囲炉裏　あかね亭 673-0553 三木市志染町東自由が丘2-285 794609314 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 水島 伸二 北播(加健)第303-20 令和2年6月12日 令和8年8月31日 令和2年6月12日
000028 4000177358 ツナガリフレッシュジュース＆あげいも専門店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 合同会社ツナガリ 代表社員 多田 真紀子 675-1317 兵庫県小野市浄谷町1701番地1号 794699129 北播(加健)第301-27 令和2年6月16日 令和7年8月31日 令和2年6月16日
000028 4000177399 スイートガーデン　イオン三木店 673-0404 三木市大村字砂163 794838649 菓子製造業 一般 森田 好彦 北播(加健)第303-22 令和2年6月19日 令和8年8月31日 令和2年6月19日
000028 4000177419 アジアンキッチン　ＴａｎＴｒａ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 田居 史江 北播(加健)第302-28 令和2年6月23日 令和7年8月31日 令和2年6月23日
000028 4000177423 炭焼屋いっき 677-0016 西脇市高田井町829 795208202 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 野田 一騎 北播(加健)第302-29 令和2年6月23日 令和8年8月31日 令和2年6月23日
000028 4000177425 うどん錦 673-0435 三木市別所町高木　ホースランドパーク内 飲食店営業(4)その他 露店 錦 ツヤ 北播(加健)第303-24 令和2年6月23日 令和7年8月31日 令和2年6月23日
000028 4000177434 スナック　モア 675-1371 小野市黒川町94-73 794631773 飲食店営業(4)その他 一般 小東 通子 北播(加健)第301-30 令和2年6月23日 令和8年8月31日 令和2年6月23日
000028 4000177445 のぶちゃん 673-0552 三木市志染町中自由が丘1-495-3 飲食店営業(4)その他 一般 大篠 信子 北播(加健)第303-25 令和2年6月26日 令和8年8月31日 令和2年6月26日
000028 4000177447 なずな食堂 675-1332 小野市中町344-7-103 794708550 菓子製造業 一般 稲澤 夏美 北播(加健)第301-29 令和2年6月26日 令和8年8月31日 令和2年6月26日
000028 4000177484 肉処　樹 677-0016 西脇市高田井町342-1 795241229 そうざい製造業 一般 株式会社川岸畜産 代表取締役 川岸 正樹 677-0016 兵庫県西脇市高田井町342番地の1 795241229 北播(加健)第302-30 令和2年6月29日 令和8年8月31日 令和2年6月29日
000028 4000177497 七福 675-2311 加西市北条町横尾1-15-1 790278111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｓｅｖｅｎ－Ｌｅａｆ　Ｃｌｏｖｅｒ 代表取締役 岡 正人 675-2311 兵庫県加西市北条町横尾一丁目１５番地１－１号 790358284 北播(加健)第302-31 令和2年6月30日 令和8年8月31日 令和2年6月30日
000028 4000177499 Ｂｏｏ 673-0532 三木市緑が丘町中1-8-20 飲食店営業(4)その他 一般 西村 美穂 北播(加健)第303-27 令和2年6月30日 令和8年8月31日 令和2年6月30日
000028 4000177500 就労継続支援Ｂ型事業所　s-cube 679-1135 多可郡多可町中区安坂64 795387681 菓子製造業 一般 一般社団法人Ｓ－ＣＵＢＥ 代表理事 池成 隆寿 679-1135 兵庫県多可郡多可町中区安坂64番地 795387681 北播(加健)第302-32 令和2年6月30日 令和8年8月31日 令和2年6月30日
000028 4000177551 肉の雅屋　西脇店 677-0016 西脇市高田井町55-1 795237103 食肉販売業 一般 株式会社幸 代表取締役 弓場 隆幸 677-0016 兵庫県西脇市高田井町55番地の1 795237103 北播(加健)第302-34 令和2年7月6日 令和8年8月31日 令和2年7月6日



000028 4000177586 パリミキ　三木店 673-0404 三木市大村597-1 794828923 喫茶店営業 一般 株式会社パリミキ 代表取締役 澤田 将広 103-0022 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号 364320751 北播(加健)第303-28 令和2年7月8日 令和8年8月31日 令和2年7月8日
000028 4000177588 ＆ｃ 673-0451 三木市別所町近藤309 喫茶店営業 一般 秋山 幸子 北播(加健)第303-29 令和2年7月8日 令和8年8月31日 令和2年7月8日
000028 4000177597 ZIG-ZAG 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中﨑 美津子 北播(加健)第301-31 令和2年7月10日 令和7年8月31日 令和2年7月10日
000028 4000177600 ココペリＦＵＫＡ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 北播(加健)第301-32 令和2年7月10日 令和7年8月31日 令和2年7月10日
000028 4000177604 イーティーズ三木店 673-0413 三木市大塚2-2-47 794738435 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社イーティーズ 代表取締役 原田 航太 811-0112 福岡県糟屋郡新宮町下府二丁目12番24号 949431800 北播(加健)第303-34 令和2年7月10日 令和8年8月31日 令和2年7月10日
000028 4000177605 イーティーズ三木店 673-0413 三木市大塚2-2-47 794738435 菓子製造業 一般 株式会社イーティーズ 代表取締役 原田 航太 811-0112 福岡県糟屋郡新宮町下府二丁目12番24号 949431800 北播(加健)第303-35 令和2年7月10日 令和8年8月31日 令和2年7月10日
000028 4000177606 大三ミート　三木店 673-0413 三木市大塚2-2-47 794886625 食肉販売業 一般 大三ミート産業株式会社 代表取締役 大家 大 825-0001 福岡県田川市大字伊加利1824番地 947462111 北播(加健)第303-33 令和2年7月10日 令和8年8月31日 令和2年7月10日
000028 4000177607 一徹 673-0413 三木市大塚2-2-47 794827856 魚介類販売業 一般 株式会社河本 代表取締役 河本 幸治 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲841番地35 792461160 北播(加健)第303-36 令和2年7月10日 令和8年8月31日 令和2年7月10日
000028 4000177608 一徹 673-0413 三木市大塚2-2-47 794827856 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社河本 代表取締役 河本 幸治 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲841番地35 792461160 北播(加健)第303-37 令和2年7月10日 令和8年8月31日 令和2年7月10日
000028 4000177610 ビアガーデン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山中 良輝 北播(加健)第302-35 令和2年7月10日 令和7年8月31日 令和2年7月10日
000028 4000177612 ＮＳプロデュース・太陽のカレー 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 自動車 井上 重博 北播(加健)第301-33 令和2年7月10日 令和7年8月31日 令和2年7月10日
000028 4000177643 肉料理　二月九日 673-1341 加東市南山4-4-18 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 杉浦 竜馬 北播(加健)第301-35 令和2年7月14日 令和8年8月31日 令和2年7月14日
000028 4000177644 由美子 673-1465 加東市喜田94 795422179 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 岸本 由美子 北播(加健)第301-36 令和2年7月14日 令和8年8月31日 令和2年7月14日
000028 4000177645 兵庫県立社高等学校　加東　食堂（ｃｃｗ受託） 673-1461 加東市木梨1356-1 795424821 喫茶店営業 自動販売機 柿木 和夫 北播(加健)第301-34 令和2年7月10日 令和7年8月31日 令和2年7月10日
000028 4000177656 Z-CAFE 673-0432 三木市上の丸町6-19 794689053 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＮＥＸＴ ＳＴＡＧＥ 代表取締役 𠮷本 孝弘 655-0863 兵庫県神戸市垂水区塩屋北町四丁目17番1号 7015295729 北播(加健)第303-38 令和2年7月14日 令和8年8月31日 令和2年7月14日
000028 4000177694 カラオケ喫茶　ハーモニー 677-0043 西脇市下戸田20-2 795388168 飲食店営業(4)その他 一般 山本 啓子 北播(加健)第302-39 令和2年7月16日 令和8年8月31日 令和2年7月16日
000028 4000177779 昭和エンタープライズ株式会社　吉川工場 673-1119 三木市吉川町鍛治屋47 794731810 菓子製造業 一般 昭和エンタープライズ株式会社 代表取締役 中村 広 544-0015 大阪府大阪市生野区巽南三丁目4番36号 667545499 北播(加健)第303-39 令和2年7月28日 令和8年8月31日 令和2年7月28日
000028 4000177782 クボタストアー 675-1327 小野市市場町652-1 794633939 飲食店営業(4)その他 一般 久保田 朋幸 北播(加健)第301-39 令和2年7月30日 令和8年8月31日 令和2年7月30日
000028 4000177783 クボタストアー 675-1327 小野市市場町652-1 794633939 魚介類販売業 一般 久保田 朋幸 北播(加健)第301-40 令和2年7月30日 令和8年8月31日 令和2年7月30日
000028 4000177798 笑味屋弁当 677-0003 西脇市西田町字蒲之元181-1 795241203 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 一般社団法人順悠会 代表理事 藤井 順子 677-0043 兵庫県西脇市下戸田511番地 795387555 北播(加健)第302-42 令和2年7月30日 令和8年8月31日 令和2年7月30日
000028 4000177799 さたに食道 675-2461 加西市佐谷町209 790441571 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 楠田 千鶴 北播(加健)第302-43 令和2年7月30日 令和8年8月31日 令和2年7月30日
000028 4000177811 ツナガリ食堂 673-1451 加東市家原85　加東市民病院内 795425222 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社ツナガリ 代表社員 多田 真紀子 673-1423 兵庫県小野市浄谷町1701番地の1 794699129 北播(加健)第301-41 令和2年7月31日 令和8年8月31日 令和2年7月31日
000028 4000177816 キッチン　Ｓａｋｕ　Ｓａｋｕ 673-0404 三木市大村字砂163　イオン三木店内 794738881 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松原 敏行 北播(加健)第303-40 令和2年7月31日 令和8年8月31日 令和2年7月31日
000028 4000177838 つとむちゃん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 藤原 勉 北播(加健)第301-42 令和2年8月4日 令和7年8月31日 令和2年8月4日
000028 4000177842 キャロットハウス 677-0054 西脇市野村町1127 795233814 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 本間 光子 北播(加健)第302-44 令和2年8月7日 令和8年8月31日 令和2年8月7日
000028 4000177855 響命 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 中嶋 正彦 北播(加健)第301-43 令和2年8月4日 令和7年8月31日 令和2年8月4日
000028 4000177870 串揚げ居酒屋　からっと亭　加佐店 673-0402 三木市加佐字一ケ坪273-2 794838538 飲食店営業(4)その他 一般 坂田 義典 北播(加健)第303-41 令和2年8月5日 令和8年8月31日 令和2年8月5日
000028 4000177895 レストラン　シェルブールのお嬢さん 677-0017 西脇市小坂町138-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 新川 正信 北播(加健)第302-45 令和2年8月7日 令和8年8月31日 令和2年8月7日
000028 4000177921 スナック　あじさい 677-0016 西脇市高田井町323-2 795227953 飲食店営業(4)その他 一般 津元 明美 北播(加健)第302-46 令和2年8月13日 令和8年8月31日 令和2年8月13日
000028 4000177922 マンガ・立呑みパラダイス　加西店 675-2324 加西市北条町東南90加西ビル１階 790437377 飲食店営業(4)その他 一般 國吉 秀樹 北播(加健)第302-47 令和2年8月13日 令和8年8月31日 令和2年8月13日
000028 4000177991 居酒屋　えりちゃん 673-1431 加東市社384-3 飲食店営業(4)その他 一般 藤田 英里 北播(加健)第301-44 令和2年8月20日 令和8年8月31日 令和2年8月20日
000028 4000178008 うさぎ 677-0063 西脇市平野町147-4 飲食店営業(4)その他 一般 吉田 美津子 北播(加健)第302-48 令和2年8月24日 令和8年8月31日 令和2年8月24日
000028 4000178011 加西ホルモン市場 675-2431 加西市島町190 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 上月 仁 北播(加健)第302-49 令和2年8月24日 令和8年8月31日 令和2年8月24日
000028 4000178013 若者ターミナルスポットCOCOKARA 675-2312 加西市北条町北条402-5 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 加西市 加西市長 西村 和平 675-2311 兵庫県加西市北条町横尾１０００番地 790428706 北播(加健)第302-51 令和2年8月24日 令和8年8月31日 令和2年8月24日
000028 4000178045 七福 675-2311 加西市北条町横尾1-15-1 790278111 菓子製造業 一般 株式会社Ｓｅｖｅｎ－Ｌｅａｆ　Ｃｌｏｖｅｒ 代表取締役 岡 正人 675-2311 兵庫県加西市北条町横尾一丁目１５番地１－１号 790358284 北播(加健)第302-52 令和2年8月26日 令和8年8月31日 令和2年8月26日
000028 4000178048 精肉　雅屋 675-2324 加西市北条町東南139-1 790358322 食肉販売業 一般 株式会社やま昇 代表取締役 山地 昇平 531-0071 大阪府大阪市北区中津一丁目６番２９－３３０４号 671736898 北播(加健)第302-54 令和2年8月26日 令和8年8月31日 令和2年8月26日
000028 4000178049 七福 675-2311 加西市北条町横尾1-15-1 喫茶店営業 露店 株式会社Ｓｅｖｅｎ－Ｌｅａｆ　Ｃｌｏｖｅｒ 代表取締役 岡 正人 675-2311 兵庫県加西市北条町横尾一丁目１５番地１－１号 790358284 北播(加健)第302-53 令和2年8月26日 令和7年8月31日 令和2年8月26日
000028 4000178071 ＭＡＴＵＲＡＲＥ 675-1317 小野市浄谷町3294-1 菓子製造業 一般 長谷川 寛行 北播(加健)第301-45 令和2年8月27日 令和8年8月31日 令和2年8月27日
000028 4000178090 一伍屋 677-0055 西脇市高松町字小口302 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 酒井 良宗 北播(加健)第302-55 令和2年8月28日 令和8年8月31日 令和2年8月28日
000028 4000178097 鶏屋だいちゃん 675-1352 小野市復井町564-4 飲食店営業(4)その他 一般 西村 大助 北播(加健)第301-46 令和2年8月28日 令和8年8月31日 令和2年8月28日
000028 4000178124 救護施設　桃李園 679-0203 加東市稲尾383-40 795480266 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ニチダン 代表取締役 小笠原 力一 545-0021 大阪府大阪市阿倍野区阪南町五丁目3番5号 666232551 北播(加健)第301-47 令和2年8月31日 令和8年8月31日 令和2年8月31日
000028 4000178126 居酒屋　ぶぅ 679-0211 加東市上滝野794-1 飲食店営業(4)その他 一般 中川 かおり 北播(加健)第301-48 令和2年8月31日 令和8年8月31日 令和2年8月31日
000028 4000178153 善 673-0446 三木市別所町花尻1-56　1Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小西 美樹 北播(加健)第303-44 令和2年9月2日 令和8年11月30日 令和2年9月2日
000028 4000178164 富田まちづくり協議会 675-2362 加西市西上野町232-6 790431569 みそ製造業 一般 石 芳博 北播(加健)第302-61 令和2年9月3日 令和8年11月30日 令和2年9月3日
000028 4000178173 Ｎａｔｕｒａｌ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ 673-0521 三木市志染町青山1-16-15 菓子製造業 一般 福里 茜 北播(加健)第303-46 令和2年9月4日 令和8年11月30日 令和2年9月4日
000028 4000178174 Ｎａｔｕｒａｌ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ 673-0521 三木市志染町青山1-16-15 飲食店営業(4)その他 一般 福里 茜 北播(加健)第303-47 令和2年9月4日 令和8年11月30日 令和2年9月4日
000028 4000178186 仕出しふじた 677-0022 西脇市寺内517-1 795252651 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社仕出しふじた 代表取締役 藤田 安浩 677-0013 兵庫県西脇市日野町20番地の3 795227637 北播(加健)第302-62 令和2年9月4日 令和7年11月30日 令和2年9月4日
000028 4000178187 COCORO　～心～ 673-0532 三木市緑が丘町中1-9-34 飲食店営業(4)その他 一般 宮地 美恵 北播(加健)第303-48 令和2年9月4日 令和8年11月30日 令和2年9月4日
000028 4000178190 ｃａｆｆｅ　ｏｚｉｏ 673-0424 三木市自由が丘本町2-8-1 794603432 菓子製造業 一般 岸 則利 北播(加健)第303-49 令和2年9月4日 令和8年11月30日 令和2年9月4日
000028 4000178193 Ripple 679-0109 加西市玉丘町21-1 790432883 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社リップル 代表取締役 増田 千代子 675-2303 兵庫県加西市北条町古坂五丁目61番地 790432883 北播(加健)第302-63 令和2年9月7日 令和8年11月30日 令和2年9月7日
000028 4000178200 がいな製麺所　ぽかぽ店 679-0212 加東市下滝野1283-1 795489500 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社がいな 代表取締役 水谷 克也 675-2423 兵庫県加西市和泉町25番地の3 790450848 北播(加健)第301-50 令和2年9月8日 令和9年11月30日 令和2年9月8日
000028 4000178201 ツナガリ 673-1431 加東市社160-2 795277222 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社ツナガリ 代表社員 多田 真紀子 675-1317 兵庫県小野市浄谷町1701番地の1 794699129 北播(加健)第301-51 令和2年9月8日 令和8年11月30日 令和2年9月8日
000028 4000178206 リカー＆ベイクコタニ 675-2332 加西市鎮岩町281 790460672 菓子製造業 一般 株式会社コタニ 代表取締役 小谷 哲也 675-2332 兵庫県加西市鎮岩町281番地 790460672 北播(加健)第302-64 令和2年9月9日 令和8年11月30日 令和2年9月9日
000028 4000178238 ハラルケバブ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 合同会社ＤＡＮＩＸ 代表社員 中田 尚志 770-0042 徳島県徳島市蔵本町二丁目44番地 北播(加健)第301-52 令和2年9月11日 令和7年11月30日 令和2年9月11日
000028 4000178256 マックスバリュ王子店 675-1378 小野市王子町591 794635380 喫茶店営業 自動販売機 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目3番52号 825358500 北播(加健)第301-53 令和2年9月15日 令和7年11月30日 令和2年9月15日
000028 4000178338 味処　サン 675-1352 小野市復井町884 794667936 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 啓子 北播(加健)第301-54 令和2年9月25日 令和8年11月30日 令和2年9月25日
000028 4000178346 旨たこ　かとう 673-1463 加東市梶原字花谷256-1 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 稔 北播(加健)第301-55 令和2年9月25日 令和8年11月30日 令和2年9月25日
000028 4000178347 ひょうたん 673-0413 三木市大塚201-4 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社フォルダー 代表取締役 田原 敏宏 654-0039 兵庫県神戸市須磨区鷹取町二丁目1番14号 786478899 北播(加健)第303-52 令和2年9月25日 令和8年11月30日 令和2年9月25日
000028 4000178351 協同学苑　ＳＩＭＢＡ① 673-0521 三木市志染町青山7-1-4 794871990 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 代表取締役 西村 智香子 673-0534 兵庫県三木市緑が丘町本町一丁目238番地の2 794776057 北播(加健)第303-51 令和2年9月25日 令和8年11月30日 令和2年9月25日
000028 4000178357 つむぎ菓子店 677-0031 西脇市住吉町1315 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩﨑 朝美 北播(加健)第302-66 令和2年9月30日 令和8年11月30日 令和2年9月30日
000028 4000178358 つむぎ菓子店 677-0031 西脇市住吉町1315 菓子製造業 一般 岩﨑 朝美 北播(加健)第302-67 令和2年9月30日 令和8年11月30日 令和2年9月30日
000028 4000178383 神戸Ｃｈａ－Ｙａ 675-1378 小野市王子町868-1　イオン小野1F 飲食店営業(4)その他 一般 竹川 精一 北播(加健)第301-57 令和2年9月30日 令和8年11月30日 令和2年9月30日
000028 4000178415 晴日　harenohi 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 西田 園子 北播(加健)第301-58 令和2年9月30日 令和7年11月30日 令和2年9月30日
000028 4000178428 マックスバリュ西脇寺内店 677-0022 西脇市寺内514 795234800 喫茶店営業 自動販売機 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目3番52号 825358500 北播(加健)第302-68 令和2年10月1日 令和8年11月30日 令和2年10月1日
000028 4000178430 shima 305 677-0024 西脇市嶋305 795230305 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鷹司 一生 北播(加健)第302-69 令和2年10月2日 令和8年11月30日 令和2年10月2日
000028 4000178442 こまち食堂 673-0503 三木市志染町窟屋657 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小関 久子 北播(加健)第303-53 令和2年10月5日 令和8年11月30日 令和2年10月5日
000028 4000178449 いこいの家　紫陽花 679-1214 多可郡多可町加美区的場510 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三木 節子 北播(加健)第302-70 令和2年10月6日 令和8年11月30日 令和2年10月6日
000028 4000178450 TASHIKA 679-1201 多可郡多可町加美区豊部483 795216271 食肉処理業 一般 特定非営利活動法人cambio 理事長 後藤 高広 679-1124 兵庫県多可郡多可町中区森本809番地15 795207325 北播(加健)第302-71 令和2年10月6日 令和8年11月30日 令和2年10月6日
000028 4000178451 TASHIKA 679-1201 多可郡多可町加美区豊部483 795216271 食肉販売業 一般 特定非営利活動法人cambio 理事長 後藤 高広 679-1124 兵庫県多可郡多可町中区森本809番地15 795207325 北播(加健)第302-72 令和2年10月6日 令和8年11月30日 令和2年10月6日
000028 4000178470 キタノイチバ 675-1367 小野市敷地町1502-11 794636188 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社モンテローザフーズ 代表取締役 大神 輝博 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町一丁目21番1号 422368888 北播(加健)第301-59 令和2年10月8日 令和9年11月30日 令和2年10月8日
000028 4000178471 CAFE　山猫家 675-2212 加西市東笠原町332-3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 勝成 北播(加健)第302-73 令和2年10月8日 令和8年11月30日 令和2年10月8日
000028 4000178478 ばんしゅう港 679-0211 加東市上滝野2347 795480255 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社港ｐｒｏｊｅｃｔ 代表取締役 松浦 甲子郎 679-0211 兵庫県加東市上滝野2347番地 795480255 北播(加健)第301-61 令和2年10月5日 令和8年11月30日 令和2年10月5日
000028 4000178517 イオン社店 673-1431 加東市社1126-1 795402300 菓子製造業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126000 北播(加健)第301-62 令和2年10月13日 令和8年11月30日 令和2年10月13日
000028 4000178518 イオン社店 673-1431 加東市社1126-1 795402300 菓子製造業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126000 北播(加健)第301-63 令和2年10月13日 令和8年11月30日 令和2年10月13日
000028 4000178524 Ｔ'ｓ　Ｋｉｔｃｈｅｎ 673-1243 三木市吉川町豊岡2700 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 谷川 多栄子 北播(加健)第303-55 令和2年10月14日 令和8年11月30日 令和2年10月14日
000028 4000178532 ローソン黒田庄大伏店 679-0324 西脇市黒田庄町大伏142-2 795283123 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ベルウェル 代表取締役 橘 智香子 669-1311 兵庫県三田市加茂1059番地43 北播(加健)第302-74 令和2年10月19日 令和9年11月30日 令和2年10月19日
000028 4000178536 ローソン西脇高松店 677-0055 西脇市高松町字小口269-1 795240048 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ベルウェル 代表取締役 橘 智香子 669-1311 兵庫県三田市加茂1059番地43 北播(加健)第302-78 令和2年10月19日 令和9年11月30日 令和2年10月19日
000028 4000178551 マルアイ 三木さつき台店 673-0436 三木市さつき台2-17-1 794827170 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野225番地1 794305181 北播(加健)第303-56 令和2年10月19日 令和9年11月30日 令和2年10月19日
000028 4000178552 マルアイ 三木さつき台店 673-0436 三木市さつき台2-17-1 794827170 食肉販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野225番地1 794305181 北播(加健)第303-57 令和2年10月19日 令和9年11月30日 令和2年10月19日
000028 4000178554 マルアイ 三木さつき台店 673-0436 三木市さつき台2-17-1 794827170 魚介類販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野225番地1 794305181 北播(加健)第303-59 令和2年10月19日 令和9年11月30日 令和2年10月19日
000028 4000178574 とり翔 675-1333 小野市垂井町644-1 794638987 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｙ’３ＲＫ 代表取締役 薪浦 靖弘 675-1333 兵庫県小野市垂井町644番地1 794638987 北播(加健)第301-64 令和2年10月21日 令和8年11月30日 令和2年10月21日
000028 4000178587 HawaiianCafe 魔法のパンケーキ 679-0108 加西市山枝町72-1 790358388 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社リバーウェイコーポレーション 代表取締役 下川 道也 676-0068 兵庫県高砂市高砂町鍛冶屋町1406番地 794431115 北播(加健)第302-82 令和2年10月23日 令和8年11月30日 令和2年10月23日
000028 4000178588 HawaiianCafe 魔法のパンケーキ 679-0108 加西市山枝町72-1 790358388 菓子製造業 一般 株式会社リバーウェイコーポレーション 代表取締役 下川 道也 676-0068 兵庫県高砂市高砂町鍛冶屋町1406番地 794431115 北播(加健)第302-83 令和2年10月23日 令和8年11月30日 令和2年10月23日
000028 4000178623 三木平井山観光ぶどう園 673-0421 三木市平井字廻り山365-89 794833546 みそ製造業 一般 仲田 惠子 北播(加健)第303-60 令和2年10月26日 令和8年11月30日 令和2年10月26日
000028 4000178649 浜焼太郎　小野店 675-1379 小野市上本町9-7 794707878 飲食店営業(4)その他 一般 大盛商事合同会社 代表社員 寺尾 将司 670-0894 兵庫県姫路市梅ケ谷町23番28号 792832329 北播(加健)第301-67 令和2年10月27日 令和8年11月30日 令和2年10月27日
000028 4000178675 みのる庵 679-1322 多可郡多可町加美区鳥羽619-1 795201311 飲食店営業(3)旅館 一般 後藤 稔 北播(加健)第302-84 令和2年10月30日 令和8年11月30日 令和2年10月30日
000028 4000178738 Barカルムリ 673-0402 三木市加佐268-4 飲食店営業(4)その他 一般 岡田 美鈴 北播(加健)第303-63 令和2年10月30日 令和8年11月30日 令和2年10月30日
000028 4000178758 清水茶屋 673-1402 加東市平木1194清水寺境内 795450207 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 神田 智規 北播(加健)第301-69 令和2年11月4日 令和8年11月30日 令和2年11月4日
000028 4000178767 さかな屋　魚八 673-0533 三木市緑が丘町東2-2-12 魚介類販売業 一般 長野 由賀里 北播(加健)第303-64 令和2年11月5日 令和8年11月30日 令和2年11月5日
000028 4000178768 さかな屋　魚八 673-0533 三木市緑が丘町東2-2-12 飲食店営業(4)その他 一般 長野 由賀里 北播(加健)第303-65 令和2年11月5日 令和8年11月30日 令和2年11月5日
000028 4000178779 炭火焼鳥 よりみち 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 佐伯 雅彦 北播(加健)第302-85 令和2年11月5日 令和7年11月30日 令和2年11月5日
000028 4000178838 こみせん比也野「へそ・で・ちゃ」 677-0033 西脇市鹿野町720-1 795387339 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 藤井 琢己 北播(加健)第302-86 令和2年11月12日 令和8年11月30日 令和2年11月12日
000028 4000178915 カラオケ Ｅｎ 673-0433 三木市福井1-4-41-109 794866990 飲食店営業(4)その他 一般 中山 美紀 北播(加健)第303-67 令和2年11月19日 令和8年11月30日 令和2年11月19日
000028 4000178917 ひまわり 673-0433 三木市福井1-4-41-107 飲食店営業(4)その他 一般 山上 博子 北播(加健)第303-66 令和2年11月19日 令和8年11月30日 令和2年11月19日
000028 4000178969 セブン－イレブン三木中自由が丘店 673-0552 三木市志染町中自由が丘1-516-12 794857813 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　ＩＳＭ 代表取締役 米村 卓也 665-0011 兵庫県宝塚市南口二丁目5番41号 797770301 北播(加健)第303-68 令和2年11月24日 令和9年11月30日 令和2年11月24日
000028 4000178975 株式会社アクティブフィールド 677-0114 多可郡多可町八千代区仕出原697-15 795371177 乳製品製造業 一般 株式会社アクティブフィールド 代表取締役 真鍋 千織 677-0114 兵庫県多可郡多可町八千代区仕出原697番地15 795371177 北播(加健)第302-89 令和2年11月26日 令和8年11月30日 令和2年11月26日
000028 4000178996 Botan 677-0104 多可郡多可町八千代区横屋116 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 柏井 伸夫 北播(加健)第302-90 令和2年11月26日 令和8年11月30日 令和2年11月26日
000028 4000179014 吉祥 677-0014 西脇市郷瀬町12 795235455 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小西 史朗 北播(加健)第302-91 令和2年11月30日 令和8年11月30日 令和2年11月30日
000028 4000179048 ローソン　三木大村店 673-0404 三木市大村327-1 794825280 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 マチノ株式会社 代表取締役 宮岡 沙緒里 673-0402 兵庫県三木市加佐217番地の1サニーガーデンB201号 北播(加健)第303-72 令和2年11月30日 令和9年11月30日 令和2年11月30日
000028 4000179099 薬膳舎 ＨＡＮＡＲＩ 673-0531 三木市緑が丘町西4-5-16 飲食店営業(4)その他 一般 華尾 有紀 北播(加健)第303-76 令和2年12月4日 令和9年2月28日 令和2年12月4日
000028 4000179100 薬膳舎 ＨＡＮＡＲＩ 673-0531 三木市緑が丘町西4-5-16 菓子製造業 一般 華尾 有紀 北播(加健)第303-77 令和2年12月4日 令和9年2月28日 令和2年12月4日
000028 4000179101 イオン三木青山店　食品館  （菓子） 673-0521 三木市志染町青山6-8-1 794872031 菓子製造業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126500 北播(加健)第303-78 令和2年12月4日 令和10年2月29日 令和2年12月4日
000028 4000179116 鶏そば専門店　一護 677-0043 西脇市下戸田38-6 795388333 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 南場 頼生 北播(加健)第302-92 令和2年12月8日 令和9年2月28日 令和2年12月8日
000028 4000179140 爪あと 673-1311 加東市天神373-5 飲食店営業(4)その他 一般 三木 充代 北播(加健)第301-74 令和2年12月9日 令和9年2月28日 令和2年12月9日
000028 4000179178 ＢＥＮＮＹＬＯＯＫＳ 673-0431 三木市本町3-1-26　1F-1 飲食店営業(4)その他 一般 倉岡 真佐美 北播(加健)第303-79 令和2年12月14日 令和9年2月28日 令和2年12月14日
000028 4000179179 ふれあい喫茶　どんがらりん 673-1114 三木市吉川町渡瀬210三木市吉川町公民館貸潮分館内 794721610 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 髙橋 早弓 北播(加健)第303-80 令和2年12月14日 令和9年2月28日 令和2年12月14日
000028 4000179194 村上製麺所 677-0016 西脇市高田井町22-1 めん類製造業 一般 村上 光 北播(加健)第302-94 令和2年12月17日 令和9年2月28日 令和2年12月17日
000028 4000179216 おがわ鮮魚店 675-1372 小野市本町1 794622637 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 小川 洋右 北播(加健)第301-76 令和2年12月22日 令和9年2月28日 令和2年12月22日
000028 4000179217 おがわ鮮魚店 675-1372 小野市本町1 794622637 魚介類販売業 一般 小川 洋右 北播(加健)第301-77 令和2年12月22日 令和9年2月28日 令和2年12月22日
000028 4000179230 ｃａｆｅ　ｆｌａｔ 673-0411 三木市久留美1789 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 寺尾 直美 北播(加健)第303-81 令和2年12月22日 令和9年2月28日 令和2年12月22日
000028 4000179254 セントラルゴルフマネジメント（株）  レークスワンカントリー倶楽部サザンテラス 673-1302 加東市秋津1990-89 795470511 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 北播(加健)第301-78 令和2年12月24日 令和8年2月28日 令和2年12月24日
000028 4000179264 モスバーガー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社インフィニティ 代表取締役 前田 憲吾 598-0007 大阪府泉佐野市上町三丁目10番17号 724620425 北播(加健)第302-95 令和2年12月23日 令和8年2月28日 令和2年12月23日



000028 4000179290 たまや 675-1364 小野市鹿野町1868-140 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 君代 北播(加健)第301-79 令和2年12月28日 令和9年2月28日 令和2年12月28日
000028 4000179389 神戸　小麦庵 673-0402 三木市加佐763-5 794836160 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社アクティブ 代表取締役 田仲 明美 654-0081 兵庫県神戸市須磨区高倉台六丁目1番20-402号 794836160 北播(加健)第303-86 令和3年1月13日 令和9年2月28日 令和3年1月13日
000028 4000179408 フラワーガーデン 675-2312 加西市北条町北条42-5 飲食店営業(4)その他 露店 小岩 一薫 北播(加健)第302-99 令和3年1月18日 令和8年2月28日 令和3年1月18日
000028 4000179423 VERO　cafe 679-1332 多可郡多可町加美区大袋110 795206357 そうざい製造業 一般 山本 真也 北播(加健)第302-100 令和3年1月20日 令和9年2月28日 令和3年1月20日
000028 4000179424 VERO　cafe 679-1332 多可郡多可町加美区大袋110 795206357 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 山本 真也 北播(加健)第302-101 令和3年1月20日 令和9年2月28日 令和3年1月20日
000028 4000179454 焼肉の和民　小野店 675-1367 小野市敷地町ナカヲ1502-10 1階 794646811 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ワタミ株式会社 代表取締役 清水 邦晃 144-0043 東京都大田区羽田一丁目1番3号 357372714 北播(加健)第301-84 令和3年1月20日 令和9年2月28日 令和3年1月20日
000028 4000179459 兵庫県立播磨農業高等学校　加西売店  （CCBJI受託） 675-2321 加西市北条町東高室1236 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 北播(加健)第302-103 令和3年1月20日 令和8年2月28日 令和3年1月20日
000028 4000179479 カラオケ喫茶チャコ 675-1379 小野市上本町80-8 飲食店営業(4)その他 一般 柴垣 静子 北播(加健)第301-85 令和3年1月20日 令和9年2月28日 令和3年1月20日
000028 4000179499 フジワラポートリーファーム 673-0516 三木市志染町御坂442 794873707 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 礼布 北播(加健)第303-87 令和3年1月25日 令和9年2月28日 令和3年1月25日
000028 4000179502 セブン-イレブン西脇高田井町店 677-0016 西脇市高田井町897 795240171 飲食店営業(4)その他 一般 藤田 和昌 北播(加健)第302-104 令和3年1月26日 令和10年2月29日 令和3年1月26日
000028 4000179517 たこ焼き　МＡＲＵ 677-0054 西脇市野村町1796-33 飲食店営業(4)その他 一般 福井 克英 北播(加健)第302-108 令和3年1月26日 令和9年2月28日 令和3年1月26日
000028 4000179518 ㈱エス・ジー・シー　加西　事務所横  (CCBJI受託) 675-2101 加西市繁昌町534 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 北播(加健)第302-109 令和3年1月26日 令和8年2月28日 令和3年1月26日
000028 4000179519 とら壱 675-1378 小野市王子町785-5 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北播(加健)第301-86 令和3年1月25日 令和9年2月28日 令和3年1月25日
000028 4000179526 Almonde 673-0552 三木市志染町中自由が丘3-43-6 794856988 飲食店営業(4)その他 一般 常深 陽一 北播(加健)第303-89 令和3年1月26日 令和9年2月28日 令和3年1月26日
000028 4000179544 キッサ　カラオケ　ニャンにゃん 679-1124 多可郡多可町中区森本805-10 795322981 飲食店営業(4)その他 一般 畑 純司 北播(加健)第302-110 令和3年1月28日 令和9年2月28日 令和3年1月28日
000028 4000179546 イオンリテール株式会社　イオン加西北条店  従業員食堂 675-2312 加西市北条町北条308-1 790453500 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126500 北播(加健)第302-111 令和3年1月28日 令和9年2月28日 令和3年1月28日
000028 4000179552 にじいろ 673-0433 三木市福井1-4-41 ２F 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社カントリーホーム 取締役 山上 元子 673-0433 兵庫県三木市福井一丁目4番41号 北播(加健)第303-90 令和3年1月28日 令和9年2月28日 令和3年1月28日
000028 4000179555 イオン三木店  （寿司４階） 673-0404 三木市大村字砂163 794833155 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126000 北播(加健)第303-91 令和3年1月27日 令和9年2月28日 令和3年1月27日
000028 4000179562 みんなの家「あじさい」 677-0024 西脇市嶋317 795388220 菓子製造業 一般 柳田 みどり 北播(加健)第302-112 令和3年1月29日 令和9年2月28日 令和3年1月29日
000028 4000179604 39Café 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 井上 紗貴子 北播(加健)第302-113 令和3年2月4日 令和8年2月28日 令和3年2月4日
000028 4000179605 39Café 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 井上 紗貴子 北播(加健)第302-114 令和3年2月4日 令和8年2月28日 令和3年2月4日
000028 4000179625 リターン 673-0433 三木市福井3-7-38 794830681 飲食店営業(4)その他 一般 森 正人 北播(加健)第303-92 令和3年2月4日 令和10年2月29日 令和3年2月4日
000028 4000179656 お菓子工房Ａｌｉｃｅ 673-1115 三木市吉川町大沢359-2 794722972 喫茶店営業 一般 株式会社吉川交通 代表取締役 武田 茂雄 673-1129 兵庫県三木市吉川町渡瀬178-1 794722666 北播(加健)第303-93 令和3年2月8日 令和9年2月28日 令和3年2月8日
000028 4000179683 ＳＡＮＴＡ00ＳＡＮＴＡ 673-0516 三木市志染町御坂627-1 794605062 飲食店営業(4)その他 一般 福本 正恵 北播(加健)第303-94 令和3年2月12日 令和9年2月28日 令和3年2月12日
000028 4000179686 麺屋　志玲 679-0211 加東市上滝野字芝崎234-2 795484850 そうざい製造業 一般 中村 誠 北播(加健)第301-87 令和3年2月10日 令和9年2月28日 令和3年2月10日
000028 4000179687 麺屋　志玲 679-0211 加東市上滝野字芝崎234-2 795484850 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 中村 誠 北播(加健)第301-88 令和3年2月10日 令和9年2月28日 令和3年2月10日
000028 4000179688 麺屋　志玲 679-0211 加東市上滝野字芝崎234-2 795484850 魚介類販売業 一般 中村 誠 北播(加健)第301-89 令和3年2月10日 令和9年2月28日 令和3年2月10日
000028 4000179714 イケメン大集合 675-1366 小野市中島町547-1 794637273 菓子製造業 一般 株式会社ユニオン 代表取締役 井関 美和 651-0065 兵庫県神戸市中央区割塚通一丁目2番1-1402号 北播(加健)第301-90 令和3年2月15日 令和9年2月28日 令和3年2月15日
000028 4000179751 ごはん家カフェ　ＡＯＩ 675-2312 加西市北条町北条128-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 直美 北播(加健)第302-118 令和3年2月22日 令和9年2月28日 令和3年2月22日
000028 4000179765 ちゃっぴーの小屋 675-1371 小野市黒川町67-2 飲食店営業(4)その他 一般 大西 計嘉 北播(加健)第301-91 令和3年2月19日 令和9年2月28日 令和3年2月19日
000028 4000179772 フレッシュバザール三木平田店 673-0405 三木市平田2-9-5 794831400 喫茶店営業 自動販売機 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 北播(加健)第303-98 令和3年2月18日 令和9年2月28日 令和3年2月18日
000028 4000179773 関西国際大学 三木キャンパス 食堂 673-0521 三木市志染町青山1-18 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 淀川食品株式会社 代表取締役 田村 隆 532-0036 大阪府大阪市淀川区三津屋中一丁目1番2号 663016831 北播(加健)第303-97 令和3年2月19日 令和10年2月29日 令和3年2月19日
000028 4000179774 岡田コーヒーストア 673-0434 三木市別所町小林734 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社岡田コーヒーストア 代表取締役 岡田 英敏 673-0552 兵庫県三木市志染町中自由が丘二丁目51番地107 794840379 北播(加健)第303-95 令和3年2月19日 令和9年2月28日 令和3年2月19日
000028 4000179775 岡田コーヒーストア 673-0434 三木市別所町小林734 菓子製造業 一般 株式会社岡田コーヒーストア 代表取締役 岡田 英敏 673-0552 兵庫県三木市志染町中自由が丘二丁目51番地107 794840379 北播(加健)第303-96 令和3年2月19日 令和9年2月28日 令和3年2月19日
000028 4000179793 こみせん比也野「へそ・で・ちゃ」 677-0033 西脇市鹿野町720-1 795240120 そうざい製造業 一般 藤井 琢己 北播(加健)第302-119 令和3年2月22日 令和9年2月28日 令和3年2月22日
000028 4000179809 りゅう月 677-0043 西脇市下戸田619 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森本 好文 北播(加健)第302-120 令和3年2月24日 令和9年2月28日 令和3年2月24日
000028 4000179846 すなっくＲｙｕ 675-2303 加西市北条町古坂1320 飲食店営業(4)その他 一般 小池 希代子 北播(加健)第302-121 令和3年2月26日 令和9年2月28日 令和3年2月26日
000028 4000179849 マックスバリュ社店 673-1463 加東市梶原333-1 795424520 喫茶店営業 自動販売機 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目3番52号 825358500 北播(加健)第301-92 令和3年2月25日 令和8年2月28日 令和3年2月25日
000028 4000179850 カフェ碧 673-0432 三木市上の丸町1-7 794699184 菓子製造業 一般 名田 寬之 北播(加健)第303-99 令和3年2月25日 令和9年2月28日 令和3年2月25日
000028 4000179867 ゆらの 673-1431 加東市社669 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 貴之 北播(加健)第301-93 令和3年2月25日 令和9年2月28日 令和3年2月25日
000028 4000179868 ゆらの 673-1431 加東市社669 菓子製造業 一般 田中 貴之 北播(加健)第301-94 令和3年2月25日 令和9年2月28日 令和3年2月25日
000028 4000179876 天狗ちゃん 677-0053 西脇市和布町262-11 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山上 美代子 北播(加健)第302-122 令和3年2月26日 令和9年2月28日 令和3年2月26日
000028 4000179894 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　Ｌｕｋｅ  （ピッツェリア　ルーク） 673-0404 三木市大村835-7 １ＦＣ号室 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ユレン ルーカス 北播(加健)第303-100 令和3年2月26日 令和9年2月28日 令和3年2月26日
000028 4000179911 キッチンオハナ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 岩森 正樹 北播(加健)第303-101 令和3年3月2日 令和8年5月31日 令和3年3月2日
000028 4000179926 たにい農園 673-1236 三木市吉川町東田834 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 谷井 啓人 北播(加健)第303-102 令和3年3月2日 令和9年5月31日 令和3年3月2日
000028 4000179937 西山牧場  チーズ工房 ＢＯＳＳ＆ＭＯＭ 673-1243 三木市吉川町豊岡427 794721026 乳製品製造業 一般 西山 幸成 北播(加健)第303-104 令和3年3月3日 令和9年5月31日 令和3年3月3日
000028 4000179948 株式会社ケスラー 673-0722 三木市細川町脇川446 794892700 菓子製造業 一般 株式会社ケスラー 代表取締役 ケスラーロナルドデビッド 673-0722 兵庫県三木市細川町脇川446番地 794892700 北播(加健)第303-105 令和3年3月4日 令和9年5月31日 令和3年3月4日
000028 4000179986 子午線や 673-0413 三木市大塚2-1-23 飲食店営業(4)その他 一般 石田 豊 北播(加健)第303-107 令和3年3月8日 令和9年5月31日 令和3年3月8日
000028 4000179987 丸亀製麺三木 673-0434 三木市別所町小林字釜ヶ谷734-16 794821125 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社丸亀製麺 代表取締役 山口 寛 150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番1号 342218900 北播(加健)第303-108 令和3年3月8日 令和9年5月31日 令和3年3月8日
000028 4000179988 マックスバリュ　加西中野店 675-2102 加西市中野町字上山1491-1 790498977 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目3番52号 825358500 北播(加健)第302-123 令和3年3月4日 令和10年5月31日 令和3年3月4日
000028 4000179989 マックスバリュ　加西中野店 675-2102 加西市中野町字上山1491-1 790498977 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目3番52号 825358500 北播(加健)第302-124 令和3年3月4日 令和10年5月31日 令和3年3月4日
000028 4000179990 マックスバリュ　加西中野店 675-2102 加西市中野町字上山1491-1 790498977 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目3番52号 825358500 北播(加健)第302-125 令和3年3月4日 令和10年5月31日 令和3年3月4日
000028 4000179991 マックスバリュ　加西中野店 675-2102 加西市中野町字上山1491-1 790498977 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目3番52号 825358500 北播(加健)第302-126 令和3年3月4日 令和10年5月31日 令和3年3月4日
000028 4000179992 マックスバリュ　加西中野店 675-2102 加西市中野町字上山1491-1 790498977 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目3番52号 825358500 北播(加健)第302-127 令和3年3月4日 令和10年5月31日 令和3年3月4日
000028 4000180016 西山牧場  アイスクリーム工房　BOSS＆MOM 673-1243 三木市吉川町豊岡427 794721026 乳製品製造業 一般 西山 農 北播(加健)第303-106 令和3年3月8日 令和9年5月31日 令和3年3月8日
000028 4000180020 マックスバリュ　加西中野店 675-2102 加西市中野町字上山1491-1 790498977 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目3番52号 825358500 北播(加健)第302-129 令和3年3月4日 令和10年5月31日 令和3年3月4日
000028 4000180021 マックスバリュ　加西中野店 675-2102 加西市中野町字上山1491-1 790498977 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目3番52号 825358500 北播(加健)第302-130 令和3年3月4日 令和10年5月31日 令和3年3月4日
000028 4000180022 マックスバリュ　加西中野店 675-2102 加西市中野町字上山1491-1 790498977 喫茶店営業 自動販売機 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目3番52号 825358500 北播(加健)第302-131 令和3年3月4日 令和9年5月31日 令和3年3月4日
000028 4000180038 カフェ　絆 675-2222 加西市坂本町1027-5 790488888 飲食店営業(4)その他 一般 社会福祉法人敬愛互助会 理事長 髙谷 敏 675-2222 兵庫県加西市坂本町1027番地5 790488888 北播(加健)第302-133 令和3年3月10日 令和10年5月31日 令和3年3月10日
000028 4000180064 Café　An 673-1107 三木市吉川町有安115 794730045 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 戸田 美知子 北播(加健)第303-110 令和3年3月15日 令和9年5月31日 令和3年3月15日
000028 4000180077 中華そば　やまたか 673-0534 三木市緑が丘町本町1-234-2 794708219 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山里 有喜 北播(加健)第303-111 令和3年3月15日 令和9年5月31日 令和3年3月15日
000028 4000180110 ラーメン　かんばし 677-0067 西脇市明楽寺町553 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷口 清利 北播(加健)第302-136 令和3年3月18日 令和9年5月31日 令和3年3月18日
000028 4000180111 水尾町まちづくり協議会　なでしこ 677-0066 西脇市水尾町603-1 795270701 菓子製造業 一般 長谷川 大一郎 北播(加健)第302-137 令和3年3月18日 令和9年5月31日 令和3年3月18日
000028 4000180112 キッチンオハナ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 岩森 正樹 北播(加健)第303-112 令和3年3月22日 令和8年5月31日 令和3年3月22日
000028 4000180113 たきっこ 679-0212 加東市下滝野1-98 795480528 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ミオ 取締役 佐藤 康宏 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家1036番地の3 794403852 北播(加健)第301-96 令和3年3月19日 令和9年5月31日 令和3年3月19日
000028 4000180146 キッチンオハナ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 岩森 正樹 北播(加健)第303-113 令和3年3月23日 令和8年5月31日 令和3年3月23日
000028 4000180150 テッパンスタンド 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社Ｇｏｚｏ　ｆｅｌｉｚ 代表取締役 矢野 裕也 654-0081 兵庫県神戸市須磨区高倉台六丁目9番3号 北播(加健)第301-98 令和3年3月23日 令和8年5月31日 令和3年3月23日
000028 4000180160 ゴーストキッチン　Ｊｏｋｅｒ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 清水 智子 北播(加健)第303-115 令和3年3月23日 令和8年5月31日 令和3年3月23日
000028 4000180162 花咲みベーカリー 673-0533 三木市緑が丘町東2-1-3 794609053 菓子製造業 一般 野田 慎吾 北播(加健)第303-114 令和3年3月23日 令和9年5月31日 令和3年3月23日
000028 4000180183 西脇市立学校給食センター 677-0035 西脇市上戸田55-3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社東洋食品 代表取締役 荻久保 英男 110-0015 東京都台東区東上野一丁目14番4号 338361291 北播(加健)第302-138 令和3年3月24日 令和10年5月31日 令和3年3月24日
000028 4000180184 kissa dot. 677-0068 西脇市落方町47-1 795205763 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社坂部土木 代表取締役 坂部 博行 677-0068 兵庫県西脇市落方町47番地の1 北播(加健)第302-139 令和3年3月24日 令和9年5月31日 令和3年3月24日
000028 4000180191 メフォス10570 673-0501 三木市志染町吉田824 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社メフォス 代表取締役 岡田 泰紀 107-0052 東京都港区赤坂二丁目23番1号 362347600 北播(加健)第303-116 令和3年3月24日 令和9年5月31日 令和3年3月24日
000028 4000180206 Lapin 675-2111 加西市桑原田町600-220 790498166 菓子製造業 一般 菅野 弘子 北播(加健)第302-141 令和3年3月24日 令和9年5月31日 令和3年3月24日
000028 4000180213 おやつ工房　ＴＯＩＣＨＩＹＡ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 株式会社ＲＩＳＩＮＧ 代表取締役 香月 肇 653-0882 兵庫県神戸市長田区長田天神町1-8-8 北播(加健)第301-99 令和3年3月24日 令和8年5月31日 令和3年3月24日
000028 4000180262 アイガー加東店 673-1464 加東市上中1-91 795428824 飲食店営業(4)その他 一般 西嶋パン株式会社 代表取締役 西嶋 直也 673-1445 兵庫県加東市大門340番地1 795420444 北播(加健)第301-101 令和3年3月29日 令和9年5月31日 令和3年3月29日
000028 4000180263 アイガー加東店 673-1464 加東市上中1-91 795428824 菓子製造業 一般 西嶋パン株式会社 代表取締役 西嶋 直也 673-1445 兵庫県加東市大門340番地1 795420444 北播(加健)第301-102 令和3年3月29日 令和9年5月31日 令和3年3月29日
000028 4000180265 兵庫県立社高等学校食堂 673-1461 加東市木梨1356-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山田 哲也 北播(加健)第301-105 令和3年3月30日 令和9年5月31日 令和3年3月30日
000028 4000180282 ＳＯＲＡ 673-1442 加東市出水313 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 村田 敦子 北播(加健)第301-106 令和3年3月29日 令和9年5月31日 令和3年3月29日
000028 4000180310 中村さんのおにぎり 673-1472 加東市上三草205 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中村 友加理 北播(加健)第301-107 令和3年3月31日 令和9年5月31日 令和3年3月31日
000028 4000180325 Ｂ＆Ｃ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 土山 賢志 北播(加健)第301-108 令和3年3月31日 令和8年5月31日 令和3年3月31日
000028 4000180343 メルカート美奈木台店 673-1117 三木市吉川町みなぎ台1-14-1 794931970 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社淡味 代表取締役 村津 徳昭 656-2311 兵庫県淡路市久留麻2204番地1 799709010 北播(加健)第303-1 令和3年4月5日 令和9年5月31日 令和3年4月5日
000028 4000180347 サルビア倶楽部三木広野 673-0541 三木市志染町広野1-265 794886017 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 メディアスケアフード株式会社 代表取締役 岩根 弘明 651-1101 兵庫県神戸市北区山田町小部字大平6番地の19 787788830 北播(加健)第303-5 令和3年4月5日 令和9年5月31日 令和3年4月5日
000028 4000180355 ＴＲＥＳＵＲ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 千田 祐哉 北播(加健)第302-1 令和3年4月6日 令和8年5月31日 令和3年4月6日
000028 4000180356 ＴＲＥＳＵＲ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 千田 祐哉 北播(加健)第302-2 令和3年4月6日 令和8年5月31日 令和3年4月6日
000028 4000180365 鳥料理　えん 677-0052 西脇市和田町530 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山下 秀樹 北播(加健)第302-3 令和3年4月6日 令和9年5月31日 令和3年4月6日
000028 4000180373 むすび亭 677-0044 西脇市上野216-1 795387660 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社城口商店 取締役 城口 安彦 679-0303 兵庫県西脇市黒田庄町前坂1575番地の1 795284595 北播(加健)第302-4 令和3年4月7日 令和9年5月31日 令和3年4月7日
000028 4000180378 兵庫教育大学附属学校給食調理場 673-1421 加東市山国2013-4 795402216 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一般財団法人学校福祉協会 代表理事 鴨下 一寿 112-0014 東京都文京区関口一丁目23番6号 352065201 北播(加健)第301-3 令和3年4月7日 令和10年5月31日 令和3年4月7日
000028 4000180411 URUMI gallery cafe 675-2402 加西市田谷町1265 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 草子 北播(加健)第302-6 令和3年4月12日 令和9年5月31日 令和3年4月12日
000028 4000180413 ワークミート 675-2431 加西市島町209-1 食肉処理業 一般 北村 猛 北播(加健)第302-8 令和3年4月12日 令和9年5月31日 令和3年4月12日
000028 4000180414 焼肉とステーキ専門　神戸牛衛門 675-2312 加西市北条町北条308-1イオンモール加西北条店2階フードコート内 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社なちゅらフーズ 代表取締役 中村 元樹 544-0015 大阪府大阪市生野区巽南一丁目５番２８号 667324128 北播(加健)第302-5 令和3年4月9日 令和9年5月31日 令和3年4月9日
000028 4000180459 ヒーチャックカリー 673-0533 三木市緑が丘町東1-1-24 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松浦 英毅 北播(加健)第303-6 令和3年4月14日 令和9年5月31日 令和3年4月14日
000028 4000180467 ジビエのヒデキ 677-0113 多可郡多可町八千代区俵田143 食肉処理業 一般 秋山 英紀 北播(加健)第302-9 令和3年4月15日 令和9年5月31日 令和3年4月15日
000028 4000180468 ジビエのヒデキ 677-0113 多可郡多可町八千代区俵田143 食肉販売業 一般 秋山 英紀 北播(加健)第302-10 令和3年4月15日 令和9年5月31日 令和3年4月15日
000028 4000180469 TAKAMI COFFEE 677-0043 西脇市下戸田128－1 795232208 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社キ・ボン 代表取締役 高見 佳祐 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町６５番地の１ 794258028 北播(加健)第302-11 令和3年4月15日 令和10年5月31日 令和3年4月15日
000028 4000180470 TAKAMI COFFEE 677-0043 西脇市下戸田128－1 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社キ・ボン 代表取締役 高見 佳祐 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町６５番地の１ 794258028 北播(加健)第302-12 令和3年4月15日 令和9年5月31日 令和3年4月15日
000028 4000180471 からあげ専門店　げんきや播州西脇店 677-0015 西脇市西脇885-32 795388543 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ビクトワール 代表取締役 岡本 裕男 671-1522 兵庫県揖保郡太子町矢田部24-3 792878152 北播(加健)第302-13 令和3年4月15日 令和9年5月31日 令和3年4月15日
000028 4000180524 加西神姫レストラン 675-2365 加西市畑町字松尾谷2772-6中国自動車道加西サービスエリア上り線 790424001 乳製品製造業 一般 神姫フードサービス株式会社 代表取締役 伊藤 克也 670-0965 兵庫県姫路市東延末三丁目50番地 792883835 北播(加健)第302-16 令和3年4月20日 令和9年5月31日 令和3年4月20日
000028 4000180525 加西サービスエリア営業所　特設たこやきコーナー 675-2365 加西市畑町字松尾谷口地内加西SA（下り線） 790424003 飲食店営業(4)その他 一般 シンエーフーヅ株式会社 代表取締役 宮内 賢二 650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通二丁目３番２号三共神戸ツインビル２階 783417117 北播(加健)第302-14 令和3年4月20日 令和9年5月31日 令和3年4月20日
000028 4000180526 加西サービスエリア営業所　特設たこやきコーナー 675-2365 加西市畑町字松尾谷口地内加西SA（下り線） 790424003 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー シンエーフーヅ株式会社 代表取締役 宮内 賢二 650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通二丁目３番２号三共神戸ツインビル２階 783417117 北播(加健)第302-15 令和3年4月20日 令和8年5月31日 令和3年4月20日
000028 4000180551 肉の大和 675-1325 小野市樫山町526-2 794636173 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社青山 代表取締役 青山 幸之助 675-1325 兵庫県小野市樫山町945番地の7 北播(加健)第301-4 令和3年4月22日 令和9年5月31日 令和3年4月22日
000028 4000180552 肉の大和 675-1325 小野市樫山町526-2 794636173 食肉販売業 一般 株式会社青山 代表取締役 青山 幸之助 675-1325 兵庫県小野市樫山町945番地の7 北播(加健)第301-5 令和3年4月22日 令和9年5月31日 令和3年4月22日
000028 4000180563 Peccot　Chiffon 673-0404 三木市大村254メゾンエトアール6ｰ102 菓子製造業 一般 牛尾 ちひろ 北播(加健)第303-7 令和3年4月22日 令和8年5月31日 令和3年4月22日
000028 4000180590 （有）守食品店 677-0103 多可郡多可町八千代区中村１６－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社守食品店 代表取締役 守 通正 653-0036 兵庫県神戸市長田区腕塚町五丁目５番１－８１１号 786119616 北播(加健)第302-18 令和3年4月27日 令和9年5月31日 令和3年4月27日
000028 4000180591 （有）守食品店 677-0103 多可郡多可町八千代区中村１６－１ 菓子製造業 一般 有限会社守食品店 代表取締役 守 通正 653-0036 兵庫県神戸市長田区腕塚町五丁目５番１－８１１号 786119616 北播(加健)第302-19 令和3年4月27日 令和9年5月31日 令和3年4月27日
000028 4000180592 （有）守食品店 677-0103 多可郡多可町八千代区中村１６－１ 豆腐製造業 一般 有限会社守食品店 代表取締役 守 通正 653-0036 兵庫県神戸市長田区腕塚町五丁目５番１－８１１号 786119616 北播(加健)第302-20 令和3年4月27日 令和9年5月31日 令和3年4月27日
000028 4000180609 uni 675-2412 加西市鍛治屋町82 790206385 酒類製造業 一般 Ｂｏｔａｎｉｃａｌ　Ｌｉｆｅ合同会社 代表社員 福永 淳平 675-2412 兵庫県加西市鍛治屋町字大畑ケ82番1 790206385 北播(加健)第302-22 令和3年4月27日 令和9年5月31日 令和3年4月27日
000028 4000180623 イオン三木店（水産寿司） 673-0404 三木市大村字砂163 794833155 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126000 北播(加健)第303-9 令和3年4月27日 令和10年5月31日 令和3年4月27日
000028 4000180645 三和マーク工業株式会社 675-2364 加西市窪田町500-1 790423711 喫茶店営業 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創士 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町２丁目５４番地 792365800 北播(加健)第302-21 令和3年4月27日 令和8年5月31日 令和3年4月27日
000028 4000180668 カフェレストラン　マリオネット 679-0212 加東市下滝野35-2 795483416 菓子製造業 一般 長谷川 正久 北播(加健)第301-6 令和3年4月27日 令和9年5月31日 令和3年4月27日
000028 4000180688 Ｍｉｓｕｚｕ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 三木 智美 北播(加健)第301-9 令和3年4月30日 令和8年5月31日 令和3年4月30日
000028 4000180689 Ｍａ．ｇｏ．ｗａ 673-1341 加東市南山2-3-19　シティコア105号 795475026 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｄ－ライト 代表取締役 中村 浩士 673-0404 兵庫県三木市大村348番地の1 794602525 北播(加健)第301-7 令和3年4月30日 令和9年5月31日 令和3年4月30日
000028 4000180690 季住（十三月の窓） 675-1361 小野市住吉町534 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福原 歩 北播(加健)第301-8 令和3年4月30日 令和10年5月31日 令和3年4月30日



000028 4000180694 あつまっ亭 679-0313 西脇市黒田庄町岡643 795285880 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 悟 北播(加健)第302-23 令和3年4月30日 令和9年5月31日 令和3年4月30日
000028 4000180727 丼丸けんちゃん 緑が丘店 673-0533 三木市緑が丘町東1-1-32 794886220 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中山 珠江 北播(加健)第303-11 令和3年4月30日 令和9年5月31日 令和3年4月30日
000028 4000180748 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋  三木別所店 673-0434 三木市別所町小林字釜ヶ谷734-16 794820551 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＤｏＤｏ 代表取締役 百々 晃敬 673-0434 兵庫県三木市別所町小林734番地の16 794820551 北播(加健)第303-14 令和3年5月7日 令和10年5月31日 令和3年5月7日
000028 4000180749 縁 675-1371 小野市黒川町1970 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上月 ゆかり 北播(加健)第301-10 令和3年5月7日 令和9年5月31日 令和3年5月7日
000028 4000180771 レークスワンカントリークラブ 673-1302 加東市秋津1990-89 795470511 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ファルコン 代表取締役 廣田 勝則 279-0031 千葉県浦安市舞浜1番地9 北播(加健)第301-11 令和3年5月7日 令和9年5月31日 令和3年5月7日
000028 4000180787 わが家 673-0531 三木市緑が丘町西1-10-10 794604784 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 森田 真悟 北播(加健)第303-16 令和3年5月11日 令和9年5月31日 令和3年5月11日
000028 4000180799 一華庵　い志川 673-0503 三木市志染町窟屋85-1 794888264 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石川 亮介 北播(加健)第303-15 令和3年5月12日 令和9年5月31日 令和3年5月12日
000028 4000180802 Carpenter's　Kitchen 679-0313 西脇市黒田庄町岡397 795206408 菓子製造業 一般 株式会社匠工房 代表取締役 藤原 由樹 679-0313 兵庫県西脇市黒田庄町岡397番地 795206408 北播(加健)第302-25 令和3年5月12日 令和9年5月31日 令和3年5月12日
000028 4000180803 チェリオ 677-0017 西脇市小坂町230 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 丸山 万代 北播(加健)第302-24 令和3年5月12日 令和9年5月31日 令和3年5月12日
000028 4000180849 Crib　Kitchen 673-0534 三木市緑が丘町本町1-236-2 飲食店営業(4)その他 一般 漣 眞美 北播(加健)第303-18 令和3年5月17日 令和9年5月31日 令和3年5月17日
000028 4000180862 ぜんカントリークラブ　ＩＮ売店 673-1402 加東市平木1310 795451171 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｋ＆Ｌ　Ｇｒｏｕｐ 代表取締役 久保田 佳典 650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通四丁目6番21号ジュネスビル4-2号室 787667667 北播(加健)第301-14 令和3年5月27日 令和9年5月31日 令和3年5月27日
000028 4000180863 ぜんカントリークラブ　ＯＵＴ売店 673-1402 加東市平木1310 795451171 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｋ＆Ｌ　Ｇｒｏｕｐ 代表取締役 久保田 佳典 650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通四丁目6番21号ジュネスビル4-2号室 787667667 北播(加健)第301-15 令和3年5月27日 令和9年5月31日 令和3年5月27日
000028 4000180867 兵庫あおの病院富士産業厨房 675-1327 小野市市場町926-453 794625533 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 富士産業株式会社 代表取締役 中村 勝彦 105-0004 東京都港区新橋五丁目３２番７号 354006111 北播(加健)第301-16 令和3年5月19日 令和10年5月31日 令和3年5月19日
000028 4000180872 birica　FRESH　STAND 673-0404 三木市大村字城ノ前530-1 飲食店営業(4)その他 一般 藤井 大輔 北播(加健)第303-19 令和3年5月20日 令和9年5月31日 令和3年5月20日
000028 4000180873 birica　FRESH　STAND 673-0404 三木市大村字城ノ前530-1 菓子製造業 一般 藤井 大輔 北播(加健)第303-20 令和3年5月20日 令和9年5月31日 令和3年5月20日
000028 4000180952 ブレンディックス株式会社東条工場 673-1341 加東市南山6-3-13 795470721 添加物製造業 一般 ブレンディックス株式会社 代表取締役 丸山 晶弘 673-1341 兵庫県加東市南山六丁目3番地13 795470721 北播(加健)第301-17 令和3年5月24日 令和10年5月31日 令和3年5月24日
000028 4000180956 Dolce SOGNI di SOGNI 673-0703 三木市細川町垂穂894-60 794835000 菓子製造業 一般 株式会社ネスタリゾート神戸 代表取締役 大川 二郞 673-0703 兵庫県三木市細川町垂穂894番地の60号 794835000 北播(加健)第303-21 令和3年5月24日 令和9年5月31日 令和3年5月24日
000028 4000180964 若者ターミナルスポットCOCOKARA 675-2312 加西市北条町北条402-5 菓子製造業 一般 加西市 加西市長 西村 和平 675-2311 兵庫県加西市北条町横尾１０００番地 790428706 北播(加健)第302-26 令和3年5月24日 令和9年5月31日 令和3年5月24日
000028 4000180974 petite fée 673-0541 三木市志染町広野1-146-6 飲食店営業(4)その他 一般 吉永 雪路 北播(加健)第303-22 令和3年5月25日 令和9年5月31日 令和3年5月25日
000028 4000181006 Void 675-2312 加西市北条町北条142-9 3F 790431525 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木立株式会社 代表取締役 伊藤 大悟 675-2312 兵庫県加西市北条町北条１４２番地の９、４F 790431525 北播(加健)第302-27 令和3年5月27日 令和9年5月31日 令和3年5月27日
000028 4000181025 アパチのセイロン　カレー 677-0054 西脇市野村町800-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社原自動車 代表取締役 大西 光男 677-0043 兵庫県西脇市下戸田４６２番地の１ 795222792 北播(加健)第302-28 令和3年5月28日 令和9年5月31日 令和3年5月28日
000028 4000181050 Koya bake stand 673-1401 加東市上鴨川136-1 菓子製造業 一般 小薮 郁江 北播(加健)第301-18 令和3年5月31日 令和8年5月31日 令和3年5月31日
000028 4000181051 Koya bake stand 673-1401 加東市上鴨川136-1 飲食店営業(4)その他 一般 小薮 郁江 北播(加健)第301-19 令和3年5月31日 令和8年5月31日 令和3年5月31日
000028 4000181054 魚国総本社・加東２７７７７ 673-1302 加東市秋津1990-89 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社魚国総本社 代表取締役 田所 伸浩 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町一丁目6番19号 664785700 北播(加健)第301-20 令和3年5月31日 令和9年5月31日 令和3年5月31日
000028 4000181057 弁当工房しげもと 673-1341 加東市南山2-3-19 104号 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社繁本精肉店 代表取締役 繁本 泰孝 673-1341 兵庫県加東市南山二丁目3番地15 795470038 北播(加健)第301-21 令和3年5月31日 令和9年5月31日 令和3年5月31日
000028 4000181122 卯月家 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店80L 中谷 益清 北播(加健)第303-23 令和3年6月1日 令和8年8月31日 令和3年6月1日
000028 4000181132 インドカレー　エレファント 675-2312 加西市北条町北条308-1イオンモール加西北条2F 790430558 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 GOPAL DATT NARAYAN DATT 北播(加健)第302-29 令和3年6月3日 令和10年8月31日 令和3年6月3日
000028 4000181153 焼鳥しゅう 679-0212 加東市下滝野4-130 飲食店営業(4)その他 一般 安田 修一 北播(加健)第301-22 令和3年6月4日 令和9年8月31日 令和3年6月4日
000028 4000181162 からあげ専門店　あげよし　三木店 673-0434 三木市別所町小林726-6 794708165 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社MAD 代表取締役 稲垣 諒 577-0836 大阪府東大阪市渋川町2-1-22 667480305 北播(加健)第303-25 令和3年6月7日 令和9年8月31日 令和3年6月7日
000028 4000181192 hanare...yuon 673-1234 三木市吉川町福吉61 794720584 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三木 博美 北播(加健)第303-26 令和3年6月10日 令和9年8月31日 令和3年6月10日
000028 4000181221 ｃａｆｅ－ａｕｇｕｓｔ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 井上 優子 北播(加健)第301-23 令和3年6月14日 令和8年8月31日 令和3年6月14日
000028 4000181244 古川営農 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 井上 令事 北播(加健)第301-24 令和3年6月14日 令和8年8月31日 令和3年6月14日
000028 4000181248 カラオケ　セブン 679-1135 多可郡多可町中区安坂81-5 飲食店営業(4)その他 一般 吉田 邦昭 北播(加健)第302-30 令和3年6月11日 令和9年8月31日 令和3年6月11日
000028 4000181270 神姫観光　姫おこバーガー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 神姫観光株式会社 代表取締役 兵働 忠志 670-0935 兵庫県姫路市北条口一丁目28番地 792241504 北播(加健)第301-25 令和3年6月14日 令和8年8月31日 令和3年6月14日
000028 4000181300 大阪王将西脇店 677-0052 西脇市和田町２５３ 795230088 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社サイドワンフードサービス 代表取締役 森脇 和成 677-0052 兵庫県西脇市和田町２５３番地 795234004 北播(加健)第302-31 令和3年6月17日 令和9年8月31日 令和3年6月17日
000028 4000181308 シルクハット 673-0532 三木市緑が丘町中1-8-18 794870008 飲食店営業(4)その他 一般 秋丸 りえ子 北播(加健)第303-28 令和3年6月17日 令和9年8月31日 令和3年6月17日
000028 4000181319 ファミリーマート三木広野店 673-0541 三木市志染町広野5-73-1 794878760 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 水田 依宏 北播(加健)第303-29 令和3年6月17日 令和9年8月31日 令和3年6月17日
000028 4000181343 ファミリーマート東条インターパーク店 673-1341 加東市南山1-5-3 795471015 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 株式会社夢街人とうじょう 代表取締役 土肥 富幸 673-1341 兵庫県加東市南山一丁目5番地3 795472400 北播(加健)第301-26 令和3年6月16日 令和9年8月31日 令和3年6月16日
000028 4000181392 ｃａｆｅ－ａｕｇｕｓｔ 675-1377 小野市葉多町614 794628145 菓子製造業 一般 井上 優子 北播(加健)第301-27 令和3年6月18日 令和9年8月31日 令和3年6月18日
000028 4000181406 中華そばHATTORI 677-0015 西脇市西脇939　1階B2号室 795232611 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 服部 啓史 北播(加健)第302-32 令和3年6月22日 令和9年8月31日 令和3年6月22日
000028 4000181455 きまぐれ 673-0534 三木市緑が丘町本町1-229-1　B102号 飲食店営業(4)その他 一般 弓木 亜希子 北播(加健)第303-30 令和3年6月24日 令和9年8月31日 令和3年6月24日
000028 4000181456 ３９ Café 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社Pita Link 代表取締役 森口 和樹 679-0303 兵庫県西脇市黒田庄町前坂1972番地 795202705 北播(加健)第302-35 令和3年6月24日 令和8年8月31日 令和3年6月24日
000028 4000181464 お惣菜　maikka 679-0316 西脇市黒田庄町大門124 そうざい製造業 一般 金高 妙子 北播(加健)第302-36 令和3年6月24日 令和9年8月31日 令和3年6月24日
000028 4000181465 焼肉鼓煌 679-1111 多可郡多可町中区鍛冶屋153-5 795321232 食肉販売業 一般 高山 浩二 北播(加健)第302-33 令和3年6月24日 令和9年8月31日 令和3年6月24日
000028 4000181466 677-0052 西脇市和田町473-5 795278888 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田原商事株式会社 代表取締役 李 金環 677-0052 兵庫県西脇市和田町４７３番地の５ 北播(加健)第302-34 令和3年6月24日 令和9年8月31日 令和3年6月24日
000028 4000181507 ル・パン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 株式会社スプレマシーPP 代表取締役 猪子 顕 673-0845 兵庫県明石市太寺四丁目１５番８号ら・カーサ太寺１F 789455361 北播(加健)第301-29 令和3年6月28日 令和8年8月31日 令和3年6月28日
000028 4000181517 ヤマヒデ食品株式会社 673-0443 三木市別所町巴29 794821858 水産製品製造業 一般 ヤマヒデ食品株式会社 代表取締役 村岡 亨祐 673-0443 兵庫県三木市別所町巴29番地 794821858 北播(加健)第303-31 令和3年6月25日 令和9年8月31日 令和3年6月25日
000028 4000181518 ｗａｃｃａ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 795208528 飲食店営業(4)その他 自動車80L 今中 希 北播(加健)第302-38 令和3年6月28日 令和8年8月31日 令和3年6月28日
000028 4000181583 ジャパン・イーエム・ソリューションズ株式会社  社員食堂 673-1447 加東市佐保35 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社東テスティパル 代表取締役 藤井 俊成 571-0045 大阪府門真市殿島町6番1号 669098181 北播(加健)第301-30 令和3年6月30日 令和10年8月31日 令和3年6月30日
000028 4000181589 株式会社ナリス化粧品　兵庫研修センター 673-0534 三木市緑が丘町本町2-5 794898000 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＬＥＯＣ 代表取締役 田島 利行 100-0004 東京都千代田区大手町一丁目1番3号 352208573 北播(加健)第303-32 令和3年6月29日 令和10年8月31日 令和3年6月29日
000028 4000181621 ASIA SHOP KIM BICH 673-1433 加東市松尾北角547-1 飲食店営業(4)その他 一般 VO THI KIM BICH 北播(加健)第301-31 令和3年6月30日 令和10年8月31日 令和3年6月30日
000028 4000181622 ASIA SHOP KIM BICH 673-1433 加東市松尾北角547-1 食肉販売業 一般 VO THI KIM BICH 北播(加健)第301-32 令和3年6月30日 令和10年8月31日 令和3年6月30日
000028 4000181626 麺屋一 673-0444 三木市別所町東這田字生木5-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中河 幹人 北播(加健)第303-33 令和3年6月30日 令和9年8月31日 令和3年6月30日
000028 4000181636 鼓 675-2211 加西市野田町393-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森田 吉彦 北播(加健)第302-39 令和3年7月5日 令和9年8月31日 令和3年7月5日
000028 4000181639 coffee&bar Pot 677-0052 西脇市和田町454-1 795221868 菓子製造業 一般 足立 珠希 北播(加健)第302-40 令和3年7月5日 令和9年8月31日 令和3年7月5日
000028 4000181645 ラー麺ずんどう屋　三木店 673-0404 三木市大村字城ノ前584 794828844 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＺＵＮＤ 代表取締役 寺田 昌弘 672-8044 兵庫県姫路市飾磨区下野田一丁目179番地 636548001 北播(加健)第303-34 令和3年7月5日 令和10年8月31日 令和3年7月5日
000028 4000181646 ままや 673-0533 三木市緑が丘町東1-1-20-5サンロードファイブビル 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 友弘 朱美 北播(加健)第303-35 令和3年7月2日 令和9年8月31日 令和3年7月2日
000028 4000181692 comfy room 673-1341 加東市南山4-1-3 飲食店営業(4)その他 一般 鈴木 直子 北播(加健)第301-33 令和3年7月7日 令和9年8月31日 令和3年7月7日
000028 4000181695 ふれあいマート 675-1301 小野市小田町1673-1 794603285 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石井 喜晴 北播(加健)第301-34 令和3年7月7日 令和9年8月31日 令和3年7月7日
000028 4000181709 古民家ゲストハウス指月庵 679-1324 多可郡多可町加美区轟393-1 飲食店営業(3)旅館 一般 佐々木 要子 北播(加健)第302-41 令和3年7月8日 令和9年8月31日 令和3年7月8日
000028 4000181710 バーガークレイジー 677-0015 西脇市西脇931-1 795235311 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社Ｂ．Ｃ 代表社員 上田 太 677-0015 兵庫県西脇市西脇９３１番地の１ 795235311 北播(加健)第302-42 令和3年7月8日 令和9年8月31日 令和3年7月8日
000028 4000181711 バーガークレイジー 677-0015 西脇市西脇931-1 795235311 食肉販売業 一般 合同会社Ｂ．Ｃ 代表社員 上田 太 677-0015 兵庫県西脇市西脇９３１番地の１ 795235311 北播(加健)第302-43 令和3年7月8日 令和9年8月31日 令和3年7月8日
000028 4000181754 マルクパージュ　多幸 673-1431 加東市社1126-1 795427855 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＭＡＲＱＵＥＰＡＧＥ 代表取締役 川畑 博之 675-1369 兵庫県小野市高田町1839番地の205 794689032 北播(加健)第301-35 令和3年7月12日 令和9年8月31日 令和3年7月12日
000028 4000181755 園田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 園田 守 北播(加健)第302-44 令和3年7月9日 令和8年8月31日 令和3年7月9日
000028 4000181785 えびす三木 673-0541 三木市志染町広野1-21 794871088 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社エス・エム・ケイ食品 代表取締役 小杉 光治 651-2111 兵庫県神戸市西区池上二丁目20-1 789645202 北播(加健)第303-37 令和3年7月12日 令和9年8月31日 令和3年7月12日
000028 4000181786 味彩苑ホースランド店 673-0435 三木市別所町高木　ホースランドパーク 794866680 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 東洋物産工業株式会社 代表取締役 東 孝次 673-0443 兵庫県三木市別所町巴21番1 794830007 北播(加健)第303-36 令和3年7月12日 令和9年8月31日 令和3年7月12日
000028 4000181790 東条の森カントリークラブ 673-1324 加東市新定字流尾2063-3 795461301 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社東条の森 代表取締役 三品 裕太 673-1324 兵庫県加東市新定字流尾2063番3 795461301 北播(加健)第301-36 令和3年7月12日 令和9年8月31日 令和3年7月12日
000028 4000181801 Total Beauty Salon Cafē&Bar Earth 675-1378 小野市王子町899－1F 794636007 飲食店営業(4)その他 一般 昇 晴子 北播(加健)第301-38 令和3年7月13日 令和9年8月31日 令和3年7月13日
000028 4000181806 ながさわ三木店 673-0415 三木市府内町2-24 794861222 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ナガサワ食品株式会社 代表取締役 長澤 正直 675-0103 兵庫県加古川市平岡町高畑490番地1 794252200 北播(加健)第303-39 令和3年7月13日 令和9年8月31日 令和3年7月13日
000028 4000181807 cobaco 673-1431 加東市社100-2 菓子製造業 一般 門脇 有希 北播(加健)第301-37 令和3年7月13日 令和9年8月31日 令和3年7月13日
000028 4000181817 ３９ Café 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社Ｐｉｔａ　Ｌｉｎｋ 代表取締役 森口 和樹 679-0303 兵庫県西脇市黒田庄町前坂１９７２番地 795202705 北播(加健)第302-45 令和3年7月15日 令和8年8月31日 令和3年7月15日
000028 4000181826 ながさわ加西店 675-2311 加西市北条町横尾354-1 790433555 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ナガサワ食品株式会社 代表取締役 長澤 正直 675-0103 兵庫県加古川市平岡町高畑490番地1 794252200 北播(加健)第302-47 令和3年7月16日 令和9年8月31日 令和3年7月16日
000028 4000181827 ラッキーステーキ加西店 675-2311 加西市北条町横尾297-1 790358031 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ナガサワ食品株式会社 代表取締役 長澤 正直 675-0103 兵庫県加古川市平岡町高畑490番地1 794252200 北播(加健)第302-48 令和3年7月16日 令和9年8月31日 令和3年7月16日
000028 4000181828 加西ドッグガーデン 675-2111 加西市桑原田町296-141 790493670 飲食店営業(4)その他 露店80L 新熊 明 北播(加健)第302-46 令和3年7月19日 令和8年8月31日 令和3年7月19日
000028 4000181830 インドネパールダイニングカフェ　ムナール 675-1367 小野市敷地町1502-10 794888183 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 アチャリヤ カマラギミレ 北播(加健)第301-39 令和3年7月16日 令和9年8月31日 令和3年7月16日
000028 4000181832 洋食のオーニシ　滝野社店 679-0204 加東市新町331 795387889 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 やき笑フードサービス株式会社 代表取締役 中作 晃祐 675-0122 兵庫県加古川市別府町別府705番地の1 794360022 北播(加健)第301-40 令和3年7月16日 令和9年8月31日 令和3年7月16日
000028 4000181906 鳥ノ大和 675-1325 小野市樫山町519-1 794646003 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 青山 満男 北播(加健)第301-42 令和3年7月19日 令和9年8月31日 令和3年7月19日
000028 4000181934 ＴＡＫＡ家 673-0512 三木市志染町井上147-5 794872331 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前田 智子 北播(加健)第303-40 令和3年7月20日 令和9年8月31日 令和3年7月20日
000028 4000181942 セブンイレブン　西脇寺内店 677-0022 西脇市寺内36 795241961 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 佐伯 あゆみ 北播(加健)第302-49 令和3年7月21日 令和10年8月31日 令和3年7月21日
000028 4000181968 廣野ゴルフ倶楽部　食堂 673-0541 三木市志染町広野7-3 794850123 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鈴木 一誠 北播(加健)第303-41 令和3年7月21日 令和9年8月31日 令和3年7月21日
000028 4000181989 Peccot　Chiffon 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 牛尾 ちひろ 北播(加健)第303-42 令和3年7月26日 令和8年8月31日 令和3年7月26日
000028 4000182003 Ｍｏｌｔｏ　Ｂｕｏｎｏ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 筒井 要 北播(加健)第301-43 令和3年7月28日 令和8年8月31日 令和3年7月28日
000028 4000182021 Joy's kitchen 675-1332 小野市中町224-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井上 明日香 北播(加健)第301-44 令和3年7月27日 令和9年8月31日 令和3年7月27日
000028 4000182030 キッチンオハナ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 松永 孝祐 北播(加健)第301-45 令和3年7月28日 令和8年8月31日 令和3年7月28日
000028 4000182241 寿しよし 679-1214 多可郡多可町加美区的場216-1 795351300 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉田 敏子 北播(加健)第302-51 令和3年8月4日 令和9年8月31日 令和3年8月4日
000028 4000182284 Patisserieマドレーヌ 675-2312 加西市北条町北条308-1 790453700 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 狩野 ロザリー 北播(加健)第302-52 令和3年8月6日 令和10年8月31日 令和3年8月6日
000028 4000182309 炉ばた焼　松屋 675-1344 小野市下来住町962-12 794635966 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中松 卓巳 北播(加健)第301-47 令和3年8月10日 令和9年8月31日 令和3年8月10日
000028 4000182318 キッチン　にゃんにゃん 673-0541 三木市志染町広野5-288 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松本 早苗 北播(加健)第303-43 令和3年8月10日 令和9年8月31日 令和3年8月10日
000028 4000182351 のびかんＨＯＵＳＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 玉野 美穂 北播(加健)第301-48 令和3年8月11日 令和8年8月31日 令和3年8月11日
000028 4000182368 車ラーメン　みやざき 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 794860717 飲食店営業(4)その他 自動車80L 宮﨑 幸治 北播(加健)第303-44 令和3年8月11日 令和8年8月31日 令和3年8月11日
000028 4000182379 すず屋 673-0532 三木市緑が丘町中1-13-10　ダイクビル1階 794872060 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鈴木 咲子 北播(加健)第303-45 令和3年8月12日 令和9年8月31日 令和3年8月12日
000028 4000182463 有限会社魚松 677-0016 西脇市高田井町80 795222222 漬物製造業 一般 有限会社魚松 代表取締役 長井 泰道 677-0052 兵庫県西脇市和田町634番地の131 795222222 北播(加健)第302-53 令和3年8月17日 令和9年8月31日 令和3年8月17日
000028 4000182477 有限会社川久 673-0431 三木市本町3-3-17 794821079 菓子製造業 一般 有限会社　川久 代表取締役 河合 健裕 673-0431 兵庫県三木市本町3-3-17 794821079 北播(加健)第303-46 令和3年8月16日 令和9年8月31日 令和3年8月16日
000028 4000182519 スナック＆バー　Ｍ 675-1371 小野市黒川町94-73ダイヤモンドビル4号 飲食店営業(4)その他 一般 村上 麻美 北播(加健)第301-50 令和3年8月23日 令和9年8月31日 令和3年8月23日
000028 4000182521 スナック＆バー　アンジー 675-1371 小野市黒川町94-73ダイヤモンドビル10号 飲食店営業(4)その他 一般 村上 麻美 北播(加健)第301-51 令和3年8月23日 令和9年8月31日 令和3年8月23日
000028 4000182553 有限会社玉木新雌 677-0015 西脇市西脇市比延町550-1 795388113 菓子製造業 一般 有限会社玉木新雌 代表取締役 玉木 幸恵 677-0015 兵庫県西脇市西脇市比延町５５０番地の１ 795388113 北播(加健)第302-54 令和3年8月23日 令和9年8月31日 令和3年8月23日
000028 4000182567 ながさわ道の駅みき店 673-0433 三木市福井字三木山2426番地先 794861131 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ナガサワ食品株式会社 代表取締役 東元 眞一 674-0074 兵庫県明石市魚住町清水2464番地1 794252200 北播(加健)第303-47 令和3年8月20日 令和10年8月31日 令和3年8月20日
000028 4000182587 コスモスライフ岡本壱番館 673-1323 加東市岡本1538 795408388 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｗｉｎｇ 代表取締役 甲斐 正訓 557-0054 大阪府大阪市西成区千本中二丁目12番16号 643983318 北播(加健)第301-52 令和3年8月25日 令和9年8月31日 令和3年8月25日
000028 4000182589 ファミリーマート　三木志染店 673-0541 三木市志染町広野1-30-1 794876606 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 福島 孝二 北播(加健)第303-48 令和3年8月25日 令和9年8月31日 令和3年8月25日
000028 4000182631 Arcobaleno 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 笹倉 宏哲 北播(加健)第302-55 令和3年8月26日 令和8年8月31日 令和3年8月26日
000028 4000182671 美味也 677-0061 西脇市合山町834-31 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小牧 美貴 北播(加健)第302-56 令和3年8月30日 令和9年8月31日 令和3年8月30日
000028 4000182672 よかわゴルフスクエアヴェルデ 673-1114 三木市吉川町吉安877-414 794721890 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第303-49 令和3年8月26日 令和8年8月31日 令和3年8月26日
000028 4000182694 キャンディー 675-1371 小野市黒川町94-185エメラルドビル5号 飲食店営業(4)その他 一般 横山 美加 北播(加健)第301-53 令和3年8月30日 令和9年8月31日 令和3年8月30日
000028 4000182697 ライフデリ加西・西脇店 675-2322 加西市北条町西高室466-3 790431150 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 合同会社ファーストケア 代表社員 山口 久志 675-2322 兵庫県加西市北条町西高室４６６－３ 790431150 北播(加健)第302-57 令和3年8月30日 令和9年8月31日 令和3年8月30日
000028 4000182729 Ｃafe’＆雑貨　きりきり 673-1337 加東市松沢761-257 飲食店営業(4)その他 一般 豊永 由香 北播(加健)第301-54 令和3年8月31日 令和9年8月31日 令和3年8月31日
000028 4000182826 ＣＯＴＯ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 定行 真由子 北播(加健)第302-59 令和3年9月7日 令和8年11月30日 令和3年9月7日
000028 4000182832 就労支援B型事業所  つばめのお家 673-0503 三木市志染町窟屋615-2 794871111 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人つばめのお家 理事 猶原 恵理 673-0503 兵庫県三木市志染町窟屋612番地の1 794871111 北播(加健)第303-50 令和3年9月3日 令和9年11月30日 令和3年9月3日
000028 4000182840 １piece　PIZZA 673-0541 三木市志染町広野5-301コーポ広野 794873777 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 エムズサロン株式会社 代表取締役 赤塚 直子 654-0151 兵庫県神戸市須磨区北落合二丁目7番5号 787959055 北播(加健)第303-51 令和3年9月6日 令和9年11月30日 令和3年9月6日
000028 4000182959 こだわり玉子と鳥料理専門　九州鳥若丸 675-2312 加西市北条町北条308-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社なちゅらフーズ 代表取締役 中村 元樹 544-0015 667324128 北播(加健)第302-60 令和3年9月13日 令和10年11月30日 令和3年9月13日
000028 4000182965 花屋ぼたん 673-0414 三木市芝町3-48 794738162 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三枝 元 北播(加健)第303-53 令和3年9月13日 令和9年11月30日 令和3年9月13日
000028 4000182972 旧小河家別邸 673-0431 三木市本町3-6-24 794838400 飲食店営業(4)その他 一般 一般社団法人三木市観光協会 代表理事 廣田 篤生 673-0431 兵庫県三木市本町二丁目2番10号 794838400 北播(加健)第303-52 令和3年9月13日 令和9年11月30日 令和3年9月13日
000028 4000182985 らー麺藤平　三木店 673-0404 三木市大村554-1 794707666 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社令和フードサービス 代表取締役 青木 惣一 569-1112 大阪府高槻市別所本町29番3号 726683445 北播(加健)第303-54 令和3年9月14日 令和9年11月30日 令和3年9月14日



000028 4000183157 松本号 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社白馬ＥＸアドベンチャー 代表取締役 有角 秀樹 399-9211 長野県北安曇郡白馬村大字神城7361番地8 261757898 北播(加健)第301-55 令和3年9月17日 令和8年11月30日 令和3年9月17日
000028 4000183162 士魂の玉 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 川井田 浩二 北播(加健)第303-55 令和3年9月21日 令和8年11月30日 令和3年9月21日
000028 4000183200 蔵・蔵 673-0532 三木市緑が丘町中1-9-34　2階 794840229 飲食店営業(4)その他 一般 冨田 千恵 北播(加健)第303-56 令和3年9月22日 令和9年11月30日 令和3年9月22日
000028 4000183264 フレッシュバザール加西店 675-2303 加西市北条町古坂6-61 790420310 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-8503 京都府福知山市字上紺屋１５番地 773220001 北播(加健)第302-61 令和3年9月22日 令和10年11月30日 令和3年9月22日
000028 4000183324 夢しちりん 675-1378 小野市王子町679-4 794629016 食肉販売業 一般 上月 格 北播(加健)第301-56 令和3年9月28日 令和9年11月30日 令和3年9月28日
000028 4000183357 西脇市立西脇病院 677-0043 西脇市下戸田652-1 795220111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 332873611 北播(加健)第302-62 令和3年9月30日 令和10年11月30日 令和3年9月30日
000028 4000183358 西脇市立西脇病院　職員食堂レストラン 677-0043 西脇市下戸田652-1 795220111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 332873611 北播(加健)第302-63 令和3年9月30日 令和10年11月30日 令和3年9月30日
000028 4000183399 焼き鳥ハウス　やしろ店 673-1431 加東市社338 飲食店営業(4)その他 一般 みのり農業協同組合 代表理事組合長 神澤 友重 673-1431 兵庫県加東市社1777番地の1 795425141 北播(加健)第301-57 令和3年9月29日 令和9年11月30日 令和3年9月29日
000028 4000183402 Rank 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 野口 智子 北播(加健)第301-58 令和3年9月30日 令和8年11月30日 令和3年9月30日
000028 4000183411 にぎやカフェ 677-0056 西脇市板波町150-3 795238030 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一般社団法人順悠会 代表理事 藤井 順子 677-0043 兵庫県西脇市下戸田５１１番地 795387555 北播(加健)第302-64 令和3年9月30日 令和9年11月30日 令和3年9月30日
000028 4000183412 にぎやカフェ 677-0056 西脇市板波町150-3 795238030 そうざい製造業 一般 一般社団法人順悠会 代表理事 藤井 順子 677-0043 兵庫県西脇市下戸田５１１番地 795387555 北播(加健)第302-65 令和3年9月30日 令和9年11月30日 令和3年9月30日
000028 4000183535 ダディーズベーカリー　三木工場 673-0433 三木市福井3-14-24 菓子製造業 一般 株式会社麦わら 代表取締役 村井 文仁 675-1115 兵庫県加古郡稲美町国岡1048番地 794975755 北播(加健)第303-57 令和3年10月4日 令和9年11月30日 令和3年10月4日
000028 4000183606 ＨＥＡＬＴＨＹ　ＣＨＯＩＣＥ 673-1114 三木市吉川町吉安220-1　A 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ＺＡＦＡＲ ＳＵＦＩＹＡＮ 北播(加健)第303-58 令和3年10月5日 令和9年11月30日 令和3年10月5日
000028 4000183607 かもめ食堂 679-0302 西脇市黒田庄町黒田1590-37 795201679 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 船橋 律子 北播(加健)第302-66 令和3年10月5日 令和9年11月30日 令和3年10月5日
000028 4000183608 かもめ食堂 679-0302 西脇市黒田庄町黒田1590-37 795201679 そうざい製造業 一般 船橋 律子 北播(加健)第302-67 令和3年10月5日 令和9年11月30日 令和3年10月5日
000028 4000183624 ＫＥＢＡＢ＆ＣＵＲＲＹ 673-1114 三木市吉川町吉安220-1　B 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ＺＡＦＡＲ　　ＳＵＦＩＹＡＮ 北播(加健)第303-59 令和3年10月5日 令和9年11月30日 令和3年10月5日
000028 4000183628 串カツ　よっちゃん 673-0402 三木市加佐283-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 村岡 義行 北播(加健)第303-60 令和3年10月5日 令和9年11月30日 令和3年10月5日
000028 4000183672 らーめん屋 675-2303 加西市北条町古坂6-169 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木村 祐磨 北播(加健)第302-68 令和3年10月6日 令和9年11月30日 令和3年10月6日
000028 4000183678 株式会社シンケールス関西工場 673-1341 加東市南山1-2-1 795475200 菓子製造業 一般 株式会社シンケールス 代表取締役 樫山 誠昭 651-0088 兵庫県神戸市中央区小野柄通六丁目1番9号 782726111 北播(加健)第301-59 令和3年10月6日 令和11年11月30日 令和3年10月6日
000028 4000183679 株式会社グラテス 673-1341 加東市南山1-2-1 795475200 菓子製造業 一般 株式会社グラテス 代表取締役 樫山 誠昭 675-1367 兵庫県小野市敷地町字マヘタ957番地 795475200 北播(加健)第301-60 令和3年10月6日 令和11年11月30日 令和3年10月6日
000028 4000183834 カラオケ　そら 677-0012 西脇市富吉南町249-39 飲食店営業(4)その他 一般 中山 エツ子 北播(加健)第302-69 令和3年10月13日 令和9年11月30日 令和3年10月13日
000028 4000183866 多可だんご 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 谷田 浩壽 北播(加健)第302-70 令和3年10月13日 令和8年11月30日 令和3年10月13日
000028 4000183891 ふくぱん 675-2426 加西市西野々町203-3 菓子製造業 一般 阿部 明美 北播(加健)第302-72 令和3年10月13日 令和9年11月30日 令和3年10月13日
000028 4000183913 北はりま旬菜館 677-0054 西脇市野村町800-1 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社北はりま旬菜館 代表取締役 篠田 泰弘 677-0054 兵庫県西脇市野村町８００番地の１ 795247900 北播(加健)第302-71 令和3年10月14日 令和8年11月30日 令和3年10月14日
000028 4000183914 ル・ナナン 675-1358 小野市粟生町654 794660636 漬物製造業 一般 上田 忠子 北播(加健)第301-61 令和3年10月13日 令和9年11月30日 令和3年10月13日
000028 4000183918 ボスマムカリー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 西山 農 北播(加健)第303-61 令和3年10月14日 令和8年11月30日 令和3年10月14日
000028 4000183953 ＨＡＣＣＨＡ　ＢＯＯＴＨ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L アクトＵ株式会社 代表取締役 田作 元宏 530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目3番1大阪駅前ビル4階 661954170 北播(加健)第301-62 令和3年10月15日 令和8年11月30日 令和3年10月15日
000028 4000184093 つけ鴨そば　〆そば屋本店 677-0054 西脇市野村町431 795387225 飲食店営業(3)旅館 一般 Ｇａｉａ　Ｊａｐａｎ株式会社 代表取締役 村上 明生 677-0054 兵庫県西脇市野村町431番地 795387225 北播(加健)第302-73 令和3年10月21日 令和9年11月30日 令和3年10月21日
000028 4000184113 ＳＵＫＩМＡ．ｄｏ 675-2312 加西市北条町北条364-3 790358567 飲食店営業(4)その他 一般 宮下 隆文 北播(加健)第302-74 令和3年10月21日 令和9年11月30日 令和3年10月21日
000028 4000184126 焼肉　正 679-0212 加東市下滝野1-120 795204234 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上田 正貴 北播(加健)第301-63 令和3年10月21日 令和9年11月30日 令和3年10月21日
000028 4000184127 焼肉　正 679-0212 加東市下滝野1-120 795204234 食肉販売業 一般 上田 正貴 北播(加健)第301-64 令和3年10月21日 令和9年11月30日 令和3年10月21日
000028 4000184166 西脇　大橋ラーメン 677-0044 西脇市上野432-7 795224886 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大石 達也 北播(加健)第302-75 令和3年10月22日 令和9年11月30日 令和3年10月22日
000028 4000184283 ＨＯＷＢＩ 675-1327 小野市市場町649-5 794631225 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 広瀬 浩美 北播(加健)第301-65 令和3年10月26日 令和9年11月30日 令和3年10月26日
000028 4000184284 ＨＯＷＢＩ 675-1327 小野市市場町649-5 794631225 菓子製造業 一般 広瀬 浩美 北播(加健)第301-66 令和3年10月26日 令和9年11月30日 令和3年10月26日
000028 4000184290 宅配クック123西脇店 677-0055 西脇市高松町570-1 795226888 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社神戸サンソ 代表取締役 岡野 洋太郎 658-0025 兵庫県神戸市東灘区魚崎南町三丁目2番2号 784530561 北播(加健)第302-76 令和3年10月26日 令和9年11月30日 令和3年10月26日
000028 4000184317 株式会社　元源 675-2451 加西市上万願寺町631-2 冷凍食品製造業 一般 株式会社元源 代表取締役 藤本 圭一朗 675-2451 兵庫県加西市上万願寺町1155番地 北播(加健)第302-77 令和3年10月27日 令和9年11月30日 令和3年10月27日
000028 4000184436 冨田精肉本店 673-1107 三木市吉川町有安才ヶ鼻40 794730329 食肉販売業 一般 有限会社冨田 代表取締役 冨田 孝昭 673-1107 兵庫県三木市吉川町有安21番地 794730002 北播(加健)第303-62 令和3年10月28日 令和9年11月30日 令和3年10月28日
000028 4000184447 浦井商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 浦井 光章 北播(加健)第302-78 令和3年10月29日 令和8年11月30日 令和3年10月29日
000028 4000184558 シーシャ 673-0402 三木市加佐268 飲食店営業(4)その他 一般 黒井 孝真 北播(加健)第303-64 令和3年11月2日 令和9年11月30日 令和3年11月2日
000028 4000184578 スナック　エゴイスト 673-0402 三木市加佐298-10 794709077 飲食店営業(4)その他 一般 山口 裕子 北播(加健)第303-63 令和3年11月2日 令和9年11月30日 令和3年11月2日
000028 4000184620 スタジオ　カラオケ　グレース 679-1124 多可郡多可町中区森本808-1 飲食店営業(4)その他 一般 畑 純司 北播(加健)第302-81 令和3年11月5日 令和9年11月30日 令和3年11月5日
000028 4000184623 和食さと　西脇店 677-0035 西脇市上戸田113 795241676 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 サトフードサービス株式会社 代表取締役 重里 政彦 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号大阪国際ビルディング30階 672223104 北播(加健)第302-79 令和3年11月5日 令和9年11月30日 令和3年11月5日
000028 4000184624 和食さと　西脇店 677-0035 西脇市上戸田113 795241676 食肉販売業 一般 サトフードサービス株式会社 代表取締役 重里 政彦 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号大阪国際ビルディング30階 672223104 北播(加健)第302-80 令和3年11月5日 令和9年11月30日 令和3年11月5日
000028 4000184675 リンゴリンゴ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 高部 佳幸 北播(加健)第302-82 令和3年11月10日 令和8年11月30日 令和3年11月10日
000028 4000184772 車麺屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 永代 佳亨 北播(加健)第303-65 令和3年11月11日 令和8年11月30日 令和3年11月11日
000028 4000184792 （株）椿本チエイン　兵庫工場　ＫＳＣ（CCBJI受託） 679-0105 加西市朝妻町東山1140 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 北播(加健)第302-83 令和3年11月12日 令和9年11月30日 令和3年11月12日
000028 4000184831 台湾料理　餃子菜屋 673-0404 三木市大村580-1 794832284 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 興茂株式会社 代表取締役 朱 慧星 762-0012 香川県坂出市林田町3133番地1 北播(加健)第303-66 令和3年11月12日 令和9年11月30日 令和3年11月12日
000028 4000184888 冨田精肉本店 673-1107 三木市吉川町有安21 794730002 食肉販売業 一般 有限会社冨田 代表取締役 冨田 孝昭 673-1107 兵庫県三木市吉川町有安21番地 794730002 北播(加健)第303-67 令和3年11月15日 令和9年11月30日 令和3年11月15日
000028 4000184910 富勝 673-1461 加東市木梨692 795421661 そうざい製造業 一般 臼井 勝 北播(加健)第301-67 令和3年11月15日 令和10年11月30日 令和3年11月15日
000028 4000184931 ながの食品 673-0424 三木市自由が丘本町3-14-5 794826669 水産製品製造業 一般 長野 泰久 北播(加健)第303-68 令和3年11月16日 令和10年11月30日 令和3年11月16日
000028 4000185064 別邸　極み 673-1415 加東市下久米111-4 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 畠山 裕紀 北播(加健)第301-68 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 4000185068 志ら川 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 白川 みどり 北播(加健)第303-69 令和3年11月19日 令和8年11月30日 令和3年11月19日
000028 4000185070 果実のせいか 679-0322 西脇市黒田庄町石原1230 795283595 菓子製造業 一般 大隅 延広 北播(加健)第302-85 令和3年11月19日 令和9年11月30日 令和3年11月19日
000028 4000185081 いづみ 675-2445 加西市殿原町494 790440594 食肉販売業 一般 北播(加健)第302-86 令和3年11月19日 令和9年11月30日 令和3年11月19日
000028 4000185082 いづみ 675-2445 加西市殿原町494 790440594 魚介類販売業 一般 北播(加健)第302-87 令和3年11月19日 令和9年11月30日 令和3年11月19日
000028 4000185088 おこのみアルカイダ 677-0052 西脇市和田町467-1 飲食店営業(4)その他 露店80L 徳岡 正己 北播(加健)第302-84 令和3年11月19日 令和8年11月30日 令和3年11月19日
000028 4000185123 きっさ＋ばる　ＳＵＭＩＣＡ 673-1431 加東市社1487-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 廣田 真奈己 北播(加健)第301-69 令和3年11月19日 令和9年11月30日 令和3年11月19日
000028 4000185207 和食さと　三木店 673-0403 三木市末広2-6-20 794835383 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 サトフードサービス株式会社 代表取締役 杉本 貴之 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号大阪国際ビルディング30階 677099905 北播(加健)第303-70 令和3年11月19日 令和9年11月30日 令和3年11月19日
000028 4000185208 和食さと　三木店 673-0403 三木市末広2-6-20 794835383 食肉販売業 一般 サトフードサービス株式会社 代表取締役 杉本 貴之 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号大阪国際ビルディング30階 677099905 北播(加健)第303-71 令和3年11月19日 令和9年11月30日 令和3年11月19日
000028 4000185209 cafe&bar KITO 677-0016 西脇市高田井町98 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 好岡 樹 北播(加健)第302-88 令和3年11月24日 令和9年11月30日 令和3年11月24日
000028 4000185245 ヤマソロ 675-1344 小野市下来住町887 794631681 菓子製造業 一般 株式会社ヤマソロ 代表取締役 山本 一郎 675-1344 兵庫県小野市下来住町887番地 794631681 北播(加健)第301-70 令和3年11月22日 令和9年11月30日 令和3年11月22日
000028 4000185286 セブン－イレブン社町社店 673-1431 加東市社1067-3 795427600 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 塚前 孝恵 北播(加健)第301-71 令和3年11月24日 令和10年11月30日 令和3年11月24日
000028 4000185573 株式会社森田泰商店 675-2312 加西市北条町北条367-1 790432340 水産製品製造業 一般 株式会社森田泰商店 代表取締役 山田 雅史 675-2312 兵庫県加西市北条町北条367番地1 790432340 北播(加健)第302-89 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 4000185574 株式会社森田泰商店 675-2312 加西市北条町北条367-1 790432340 菓子製造業 一般 株式会社森田泰商店 代表取締役 山田 雅史 675-2312 兵庫県加西市北条町北条367番地1 790432340 北播(加健)第302-90 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 4000185619 キッチンオハナテラス 673-0533 三木市緑が丘町東3-11-7 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社スマイルゲート 代表取締役 岩森 正樹 520-0515 滋賀県大津市八屋戸2217番地の48 北播(加健)第303-72 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 4000185620 スナック　Liberty 673-0431 三木市本町2-2-43 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社サクセスホーム 取締役 加藤 研二 673-0431 兵庫県三木市本町一丁目5番3号 794827761 北播(加健)第303-73 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 4000185654 山田酒造食品株式会社 679-0222 加東市高岡1033 795483153 漬物製造業 一般 山田酒造食品株式会社 代表取締役 山田 文彦 679-0222 兵庫県加東市高岡1033番地 795483153 北播(加健)第301-72 令和3年11月30日 令和10年11月30日 令和3年11月30日
000028 4000185655 山田酒造食品株式会社 679-0222 加東市高岡1033 795483153 密封包装食品製造業 一般 山田酒造食品株式会社 代表取締役 山田 文彦 679-0222 兵庫県加東市高岡1033番地 795483153 北播(加健)第301-73 令和3年11月30日 令和10年11月30日 令和3年11月30日
000028 4000185679 ながしお農場 673-1234 三木市吉川町福吉349 794721490 菓子製造業 一般 株式会社ながしお農場 代表取締役 永塩 有 673-1234 兵庫県三木市吉川町福吉３４９番地 794721490 北播(加健)第303-74 令和3年11月30日 令和9年11月30日 令和3年11月30日
000028 4000185680 ながしお農場 673-1234 三木市吉川町福吉349 794721490 密封包装食品製造業 一般 株式会社ながしお農場 代表取締役 永塩 有 673-1234 兵庫県三木市吉川町福吉３４９番地 794721490 北播(加健)第303-75 令和3年11月30日 令和9年11月30日 令和3年11月30日
000028 4000185797 ローソン加西満久町店 675-2432 加西市満久町字中野169-1 790450656 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社Ａ＆Ｎ 代表取締役 髙橋 明 675-1331 兵庫県小野市神明町628番地の4 794628257 北播(加健)第302-91 令和3年12月2日 令和10年2月29日 令和3年12月2日
000028 4000185878 ＩＮＤＩＡＮ　ＰＡＬＡＣＥ 673-0541 三木市志染町広野1-76 794841564 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ＢＵＤＨＡＴＨＯＫＩ　ＶＩＪＡＹＡ 北播(加健)第303-76 令和3年12月6日 令和10年2月29日 令和3年12月6日
000028 4000185886 バビロンベーカリー 677-0052 西脇市和田町192 795388960 菓子製造業 一般 ハイテム　ケイエイチ フマディ　アルベハデリ 北播(加健)第302-92 令和3年12月7日 令和10年2月29日 令和3年12月7日
000028 4000185920 シェ　トロワ 675-1316 小野市天神町80-1445 菓子製造業 一般 三好 三恵子 北播(加健)第301-74 令和3年12月7日 令和10年2月29日 令和3年12月7日
000028 4000185923 COCCO 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 大谷 幸子 北播(加健)第302-93 令和3年12月7日 令和9年2月28日 令和3年12月7日
000028 4000186109 Cafe Little 677-0016 西脇市高田井町1089 795388814 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤本 光太 北播(加健)第302-96 令和3年12月10日 令和10年2月29日 令和3年12月10日
000028 4000186110 Cafe Little 677-0016 西脇市高田井町1089 795388814 菓子製造業 一般 藤本 光太 北播(加健)第302-97 令和3年12月10日 令和10年2月29日 令和3年12月10日
000028 4000186287 焼肉ホルモン　ゆうじ 673-0541 三木市志染町広野1-132 794708878 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社三木北京閣 代表取締役 中山 勇士 673-0404 兵庫県三木市大村一丁目3番3号 794821843 北播(加健)第303-77 令和3年12月13日 令和10年2月29日 令和3年12月13日
000028 4000186288 焼肉ホルモン　ゆうじ 673-0541 三木市志染町広野1-132 794708878 食肉販売業 一般 有限会社三木北京閣 代表取締役 中山 勇士 673-0404 兵庫県三木市大村一丁目3番3号 794821843 北播(加健)第303-78 令和3年12月13日 令和10年2月29日 令和3年12月13日
000028 4000186322 華-Yakuzen 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 華尾 有紀 北播(加健)第303-79 令和3年12月14日 令和9年2月28日 令和3年12月14日
000028 4000186332 Ｍｏｌｔｅ　Ｇｒａｚｉｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 筒井 要 北播(加健)第301-75 令和3年12月14日 令和9年2月28日 令和3年12月14日
000028 4000186333 門前庵 679-1101 多可郡多可町中区門前243 飲食店営業(3)旅館 一般 藤本 雅也 北播(加健)第302-94 令和3年12月14日 令和10年2月29日 令和3年12月14日
000028 4000186334 Herbal Basket 679-1101 多可郡多可町中区門前242-3 795207576 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤本 由美子 北播(加健)第302-95 令和3年12月14日 令和10年2月29日 令和3年12月14日
000028 4000186339 まぐろの村井 677-0054 西脇市野村町800-1 そうざい製造業 一般 Ｊ．ＰＬ株式会社 代表取締役 田原 一成 679-0211 兵庫県加東市上滝野234番地西昌ビル1Ｆ 795203684 北播(加健)第302-103 令和3年12月15日 令和10年2月29日 令和3年12月15日
000028 4000186350 ＴＨＡＩ　ＨＡ　ＱＵＡＮ　西脇店 677-0052 西脇市和田町454-1テナントムラカミ2号 食肉販売業 一般 NGUYEN　THI THU HA 北播(加健)第302-104 令和3年12月15日 令和10年2月29日 令和3年12月15日
000028 4000186356 株式会社ハローズ　西脇店 677-0043 西脇市下戸田60-1 795248686 魚介類販売業 一般 株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤 利行 721-0973 広島県福山市南蔵王町六丁目26番7号 864831011 北播(加健)第302-98 令和3年12月15日 令和11年2月28日 令和3年12月15日
000028 4000186357 株式会社ハローズ　西脇店 677-0043 西脇市下戸田60-1 795248686 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤 利行 721-0973 広島県福山市南蔵王町六丁目26番7号 864831011 北播(加健)第302-99 令和3年12月15日 令和11年2月28日 令和3年12月15日
000028 4000186358 株式会社ハローズ　西脇店 677-0043 西脇市下戸田60-1 795248686 食肉販売業 一般 株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤 利行 721-0973 広島県福山市南蔵王町六丁目26番7号 864831011 北播(加健)第302-100 令和3年12月15日 令和11年2月28日 令和3年12月15日
000028 4000186359 株式会社ハローズ　西脇店 677-0043 西脇市下戸田60-1 795248686 菓子製造業 一般 株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤 利行 721-0973 広島県福山市南蔵王町六丁目26番7号 864831011 北播(加健)第302-101 令和3年12月15日 令和11年2月28日 令和3年12月15日
000028 4000186360 株式会社ハローズ　西脇店 677-0043 西脇市下戸田60-1 795248686 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤 利行 721-0973 広島県福山市南蔵王町六丁目26番7号 864831011 北播(加健)第302-102 令和3年12月15日 令和10年2月29日 令和3年12月15日
000028 4000186383 ハゲタコ焼き 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 河嶋 章真 北播(加健)第301-76 令和3年12月16日 令和9年2月28日 令和3年12月16日
000028 4000186406 炭火焼鳥　よりみち 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 佐伯 美和 北播(加健)第302-106 令和3年12月16日 令和9年2月28日 令和3年12月16日
000028 4000186412 株式会社ハローズ　西脇店 677-0043 西脇市下戸田60-1 795248686 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤 利行 721-0973 広島県福山市南蔵王町六丁目26番7号 864831011 北播(加健)第302-107 令和3年12月15日 令和10年2月29日 令和3年12月15日
000028 4000186435 ＺＥＲＯ×ＫＩＴＣＨＥＮ 673-1462 加東市藤田944-611 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 水口 正 北播(加健)第301-77 令和3年12月17日 令和10年2月29日 令和3年12月17日
000028 4000186490 あぜ豆や 673-0703 三木市細川町垂穂188 菓子製造業 一般 橋爪 義孝 北播(加健)第303-80 令和3年12月20日 令和10年2月29日 令和3年12月20日
000028 4000186582 ＢＦＳゴルフアカデミー 673-0503 三木市志染町窟屋994-1 794607106 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＨＹＴＩ 代表取締役 山本 英樹 673-0503 兵庫県三木市志染町窟屋994番地1 794607106 北播(加健)第303-81 令和3年12月22日 令和10年2月29日 令和3年12月22日
000028 4000186606 いえろーみれっと 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 小倉 ひろみ 北播(加健)第301-78 令和3年12月23日 令和9年2月28日 令和3年12月23日
000028 4000186792 そうさく料理　ろく 675-1378 小野市王子町9-3 794888642 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＲＯＣＫ 代表取締役 岩崎 巧弥 675-1336 兵庫県小野市下大部町896番地1 北播(加健)第301-79 令和4年1月4日 令和10年2月29日 令和4年1月4日
000028 4000186883 村正 677-0039 西脇市上比延町1019-1 795231915 魚介類販売業 一般 村上 正三 北播(加健)第302-108 令和4年1月7日 令和10年2月29日 令和4年1月7日
000028 4000186893 誉田成子 675-2425 加西市池上町184 790451289 漬物製造業 一般 譽田 成子 北播(加健)第302-109 令和4年1月11日 令和10年2月29日 令和4年1月11日
000028 4000186946 キッチン番長　ひまわり 675-1375 小野市西本町464-16 794638787 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 安藤 早知子 北播(加健)第301-80 令和4年1月14日 令和10年2月29日 令和4年1月14日
000028 4000186997 TAKAMI COFFEE 677-0043 西脇市下戸田128－1 795232208 菓子製造業 一般 株式会社キ・ボン 代表取締役 高見 佳祐 675-0066 兵庫県加古川市加古川町寺家町６５番地の１ 794258028 北播(加健)第302-110 令和4年1月20日 令和11年2月28日 令和4年1月20日
000028 4000187031 株式会社ネクストワンズソリューション 673-0434 三木市別所町小林681-6 794738726 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社ネクストワンズソリューション 代表取締役 森田 素彰 673-0434 兵庫県三木市別所町小林681番地6 794738726 北播(加健)第303-82 令和4年1月21日 令和11年2月28日 令和4年1月21日
000028 4000187079 ＫＯＯＬ 673-0404 三木市大村163-6　藤本ビル地下1階 飲食店営業(4)その他 一般 福岡 卓哉 北播(加健)第303-83 令和4年1月24日 令和10年2月29日 令和4年1月24日
000028 4000187091 七福 675-2311 加西市北条町横尾1-15-1 790278111 そうざい製造業 一般 株式会社Ｓｅｖｅｎ－Ｌｅａｆ　Ｃｌｏｖｅｒ 代表取締役 岡 正人 675-2311 兵庫県加西市北条町横尾一丁目１５番地１－１号 790358284 北播(加健)第302-111 令和4年1月26日 令和10年2月29日 令和4年1月26日
000028 4000187108 ファミリーマート小野樫山店 675-1325 小野市樫山町530-1 794640105 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 福島 孝二 北播(加健)第301-81 令和4年1月25日 令和10年2月29日 令和4年1月25日
000028 4000187176 Ｂｅａｎｓ　ｍａｍａ 673-0521 三木市志染町青山1-4-6 794855431 菓子製造業 一般 藤木 栄江 北播(加健)第303-85 令和4年1月31日 令和10年2月29日 令和4年1月31日
000028 4000187178 Ｄｉāｎａ 673-0402 三木市加佐273-2-6 794602582 菓子製造業 一般 長池 苗 北播(加健)第303-84 令和4年1月31日 令和10年2月29日 令和4年1月31日
000028 4000187210 バーガークレイジー 677-0015 西脇市西脇931-1 795235311 菓子製造業 一般 合同会社Ｂ．Ｃ 代表社員 上田 太 677-0015 兵庫県西脇市西脇９３１番地の１ 795235311 北播(加健)第302-112 令和4年2月2日 令和10年2月29日 令和4年2月2日
000028 4000187218 出張　海彦亭 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 迫田 健生 北播(加健)第301-83 令和4年2月2日 令和9年2月28日 令和4年2月2日
000028 4000187244 小野絶好調らーめん 675-1363 小野市古川町75-2 794738343 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｄｅｆｉ 代表取締役 北川 勝一 675-1331 兵庫県小野市神明町417番地の7 北播(加健)第301-82 令和4年2月4日 令和10年2月29日 令和4年2月4日
000028 4000187255 uni 675-2412 加西市鍛治屋町82 790206385 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 Ｂｏｔａｎｉｃａｌ　Ｌｉｆｅ合同会社 代表社員 福永 淳平 675-2412 兵庫県加西市鍛治屋町字大畑ケ82番1 790206385 北播(加健)第302-113 令和4年2月4日 令和10年2月29日 令和4年2月4日



000028 4000187338 竹とんぼ 673-0741 三木市口吉川町殿畑20-5 794895151 漬物製造業 一般 武田 憲明 北播(加健)第303-86 令和4年2月7日 令和10年2月29日 令和4年2月7日
000028 4000187339 竹とんぼ 673-0741 三木市口吉川町殿畑20-5 794895151 そうざい製造業 一般 武田 憲明 北播(加健)第303-87 令和4年2月7日 令和10年2月29日 令和4年2月7日
000028 4000187347 ゆらの 673-1431 加東市社669 そうざい製造業 一般 田中 貴之 北播(加健)第301-84 令和4年2月15日 令和10年2月29日 令和4年2月15日
000028 4000187359 株式会社アクティブフィールド 677-0114 多可郡多可町八千代区仕出原697-15 795371177 食肉販売業 一般 株式会社アクティブフィールド 代表取締役 真鍋 千織 677-0114 兵庫県多可郡多可町八千代区仕出原697番地15 795371177 北播(加健)第302-114 令和4年2月14日 令和10年2月29日 令和4年2月14日
000028 4000187360 株式会社アクティブフィールド 677-0114 多可郡多可町八千代区仕出原697-15 795371177 密封包装食品製造業 一般 株式会社アクティブフィールド 代表取締役 真鍋 千織 677-0114 兵庫県多可郡多可町八千代区仕出原697番地15 795371177 北播(加健)第302-115 令和4年2月14日 令和10年2月29日 令和4年2月14日
000028 4000187380 空華路 677-0054 西脇市野村町351 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡原 征史 北播(加健)第302-116 令和4年2月15日 令和10年2月29日 令和4年2月15日
000028 4000187383 イタリア食堂　バンビーノ 675-1379 小野市上本町195-10 794638030 菓子製造業 一般 杉内 一也 北播(加健)第301-85 令和4年2月14日 令和10年2月29日 令和4年2月14日
000028 4000187447 加西インターカントリークラブ 675-2442 加西市中富町1668 790440361 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ＫＩＣ株式会社 代表取締役 今本 伸二 675-2442 兵庫県加西市中富町1668番地 790440361 北播(加健)第302-117 令和4年2月15日 令和10年2月29日 令和4年2月15日
000028 4000187468 お菓子のしごと 675-1355 小野市新部町1053-5 菓子製造業 一般 岩本 明美 北播(加健)第301-86 令和4年2月18日 令和10年2月29日 令和4年2月18日
000028 4000187470 Ambra 675-1371 小野市黒川町2081 飲食店営業(4)その他 一般 中村 勇 北播(加健)第301-87 令和4年2月18日 令和10年2月29日 令和4年2月18日
000028 4000187484 あじさいグループ 679-1211 多可郡多可町加美区寺内251 795201263 漬物製造業 一般 吉川 千鶴子 北播(加健)第302-118 令和4年2月18日 令和10年2月29日 令和4年2月18日
000028 4000187485 ＮＡＧＯＭＩ 679-1212 多可郡多可町加美区西脇532 795218181 飲食店営業(3)旅館 一般 大瀬戸 宏文 北播(加健)第302-119 令和4年2月22日 令和10年2月29日 令和4年2月22日
000028 4000187497 あかね亭 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 水島 美穂 北播(加健)第303-88 令和4年2月18日 令和9年2月28日 令和4年2月18日
000028 4000187499 チーズ＆ピザレストラン　ＢＯＳＳ＆ＭＯＭ 673-1243 三木市吉川町豊岡427 794721026 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西山 幸成 北播(加健)第303-89 令和4年2月22日 令和10年2月29日 令和4年2月22日
000028 4000187510 神戸　小麦庵 673-0402 三木市加佐763-5 794836160 菓子製造業 一般 株式会社アクティブ 代表取締役 田仲 明美 654-0081 兵庫県神戸市須磨区高倉台六丁目1番20-402号 794836160 北播(加健)第303-90 令和4年2月22日 令和10年2月29日 令和4年2月22日
000028 4000187525 GH　SALAD 675-1331 小野市神明町184-8 飲食店営業(4)その他 一般 久保田 明子 北播(加健)第301-88 令和4年2月28日 令和10年2月29日 令和4年2月28日
000028 4000187544 西嶋や 673-1403 加東市下鴨川121 795450125 漬物製造業 一般 西嶋 富代 北播(加健)第301-89 令和4年2月25日 令和10年2月29日 令和4年2月25日
000028 4000187567 キッチンオハナ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社スマイルゲート 代表取締役 岩森 正樹 520-0515 滋賀県大津市八屋戸2217番地の48 北播(加健)第301-90 令和4年2月28日 令和9年2月28日 令和4年2月28日
000028 4000187568 カラオケ喫茶　花 675-2432 加西市満久町176-5 飲食店営業(4)その他 一般 赤松 美鈴 北播(加健)第302-121 令和4年2月28日 令和10年2月29日 令和4年2月28日
000028 4000187572 ローソン加西北条西高室店 675-2322 加西市北条町西高室540-1 790433424 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社川端商店 代表取締役 川端 芳文 675-1115 兵庫県加古郡稲美町国岡六丁目４８番地 794970670 北播(加健)第302-122 令和4年2月28日 令和11年2月28日 令和4年2月28日
000028 4000187573 マイスター工房八千代 677-0103 多可郡多可町八千代区中村46-1 795305516 そうざい製造業 一般 藤原 隆子 北播(加健)第302-120 令和4年2月28日 令和10年2月29日 令和4年2月28日
000028 4000187599 Ｔｅ Ｋａｒｅａ 673-0403 三木市末広1-13-30 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社三成 原 初實 673-0403 兵庫県三木市末広1丁目13-30 北播(加健)第303-92 令和4年2月28日 令和10年2月29日 令和4年2月28日
000028 4000187630 真はろ 675-2303 加西市北条町古坂1313-102 790205186 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 栁 真史 北播(加健)第302-123 令和4年3月3日 令和10年5月31日 令和4年3月3日
000028 4000187642 うららか・のうえん 実里 673-0751 三木市口吉川町里脇784 794883310 菓子製造業 一般 株式会社実里 代表取締役 大西 庸市 673-0751 兵庫県三木市口吉川町里脇780番地 794881177 北播(加健)第303-91 令和4年3月3日 令和10年5月31日 令和4年3月3日
000028 4000187741 内橋ラーメン 677-0003 西脇市西田町113-3 795223922 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 池田 耕造 北播(加健)第302-125 令和4年3月8日 令和10年5月31日 令和4年3月8日
000028 4000187766 市立加西病院 675-2311 加西市北条町横尾1-13 790422200 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 332873611 北播(加健)第302-126 令和4年3月11日 令和11年5月31日 令和4年3月11日
000028 4000187779 特別養護老人ホームグリーンホーム三木 673-0422 三木市与呂木683-397 794861212 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 332873611 北播(加健)第303-93 令和4年3月11日 令和11年5月31日 令和4年3月11日
000028 4000187795 足立醸造第二工場 679-1212 多可郡多可町加美区西脇河原田86 795350031 みそ又はしょうゆ製造業 一般 足立醸造株式会社 代表取締役 足立 裕 679-1212 兵庫県多可郡多可町加美区西脇112番地 795350031 北播(加健)第302-127 令和4年3月11日 令和10年5月31日 令和4年3月11日
000028 4000187818 台湾料理　鴻福楼 675-2432 加西市満久町76 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 隆達株式会社 代表取締役 楊 福強 675-2432 兵庫県加西市満久町76番地 北播(加健)第302-128 令和4年3月14日 令和10年5月31日 令和4年3月14日
000028 4000187833 ちいさな森～CAMP VILLAGE～ 673-1403 加東市下鴨川602-140 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佐伯 𠮷治 北播(加健)第301-91 令和4年3月14日 令和10年5月31日 令和4年3月14日
000028 4000187835 SAHARA　アジアンレストラン＆バー 673-0551 三木市志染町西自由が丘1丁目486-2 794707588 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 JAAL合同会社 代表社員 パタク・チェトリ・アチャリヤ・ニル・クマリ 673-0551 兵庫県三木市志染町西自由が丘一丁目486番地の2 北播(加健)第303-94 令和4年3月14日 令和10年5月31日 令和4年3月14日
000028 4000187848 すき家　加東上中店 673-1464 加東市上中203-1 795388768 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南2丁目18番1号 357838802 北播(加健)第301-92 令和4年3月16日 令和11年5月31日 令和4年3月16日
000028 4000187903 カラオケ喫茶ピカ 675-2213 加西市西笠原町514-3 790483576 飲食店営業(4)その他 一般 上杉 美津子 北播(加健)第302-129 令和4年3月16日 令和10年5月31日 令和4年3月16日
000028 4000187921 ネスタ串焼き 673-0703 三木市細川町垂穂894-60 794835000 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社ネスタリゾート神戸 代表取締役 大川 二郞 673-0703 兵庫県三木市細川町垂穂894番地の60号 794835000 北播(加健)第303-96 令和4年3月16日 令和9年5月31日 令和4年3月16日
000028 4000187929 株式会社ハローズ　小野店 675-1378 小野市王子町806-1 794638655 魚介類販売業 一般 株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤 利行 721-0973 広島県福山市南蔵王町六丁目26番7号 864831011 北播(加健)第301-93 令和4年3月16日 令和11年5月31日 令和4年3月16日
000028 4000187930 株式会社ハローズ　小野店 675-1378 小野市王子町806-1 794638655 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤 利行 721-0973 広島県福山市南蔵王町六丁目26番7号 864831011 北播(加健)第301-94 令和4年3月16日 令和11年5月31日 令和4年3月16日
000028 4000187931 株式会社ハローズ　小野店 675-1378 小野市王子町806-1 794638655 食肉販売業 一般 株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤 利行 721-0973 広島県福山市南蔵王町六丁目26番7号 864831011 北播(加健)第301-95 令和4年3月16日 令和11年5月31日 令和4年3月16日
000028 4000187932 株式会社ハローズ　小野店 675-1378 小野市王子町806-1 794638655 菓子製造業 一般 株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤 利行 721-0973 広島県福山市南蔵王町六丁目26番7号 864831011 北播(加健)第301-96 令和4年3月16日 令和11年5月31日 令和4年3月16日
000028 4000187934 株式会社ハローズ　小野店 675-1378 小野市王子町806-1 794638655 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤 利行 721-0973 広島県福山市南蔵王町六丁目26番7号 864831011 北播(加健)第301-97 令和4年3月16日 令和10年5月31日 令和4年3月16日
000028 4000187935 株式会社ハローズ　小野店 675-1378 小野市王子町806-1 794638655 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤 利行 721-0973 広島県福山市南蔵王町六丁目26番7号 864831011 北播(加健)第301-98 令和4年3月16日 令和10年5月31日 令和4年3月16日
000028 4000187987 まるちゃん 677-0015 西脇市西脇451 795222340 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 丸山 千重子 北播(加健)第302-130 令和4年3月18日 令和10年5月31日 令和4年3月18日
000028 4000188016 Ｂｏｒａｇｅ　菓子工房　ｅｎｆｏｕｒｎｅｒ 679-1212 多可郡多可町加美区西脇112-13 菓子製造業 一般 青山 加奈 北播(加健)第302-131 令和4年3月22日 令和10年5月31日 令和4年3月22日
000028 4000188038 海彦亭 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 迫田 亮太 北播(加健)第301-99 令和4年3月23日 令和10年5月31日 令和4年3月23日
000028 4000188047 ３２９４事業所  三木市立よかわ認定こども園 673-1117 三木市吉川町みなぎ台1-31-4 794731171 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 イフスコヘルスケア株式会社 代表取締役 髙石 清彦 553-0003 大阪府大阪市福島区福島七丁目15番26号 664583916 北播(加健)第303-95 令和4年3月23日 令和11年5月31日 令和4年3月23日
000028 4000188071 スイーツラボ　アンヌプリ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 川端 祐介 北播(加健)第301-100 令和4年3月23日 令和9年5月31日 令和4年3月23日
000028 4000188128 お好み焼き　まるちゃん 673-0552 三木市志染町中自由が丘1ｰ31 794851235 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 圓尾 仁志 北播(加健)第303-97 令和4年3月28日 令和10年5月31日 令和4年3月28日
000028 4000188135 こだわりとんかつ播　六白　三木店 673-0434 三木市別所町小林88-4 794820535 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 澄田 晋也 北播(加健)第303-98 令和4年3月28日 令和10年5月31日 令和4年3月28日
000028 4000188154 横浜中華　華星 675-2312 加西市北条町北条308-1 790431228 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社雲蘭 代表取締役 姜 云東 675-2324 兵庫県加西市北条町東南196番地の1サンライズ北条2号棟304号室 北播(加健)第302-135 令和4年3月29日 令和11年5月31日 令和4年3月29日
000028 4000188156 神戸やまだ屋　北条高等学校食堂 675-2241 加西市段下町847-5 790482311 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山田 哲也 北播(加健)第302-132 令和4年3月29日 令和11年5月31日 令和4年3月29日
000028 4000188158 北条鉄道応援隊　ぬくもり亭のだや 675-2231 加西市王子町154-4 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森田 香織 北播(加健)第302-134 令和4年3月29日 令和10年5月31日 令和4年3月29日
000028 4000188160 加西市地域活性化拠点施設　ｓoｒａかさい 675-2103 加西市鶉野町2274-11 790498100 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 神姫バス株式会社 代表取締役 長尾 真 670-0913 兵庫県姫路市西駅前町1番地 792231280 北播(加健)第302-133 令和4年3月29日 令和11年5月31日 令和4年3月29日
000028 4000188185 imo.dot 675-2241 加西市段下町60-1 飲食店営業(4)その他 一般 森田 吉彦 北播(加健)第302-136 令和4年3月30日 令和10年5月31日 令和4年3月30日
000028 4000188280 道の駅みき 673-0433 三木市福井字三木山2426先 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 トーヨーベンディング株式会社 代表取締役 大久保 智司 452-0839 愛知県名古屋市西区見寄町167番地 525011771 北播(加健)第303-99 令和4年3月30日 令和10年5月31日 令和4年3月30日
000028 4000188352 株式会社稔樹　菓子工房 673-0444 三木市別所町東這田8-1 794888351 菓子製造業 一般 株式会社稔樹 代表取締役 田中 誠 673-0512 兵庫県三木市志染町井上410番地の1 794888351 北播(加健)第303-1 令和4年4月5日 令和10年5月31日 令和4年4月5日
000028 4000188381 ラー麺ずんどう屋　西脇店 677-0016 西脇市高田井町334-1 795387808 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＺＵＮＤ 代表取締役 馬場 紳介 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋四丁目８番１３号 663548001 北播(加健)第302-1 令和4年4月6日 令和11年5月31日 令和4年4月6日
000028 4000188383 虎々路 675-1326 小野市池尻町320-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 永井 美紀 北播(加健)第301-1 令和4年4月7日 令和10年5月31日 令和4年4月7日
000028 4000188385 キャット 675-1328 小野市二葉町80-134 飲食店営業(4)その他 一般 藤本 れい子 北播(加健)第301-2 令和4年4月7日 令和10年5月31日 令和4年4月7日
000028 4000188406 成実 679-1107 多可郡多可町中区奥中605-1 795320575 そうざい製造業 一般 有限会社成実 代表取締役 後藤 慶寛 679-1107 兵庫県多可郡多可町中区奥中６０５番地の１ 795320575 北播(加健)第302-2 令和4年4月11日 令和10年5月31日 令和4年4月11日
000028 4000188449 きりん 677-0052 西脇市和田町748-3 795388385 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮崎 禎也 北播(加健)第302-3 令和4年4月13日 令和10年5月31日 令和4年4月13日
000028 4000188452 テアトロ・フリー・デ・アレー 673-0531 三木市緑が丘町西4-1-14 そうざい製造業 一般 藤岡 啓介 北播(加健)第303-2 令和4年4月14日 令和10年5月31日 令和4年4月14日
000028 4000188460 ＣＡＳＰＩＡＮ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L ムサビ ジャリル 北播(加健)第302-4 令和4年4月14日 令和9年5月31日 令和4年4月14日
000028 4000188471 林山ファーム 673-1421 加東市山国2019-47 795424444 漬物製造業 一般 林山 光良 北播(加健)第301-3 令和4年4月15日 令和9年5月31日 令和4年4月15日
000028 4000188485 わらべや日洋食品株式会社　三木工場 673-0514 三木市志染町戸田字中尾1838-230 794873880 複合型そうざい製造業 一般 わらべや日洋食品株式会社 代表取締役 棚本 実 162-0067 東京都新宿区富久町13番15号 353637089 北播(加健)第303-3 令和4年4月18日 令和11年5月31日 令和4年4月18日
000028 4000188486 ぼくにもクレープ 675-2312 加西市北条町北条28-1　アスティアかさい1階 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西村 友紀子 北播(加健)第302-6 令和4年4月18日 令和10年5月31日 令和4年4月18日
000028 4000188487 ぼくにもクレープ 675-2312 加西市北条町北条28-1　アスティアかさい1階 菓子製造業 一般 西村 友紀子 北播(加健)第302-7 令和4年4月18日 令和10年5月31日 令和4年4月18日
000028 4000188488 加西市地域活性化拠点施設　ｓoｒａかさい 675-2103 加西市鶉野町2274-11 790498100 菓子製造業 一般 神姫バス株式会社 代表取締役 長尾 真 670-0913 兵庫県姫路市西駅前町1番地 792231280 北播(加健)第302-8 令和4年4月18日 令和11年5月31日 令和4年4月18日
000028 4000188491 ドライブインiiMori 675-2103 加西市鶉野町1085-47 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田居 史江 北播(加健)第302-5 令和4年4月18日 令和10年5月31日 令和4年4月18日
000028 4000188492 ヘソノオ・プレイス　Ａｎｎ 677-0015 西脇市西脇299-2 795278448 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社チキラボ 代表取締役 森川 元良 677-0015 兵庫県西脇市西脇299番地2 795278448 北播(加健)第302-9 令和4年4月18日 令和10年5月31日 令和4年4月18日
000028 4000188495 お人吉 677-0016 西脇市高田井町320-1 795227274 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 依藤 強志 北播(加健)第302-10 令和4年4月18日 令和10年5月31日 令和4年4月18日
000028 4000188514 沖縄　島じかん。。　in　ゆらの 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 上中 一也 北播(加健)第301-4 令和4年4月19日 令和9年5月31日 令和4年4月19日
000028 4000188529 フルーツランチＫＡＭＥＹＡ 673-0404 三木市大村602-1 794820734 菓子製造業 一般 亀尾 登志郎 北播(加健)第303-5 令和4年4月20日 令和10年5月31日 令和4年4月20日
000028 4000188530 株式会社イナミ製菓　三木工場 673-0433 三木市福井2109-3 794820810 菓子製造業 一般 株式会社イナミ製菓 代表取締役 福井 貴士 675-1102 兵庫県加古郡稲美町草谷５９番地の３４ 794950995 北播(加健)第303-4 令和4年4月20日 令和10年5月31日 令和4年4月20日
000028 4000188531 まるかず商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 裙本 大也 北播(加健)第301-8 令和4年4月20日 令和9年5月31日 令和4年4月20日
000028 4000188532 まるかず商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 裙本 佳子 北播(加健)第301-7 令和4年4月20日 令和9年5月31日 令和4年4月20日
000028 4000188537 えぇもん王国 675-2311 加西市北条町横尾473-1 790421982 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社シャルム 代表取締役 深田 美香 675-2311 兵庫県加西市北条町横尾473番地の1 790421982 北播(加健)第302-11 令和4年4月20日 令和10年5月31日 令和4年4月20日
000028 4000188538 えぇもん王国 675-2311 加西市北条町横尾473-1 790421982 菓子製造業 一般 株式会社シャルム 代表取締役 深田 美香 675-2311 兵庫県加西市北条町横尾473番地の1 790421982 北播(加健)第302-12 令和4年4月20日 令和10年5月31日 令和4年4月20日
000028 4000188539 アンジェ 675-2312 加西市北条町北条371-10 飲食店営業(4)その他 一般 安田 京美 北播(加健)第302-14 令和4年4月20日 令和10年5月31日 令和4年4月20日
000028 4000188540 アンジェ 675-2312 加西市北条町北条371-10 菓子製造業 一般 安田 京美 北播(加健)第302-15 令和4年4月20日 令和10年5月31日 令和4年4月20日
000028 4000188541 大西商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 大西 美佳 北播(加健)第302-13 令和4年4月21日 令和9年5月31日 令和4年4月21日
000028 4000188550 まるかず商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 裙本 和幸 北播(加健)第301-6 令和4年4月20日 令和9年5月31日 令和4年4月20日
000028 4000188554 荒枝商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 荒枝 和美 北播(加健)第301-5 令和4年4月21日 令和9年5月31日 令和4年4月21日
000028 4000188576 みやび　酒処・お食事処 673-0413 三木市大塚2-3-77 794827800 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 原田 智祐樹 北播(加健)第303-6 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 4000188577 茶楽想寿 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 中川 太一 北播(加健)第301-9 令和4年4月21日 令和9年5月31日 令和4年4月21日
000028 4000188612 LA　CÀ　QUÁN 673-1431 加東市社1077-2-101 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ＤＵＹ　ＮＡＭ株式会社 代表取締役 ブイ・バオ・リン 673-1431 兵庫県加東市社1077番2-101号 7043645902 北播(加健)第301-11 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 4000188613 こぶぶ 675-1371 小野市黒川町822-2ビエントB101 794638272 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 岸本 洋子 北播(加健)第301-12 令和4年4月22日 令和10年5月31日 令和4年4月22日
000028 4000188633 焼鳥　えん 673-0433 三木市福井1-4-41銭屋酒坊1F 794866990 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中山 比路 北播(加健)第303-7 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 4000188655 山田錦の館　惣菜加工室 673-1114 三木市吉川町吉安222 794762401 漬物製造業 一般 株式会社　吉川まちづくり公社 代表取締役社長 山本 貴美江 673-1114 兵庫県三木市吉川町吉安222番地 794762401 北播(加健)第303-8 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 4000188664 シンエー３号 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L シンエーフーヅ株式会社 代表取締役 宮内 賢二 650-0027 兵庫県神戸市中央区中町通二丁目3番2号三共神戸ツインビル2階 783417117 北播(加健)第301-13 令和4年4月26日 令和9年5月31日 令和4年4月26日
000028 4000188670 関西プランニングフーズ株式会社 675-2336 加西市坂元町48-1 790437677 食品の小分け業 一般 関西プランニングフーズ株式会社 代表取締役 中尾 力 675-2336 兵庫県加西市坂元町48番地の1 790437677 北播(加健)第302-18 令和4年4月26日 令和11年5月31日 令和4年4月26日
000028 4000188678 株式会社ハローズ　加西店 675-2321 加西市北条町東高室944-1 790438610 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤 利行 721-0973 広島県福山市南蔵王町六丁目26番7号 864831011 北播(加健)第302-24 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 4000188679 株式会社ハローズ　加西店 675-2321 加西市北条町東高室944-1 790438610 魚介類販売業 一般 株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤 利行 721-0973 広島県福山市南蔵王町六丁目26番7号 864831011 北播(加健)第302-19 令和4年4月26日 令和11年5月31日 令和4年4月26日
000028 4000188680 株式会社ハローズ　加西店 675-2321 加西市北条町東高室944-1 790438610 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤 利行 721-0973 広島県福山市南蔵王町六丁目26番7号 864831011 北播(加健)第302-20 令和4年4月26日 令和11年5月31日 令和4年4月26日
000028 4000188681 株式会社ハローズ　加西店 675-2321 加西市北条町東高室944-1 790438610 食肉販売業 一般 株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤 利行 721-0973 広島県福山市南蔵王町六丁目26番7号 864831011 北播(加健)第302-21 令和4年4月26日 令和11年5月31日 令和4年4月26日
000028 4000188682 株式会社ハローズ　加西店 675-2321 加西市北条町東高室944-1 790438610 菓子製造業 一般 株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤 利行 721-0973 広島県福山市南蔵王町六丁目26番7号 864831011 北播(加健)第302-22 令和4年4月26日 令和11年5月31日 令和4年4月26日
000028 4000188683 株式会社ハローズ　加西店 675-2321 加西市北条町東高室944-1 790438610 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 株式会社ハローズ 代表取締役 佐藤 利行 721-0973 広島県福山市南蔵王町六丁目26番7号 864831011 北播(加健)第302-23 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 4000188698 ＧＵ　ＧＵ 673-0503 三木市志染町窟屋1867-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社サクセスホーム 取締役 加藤 研二 673-0431 兵庫県三木市本町一丁目5番3号 794827761 北播(加健)第303-9 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 4000188703 しずく食品 679-0212 加東市下滝野509-3 食肉販売業 一般 阿江 靖文 北播(加健)第301-14 令和4年4月27日 令和11年5月31日 令和4年4月27日
000028 4000188735 優芽いちご園 673-0445 三木市別所町西這田1-393-1 飲食店営業(4)その他 一般 上村 智哉 北播(加健)第303-10 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 4000188742 Ｉ.ＤＥＥ 675-2311 加西市北条町横尾1078 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 惣市 昭枝 北播(加健)第302-26 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 4000188745 アオノゴルフコース　レストラン 675-2404 加西市油谷町639-3 790450992 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ワンハート 代表取締役 岡元 茂則 665-0822 兵庫県宝塚市安倉中五丁目25番1号 663114886 北播(加健)第302-25 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 4000188754 サンロイヤルゴルフクラブレストラン 673-1414 加東市上久米北山1763-90 795441945 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ワンハート 代表取締役 岡元 茂則 665-0822 兵庫県宝塚市安倉中五丁目25番1号 663114886 北播(加健)第301-16 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 4000188758 旧玉置家住宅 673-0431 三木市本町2-2-17 飲食店営業(4)その他 一般 三木市 市長 仲田 一彦 673-0431 兵庫県三木市上の丸町１０－３０ 794822000 北播(加健)第303-11 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 4000188782 にこっと 677-0022 西脇市寺内519-63 795207952 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人すまいる 理事長 永谷 善康 677-0022 兵庫県西脇市寺内519番63 795207952 北播(加健)第302-28 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 4000188783 有田好男 679-1121 多可郡多可町中区東安田369 795321759 食肉販売業 一般 有田 好男 北播(加健)第302-27 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 4000188784 みろくてらす北播磨 679-0211 加東市上滝野2083 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社みろくてらす 代表取締役 關 伸太郎 530-0011 大阪府大阪市北区大深町3番40-1310号 671753669 北播(加健)第301-17 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 4000188792 SLAPS　BAKE　STAND 675-1331 小野市神明町182 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 神戸 稜子 北播(加健)第301-18 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 4000188793 SLAPS　BAKE　STAND 675-1331 小野市神明町182 菓子製造業 一般 神戸 稜子 北播(加健)第301-19 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 4000188802 ガレージ焼肉　肉ベース 675-1343 小野市来住町950 794707782 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷 奈緒美 北播(加健)第301-15 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 4000188879 古民家空間kotonoha 679-1333 多可郡多可町加美区三谷255 795208253 菓子製造業 一般 小椋 聡 北播(加健)第302-29 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 4000188884 栗田運送株式会社 673-0541 三木市志染町広野6-190 794601603 そうざい製造業 一般 栗田運送株式会社 代表取締役 栗田 将嘉 673-0541 兵庫県三木市志染町広野六丁目190番地 794601603 北播(加健)第303-12 令和4年5月10日 令和9年5月31日 令和4年5月10日
000028 4000188942 Ｌｉａｒ－９２６－ 675-1371 小野市黒川町94-73ダイヤモンドビル6号室 飲食店営業(4)その他 一般 出井 琉希矢 北播(加健)第301-21 令和4年5月16日 令和10年5月31日 令和4年5月16日
000028 4000188977 カフェ　ホーム 673-0404 三木市大村323-2 794820606 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 隆仁 北播(加健)第303-13 令和4年5月16日 令和10年5月31日 令和4年5月16日



000028 4000189001 タナカ物流㈱西脇物流センター 677-0022 西脇市寺内142-3 795229615 食品の小分け業 一般 タナカ物流株式会社 代表取締役 田中 慶一 530-0021 大阪府大阪市北区浮田一丁目3番10号 663715108 北播(加健)第302-30 令和4年5月19日 令和10年5月31日 令和4年5月19日
000028 4000189002 狛犬ＧＥＬＡＴＯ 675-2402 加西市田谷町1265 アイスクリーム類製造業 一般 山本 草子 北播(加健)第302-31 令和4年5月19日 令和10年5月31日 令和4年5月19日
000028 4000189003 狛犬ＧＥＬＡＴＯ 675-2402 加西市田谷町1265 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 山本 草子 北播(加健)第302-32 令和4年5月19日 令和10年5月31日 令和4年5月19日
000028 4000189008 加東大豆加工場 673-1453 加東市貝原292-1 795400050 みそ又はしょうゆ製造業 一般 畑谷 紀美子 北播(加健)第301-22 令和4年5月19日 令和10年5月31日 令和4年5月19日
000028 4000189013 ＺＥＲＯ×ＫＩＴＣＨＥＮ 673-1462 加東市藤田944-611 そうざい製造業 一般 水口 正 北播(加健)第301-23 令和4年5月18日 令和10年5月31日 令和4年5月18日
000028 4000189016 酒道場 679-0211 加東市上滝野587-8 795482116 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社酒道場 代表取締役 藤尾 はる美 679-0211 兵庫県加東市上滝野587番地の8 795482116 北播(加健)第301-24 令和4年5月18日 令和10年5月31日 令和4年5月18日
000028 4000189018 mama no te 673-0552 三木市志染町中自由が丘1-456-1 菓子製造業 一般 川久保 綾乃 北播(加健)第303-14 令和4年5月20日 令和10年5月31日 令和4年5月20日
000028 4000189040 弁当や 675-1365 小野市広渡町46-3-B 794698708 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社長田サービス 代表取締役 長田 祐喜 675-1316 兵庫県小野市天神町80番地の1171 794603211 北播(加健)第301-25 令和4年5月19日 令和10年5月31日 令和4年5月19日
000028 4000189062 自家焙煎コーヒー　Ucafe 675-1345 小野市黍田町761-5 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 碓永 信一 北播(加健)第301-26 令和4年5月20日 令和10年5月31日 令和4年5月20日
000028 4000189063 楽 679-1101 多可郡多可町中区門前309-2 菓子製造業 一般 菊池 しおり 北播(加健)第302-33 令和4年5月23日 令和10年5月31日 令和4年5月23日
000028 4000189066 大熊頼子商店 673-1461 加東市木梨146番地1 菓子製造業 一般 大熊 頼子 北播(加健)第301-27 令和4年5月23日 令和10年5月31日 令和4年5月23日
000028 4000189078 おでんバル杏樺 673-0402 三木市加佐298-10 794839400 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小林 雅美 北播(加健)第303-15 令和4年5月24日 令和10年5月31日 令和4年5月24日
000028 4000189108 株式会社 ＧＦＦ　関西工場 675-2113 加西市網引町字丸山2001-8 790499651 そうざい製造業 一般 株式会社ＧＦＦ 代表取締役社長 小池 正昭 108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 357838758 北播(加健)第302-34 令和4年5月24日 令和11年5月31日 令和4年5月24日
000028 4000189109 株式会社 ＧＦＦ　関西工場 675-2113 加西市網引町字丸山2001-8 790499651 食肉販売業 一般 株式会社ＧＦＦ 代表取締役社長 小池 正昭 108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 357838758 北播(加健)第302-35 令和4年5月24日 令和11年5月31日 令和4年5月24日
000028 4000189110 双龍居ホテル 673-1115 三木市吉川町大沢161 794689045 飲食店営業(3)旅館 一般 双龍居株式会社 代表取締役 栗原 広和 530-0022 大阪府大阪市北区浪花町１番２４号 663778808 北播(加健)第303-16 令和4年5月25日 令和10年5月31日 令和4年5月25日
000028 4000189115 SOBA 675-1365 小野市広渡町字道ノ下771-3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社西日本総合管理 代表取締役 真野 悠子 532-0004 大阪府大阪市淀川区西宮原一丁目8番1-907号 663914222 北播(加健)第301-28 令和4年5月24日 令和10年5月31日 令和4年5月24日
000028 4000189130 らーめん八角加東店 679-0201 加東市曽我88-1 795387718 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西脇化成株式会社 代表取締役 福永 大地 677-0052 兵庫県西脇市和田町711番地 795222173 北播(加健)第301-29 令和4年5月25日 令和10年5月31日 令和4年5月25日
000028 4000189148 鉄板居酒屋　あっこ 675-1371 小野市黒川町80-31　パールビル1号 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 亜由美 北播(加健)第301-30 令和4年5月26日 令和10年5月31日 令和4年5月26日
000028 4000189165 KOVO KOBO 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 髙寺 生也 北播(加健)第301-31 令和4年5月30日 令和10年5月31日 令和4年5月30日
000028 4000189200 肉's　SELECT 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 初瀬 未奈 北播(加健)第301-33 令和4年5月30日 令和9年5月31日 令和4年5月30日
000028 4000189202 コーベフーズ　日本ハムファクトリー営業所 675-1322 小野市匠台18 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 コーベフーズ株式会社 代表取締役 久保 孝義 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町一丁目1番3号 783824700 北播(加健)第301-32 令和4年5月30日 令和11年5月31日 令和4年5月30日
000028 4000189233 天狗堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 門田 浩昌 北播(加健)第302-36 令和4年5月31日 令和9年5月31日 令和4年5月31日
000028 4000189280 The House KUZE 673-0541 三木市志染町広野3-79-3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 久世 弥生 北播(加健)第303-17 令和4年6月6日 令和10年8月31日 令和4年6月6日
000028 4000189289 かき氷店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業（5）簡易な営業 露店40L 高見 多恵子 北播(加健)第302-37 令和4年6月6日 令和9年8月31日 令和4年6月6日
000028 4000189308 西脇カントリークラブ（クラブハウス食堂） 677-0039 西脇市上比延町字中山1424-2 795221251 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ヨドコウ興発株式会社 代表取締役 岩﨑 博和 541-0059 大阪府大阪市中央区博労町四丁目2番15号 662458830 北播(加健)第302-38 令和4年6月7日 令和10年8月31日 令和4年6月7日
000028 4000189309 株式会社アクティブフィールド 677-0114 多可郡多可町八千代区仕出原697-15 795371177 冷凍食品製造業 一般 株式会社アクティブフィールド 代表取締役 真鍋 千織 677-0114 兵庫県多可郡多可町八千代区仕出原697番地15 795371177 北播(加健)第302-39 令和4年6月7日 令和10年8月31日 令和4年6月7日
000028 4000189310 大八万楼 679-1134 多可郡多可町中区茂利78-1 795320569 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社大八万楼 代表取締役 渡辺 仁康 679-1134 兵庫県多可郡多可町中区茂利5番地1 795320569 北播(加健)第302-40 令和4年6月7日 令和10年8月31日 令和4年6月7日
000028 4000189311 大八万楼 679-1134 多可郡多可町中区茂利78-1 795320569 菓子製造業 一般 株式会社大八万楼 代表取締役 渡辺 仁康 679-1134 兵庫県多可郡多可町中区茂利5番地1 795320569 北播(加健)第302-41 令和4年6月7日 令和10年8月31日 令和4年6月7日
000028 4000189331 おうちごはん　Cafeそらまめ 673-0423 三木市宿原1263-199 794609300 菓子製造業 一般 岡本 富恵 北播(加健)第303-18 令和4年6月9日 令和10年8月31日 令和4年6月9日
000028 4000189332 おうちごはん　Cafeそらまめ 673-0423 三木市宿原1263-199 794609300 そうざい製造業 一般 岡本 富恵 北播(加健)第303-19 令和4年6月9日 令和10年8月31日 令和4年6月9日
000028 4000189343 麺匠柳 675-2303 加西市北条町古坂2-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社柳商店 代表取締役 柳 勇希 675-2303 兵庫県加西市北条町古坂二丁目1番地 790453173 北播(加健)第302-42 令和4年6月9日 令和10年8月31日 令和4年6月9日
000028 4000189363 あきんど 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 中河 幹人 北播(加健)第303-20 令和4年6月9日 令和9年8月31日 令和4年6月9日
000028 4000189448 古民家公民館 679-1203 多可郡多可町加美区多田52-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 楠田 智一 北播(加健)第302-44 令和4年6月15日 令和10年8月31日 令和4年6月15日
000028 4000189449 ローソン加美町役場前店 679-1201 多可郡多可町加美区豊部字井杉229-1 795351113 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 藤本 勝造 北播(加健)第302-43 令和4年6月15日 令和10年8月31日 令和4年6月15日
000028 4000189456 ТＲＥ　ＶＩＥТ　МＡＲТ 673-0434 三木市別所町小林734-629 794707501 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社ＪＡＤＥ 代表社員 ホアン・ゴック・ビッツ 673-0434 兵庫県三木市別所町小林734番629 北播(加健)第303-21 令和4年6月20日 令和10年8月31日 令和4年6月20日
000028 4000189457 ピッツァ　ナポリ　サティスファクション 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 宮野 郁代 北播(加健)第301-35 令和4年6月20日 令和9年8月31日 令和4年6月20日
000028 4000189460 バンビーノ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 杉内 一也 北播(加健)第301-36 令和4年6月14日 令和9年8月31日 令和4年6月14日
000028 4000189474 でめかふぇ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 伊奈 千鶴 北播(加健)第301-34 令和4年6月20日 令和9年8月31日 令和4年6月20日
000028 4000189479 ご当地グルメLabo　うしくんキッチン 675-2312 加西市北条町北条308-1 80741795513 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社クズナズン 代表取締役 田村 俊行 675-1216 兵庫県加古川市上荘町都染494番地の1 792805584 北播(加健)第302-45 令和4年6月20日 令和11年8月31日 令和4年6月20日
000028 4000189483 虎々路 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 永井 美紀 北播(加健)第301-38 令和4年6月17日 令和9年8月31日 令和4年6月17日
000028 4000189484 株式会社ナチュラルふぁーむ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社ナチュラルふぁーむ 代表取締役 高橋 幸嗣 675-1332 兵庫県小野市中町410番地の2 794625140 北播(加健)第301-37 令和4年6月17日 令和9年8月31日 令和4年6月17日
000028 4000189494 井上タイヤ商会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 井上 真哉 北播(加健)第302-46 令和4年6月20日 令和9年8月31日 令和4年6月20日
000028 4000189501 June～witch～ 675-1371 小野市黒川町94-73ダイヤモンドビル7号室 飲食店営業(4)その他 一般 白國 美保 北播(加健)第301-39 令和4年6月20日 令和10年8月31日 令和4年6月20日
000028 4000189512 かのん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業（5）簡易な営業 露店80L 宮田 かおり 北播(加健)第301-40 令和4年6月21日 令和9年8月31日 令和4年6月21日
000028 4000189527 すなば珈琲２号車 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 857310022 飲食店営業(4)その他 自動車40L 有限会社ＳＵＮＡＢＡ　ＣＯＭＰＡＮＹ 代表取締役 村上 和良 680-0833 鳥取県鳥取市末広温泉町311番地グランドハイツ末広311-5F 857310022 北播(加健)第301-41 令和4年6月23日 令和9年8月31日 令和4年6月23日
000028 4000189549 ラー麺ずんどう屋　西脇店 677-0016 西脇市高田井町334-1 795387808 麺類製造業 一般 株式会社ＺＵＮＤ 代表取締役 馬場 紳介 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋四丁目８番１３号 663548001 北播(加健)第302-51 令和4年6月22日 令和10年8月31日 令和4年6月22日
000028 4000189553 753 679-1322 多可郡多可町加美区鳥羽245-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中村 豊子 北播(加健)第302-47 令和4年6月24日 令和10年8月31日 令和4年6月24日
000028 4000189555 ＴＯＲＩ　ＭＡＲＣＨＥ　ＴＡＫＡＣＨＯ 679-1214 多可郡多可町加美区的場145-6 795351510 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社加美鳥 代表取締役 石塚 竜司 679-1213 兵庫県多可郡多可町加美区山野部553番地 7953515110 北播(加健)第302-48 令和4年6月23日 令和10年8月31日 令和4年6月23日
000028 4000189556 ＴＯＲＩ　ＭＡＲＣＨＥ　ＴＡＫＡＣＨＯ 679-1214 多可郡多可町加美区的場145-6 795351510 菓子製造業 一般 株式会社加美鳥 代表取締役 石塚 竜司 679-1213 兵庫県多可郡多可町加美区山野部553番地 7953515110 北播(加健)第302-49 令和4年6月23日 令和10年8月31日 令和4年6月23日
000028 4000189557 ＴＯＲＩ　ＭＡＲＣＨＥ　ＴＡＫＡＣＨＯ 679-1214 多可郡多可町加美区的場145-6 795351510 食肉販売業 一般 株式会社加美鳥 代表取締役 石塚 竜司 679-1213 兵庫県多可郡多可町加美区山野部553番地 7953515110 北播(加健)第302-50 令和4年6月23日 令和10年8月31日 令和4年6月23日
000028 4000189558 有限会社食品衛生デザインオフィス 679-0103 加西市別府町甲2430 790470150 密封包装食品製造業 一般 有限会社食品衛生デザインオフィス 取締役 西村 章 679-0103 兵庫県加西市別府町甲2430番地 790470150 北播(加健)第302-52 令和4年6月24日 令和10年8月31日 令和4年6月24日
000028 4000189559 tamaki niime shima 677-0024 西脇市嶋447-5 795278227 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社玉木新雌 代表取締役 玉木 幸恵 677-0037 兵庫県西脇市比延町550番地の1 795388113 北播(加健)第302-53 令和4年6月24日 令和10年8月31日 令和4年6月24日
000028 4000189561 ブルーケイプ 673-0703 三木市細川町垂穂894-60 794835000 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ネスタリゾート神戸 代表取締役 大川 二郞 673-0703 兵庫県三木市細川町垂穂894番地の60号 794835000 北播(加健)第303-22 令和4年6月27日 令和11年8月31日 令和4年6月27日
000028 4000189562 リトルパーム 673-0703 三木市細川町垂穂894-60 794835000 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ネスタリゾート神戸 代表取締役 大川 二郞 673-0703 兵庫県三木市細川町垂穂894番地の60号 794835000 北播(加健)第303-23 令和4年6月27日 令和11年8月31日 令和4年6月27日
000028 4000189563 AQUA COVE A 673-0703 三木市細川町垂穂894-60 794835000 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ネスタリゾート神戸 代表取締役 大川 二郞 673-0703 兵庫県三木市細川町垂穂894番地の60号 794835000 北播(加健)第303-24 令和4年6月27日 令和10年8月31日 令和4年6月27日
000028 4000189564 AQUA COVE B 673-0703 三木市細川町垂穂894-60 794835000 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ネスタリゾート神戸 代表取締役 大川 二郞 673-0703 兵庫県三木市細川町垂穂894番地の60号 794835000 北播(加健)第303-25 令和4年6月27日 令和10年8月31日 令和4年6月27日
000028 4000189565 AQUA COVE C 673-0703 三木市細川町垂穂894-60 794835000 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ネスタリゾート神戸 代表取締役 大川 二郞 673-0703 兵庫県三木市細川町垂穂894番地の60号 794835000 北播(加健)第303-26 令和4年6月27日 令和10年8月31日 令和4年6月27日
000028 4000189567 AQUA COVE D 673-0703 三木市細川町垂穂894-60 794835000 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ネスタリゾート神戸 代表取締役 大川 二郞 673-0703 兵庫県三木市細川町垂穂894番地の60号 794835000 北播(加健)第303-27 令和4年6月27日 令和10年8月31日 令和4年6月27日
000028 4000189579 ドミノ・ピザ三木末広店 673-0403 三木市末広3-9-2 794811133 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＭＡＴＳＵ 代表取締役 松尾 健史 671-1112 兵庫県姫路市広畑区北野町一丁目17番地 北播(加健)第303-28 令和4年6月27日 令和10年8月31日 令和4年6月27日
000028 4000189597 CALIFLA 675-1372 小野市本町291-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長井 隼斗 北播(加健)第301-42 令和4年6月27日 令和10年8月31日 令和4年6月27日
000028 4000189608 本家かまどや滝野社店 673-1464 加東市上中328-3 795400303 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社Dream Company Spirits 代表取締役 佐藤 康春 679-0212 兵庫県加東市下滝野一丁目133番地 795489911 北播(加健)第301-43 令和4年6月28日 令和10年8月31日 令和4年6月28日
000028 4000189635 マクセル株式会社　小野事業所 675-1322 小野市匠台５ 794638054 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社LEOC 代表取締役 森井 秀和 100-0004 東京都千代田区大手町一丁目1番3号 352208550 北播(加健)第301-44 令和4年6月29日 令和10年8月31日 令和4年6月29日
000028 4000189637 マクセル株式会社　小野寮 675-1378 小野市王子町723-1 794638054 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社LEOC 代表取締役 森井 秀和 100-0004 東京都千代田区大手町一丁目1番3号 352208550 北播(加健)第301-45 令和4年6月29日 令和10年8月31日 令和4年6月29日
000028 4000189672 株式会社　マルヤナギ小倉屋　大門工場 673-1445 加東市大門67 795427621 そうざい製造業 一般 株式会社　マルヤナギ小倉屋 代表取締役 柳本 勇治 658-0044 兵庫県神戸市東灘区御影塚町四丁目9番21号 788411456 北播(加健)第301-46 令和4年6月30日 令和12年8月31日 令和4年6月30日
000028 4000189676 臼井商店 679-1211 多可郡多可町加美区寺内7-2 795350035 菓子製造業 一般 臼井 利三郎 北播(加健)第302-54 令和4年6月30日 令和9年8月31日 令和4年6月30日
000028 4000189677 pata 679-1124 多可郡多可町中区森本163 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佐藤 久貴 北播(加健)第302-55 令和4年6月30日 令和10年8月31日 令和4年6月30日
000028 4000189685 ALOHA　STATE 673-0552 三木市志染町中自由が丘1-47-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 近江 梨恵 北播(加健)第303-29 令和4年7月7日 令和10年8月31日 令和4年7月7日
000028 4000189725 クラブ　心快 677-0043 西脇市下戸田70-1 飲食店営業(4)その他 一般 南光 海翔 北播(加健)第302-56 令和4年7月7日 令和10年8月31日 令和4年7月7日
000028 4000189726 ベトナム料理　TAKINO　RESTAURANT 679-0211 加東市上滝野786-6 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 NGUYEN　NGOC　NHA 北播(加健)第301-47 令和4年7月8日 令和10年8月31日 令和4年7月8日
000028 4000189738 ミートショップ　ナカオ 673-0445 三木市別所町西這田1-380-3 794824410 そうざい製造業 一般 中尾 恭明 北播(加健)第303-30 令和4年7月12日 令和10年8月31日 令和4年7月12日
000028 4000189747 まつもと商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 松本 芳和 北播(加健)第302-57 令和4年7月12日 令和9年8月31日 令和4年7月12日
000028 4000189752 Cherry　Chip 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 大井 直子 北播(加健)第301-48 令和4年7月12日 令和9年8月31日 令和4年7月12日
000028 4000189809 Ｍｏlｔｏ　Ｂｕｏｎｏ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 筒井 要 北播(加健)第303-32 令和4年7月13日 令和9年8月31日 令和4年7月13日
000028 4000189813 喫茶やまびこ 673-0711 三木市細川町金屋137-3 794707222 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社山彦フーズ 代表取締役 成瀬 正 675-1213 兵庫県加古川市上荘町国包882番地の1 794661313 北播(加健)第303-31 令和4年7月13日 令和10年8月31日 令和4年7月13日
000028 4000189814 けやき焙煎所 675-1358 小野市粟生町1816-2 飲食店営業(4)その他 一般 宗平 慎太郎 北播(加健)第301-49 令和4年7月13日 令和10年8月31日 令和4年7月13日
000028 4000189815 けやき焙煎所 675-1358 小野市粟生町1816-2 菓子製造業 一般 宗平 慎太郎 北播(加健)第301-50 令和4年7月13日 令和10年8月31日 令和4年7月13日
000028 4000189816 ラーメンまこと屋三木大村店 673-0404 三木市大村347-2 794738331 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社マコトフードサービス 代表取締役 笠井 政志 553-0006 大阪府大阪市福島区吉野五丁目4番23号 664613333 北播(加健)第303-33 令和4年7月14日 令和10年8月31日 令和4年7月14日
000028 4000189817 季住（十三月の窓） 675-1361 小野市住吉町534 菓子製造業 一般 福原 歩 北播(加健)第301-51 令和4年7月13日 令和11年8月31日 令和4年7月13日
000028 4000189856 和牛亭　和さび 673-0404 三木市大村1127 794833303 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 本多 則智 北播(加健)第303-34 令和4年7月19日 令和10年8月31日 令和4年7月19日
000028 4000189857 和牛亭　和さび 673-0404 三木市大村1127 794833303 食肉販売業 一般 本多 則智 北播(加健)第303-35 令和4年7月19日 令和10年8月31日 令和4年7月19日
000028 4000189903 日高屋　炭火焼肉 675-1352 小野市西山町1817 794667933 食肉販売業 一般 高峰 康弘 北播(加健)第301-52 令和4年7月20日 令和10年8月31日 令和4年7月20日
000028 4000189906 シェルブール本店 673-0532 三木市緑が丘町中1-8-12 794851333 菓子製造業 一般 株式会社アンデルセンスエヒロ 代表取締役 末廣 隆信 673-0532 兵庫県三木市緑が丘町中一丁目8番地の12 794851333 北播(加健)第303-36 令和4年7月22日 令和10年8月31日 令和4年7月22日
000028 4000189907 シェルブール本店 673-0532 三木市緑が丘町中1-8-12 794851333 菓子製造業 一般 有限会社神戸シェルブール 取締役 末廣 道弥 651-2226 兵庫県神戸市西区桜が丘中町三丁目2番地の3 789951178 北播(加健)第303-37 令和4年7月22日 令和10年8月31日 令和4年7月22日
000028 4000189971 アークよかわゴルフ倶楽部 673-1122 三木市吉川町西奥826 794730705 食肉販売業 一般 ＰＧＭプロパティーズ株式会社 代表取締役 田中 耕太郎 110-0015 東京都台東区東上野一丁目14番7号 357768800 北播(加健)第303-38 令和4年7月26日 令和10年8月31日 令和4年7月26日
000028 4000189977 タナカパックファクトリー株式会社 679-0304 西脇市黒田庄町船町592-3 795282777 食品の小分け業 一般 タナカパックファクトリー株式会社 代表取締役 田中 靖雄 530-0021 大阪府大阪市北区浮田一丁目3番10号 663715108 北播(加健)第302-58 令和4年7月27日 令和11年8月31日 令和4年7月27日
000028 4000189987 李記厨房 673-0404 三木市大村字砂163イオン三木店1階 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 李 玉軍 北播(加健)第303-39 令和4年7月26日 令和10年8月31日 令和4年7月26日
000028 4000190020 よみはな農園　WorkShop 675-1327 小野市市場町715 794738116 菓子製造業 一般 一般社団法人エィビーエス 代表理事 臼井 英之 675-1327 兵庫県小野市市場町57-1 794631144 北播(加健)第301-53 令和4年7月27日 令和10年8月31日 令和4年7月27日
000028 4000190021 よみはな農園　WorkShop 675-1327 小野市市場町715 794738116 漬物製造業 一般 一般社団法人エィビーエス 代表理事 臼井 英之 675-1327 兵庫県小野市市場町57-1 794631144 北播(加健)第301-54 令和4年7月27日 令和10年8月31日 令和4年7月27日
000028 4000190022 山本くだもの店 675-1378 小野市上新町749-1 794625856 飲食店営業(4)その他 一般 山本 喜隆 北播(加健)第301-55 令和4年7月27日 令和10年8月31日 令和4年7月27日
000028 4000190075 ちょびっと加西 675-2312 加西市北条町北条142-3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 華原 希夢 北播(加健)第302-59 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日
000028 4000190096 四六時中　加西北条店 675-2312 加西市北条町北条308-1ｲｵﾝﾓｰﾙ加西北条ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ1Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社イオンイーハート 代表取締役 奥野 善德 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432962353 北播(加健)第302-60 令和4年7月29日 令和11年8月31日 令和4年7月29日
000028 4000190097 ミートショップ　ナカオ 673-0445 三木市別所町西這田1-380-3 794824410 食肉販売業 一般 株式会社バァリーミート 代表取締役 中尾 恭明 675-0321 兵庫県加古川市志方町志方町517番地 794524056 北播(加健)第303-40 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日
000028 4000190109 cafe merry days 679-0302 西脇市黒田庄町黒田1351-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮川 明日香 北播(加健)第302-61 令和4年8月2日 令和10年8月31日 令和4年8月2日
000028 4000190133 Cafe　Ambre 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 坂本 陽子 北播(加健)第301-56 令和4年8月3日 令和9年8月31日 令和4年8月3日
000028 4000190164 シェルブール　道の駅みき店 673-0433 三木市福井2426 794869506 菓子製造業 一般 有限会社神戸シェルブール 取締役 末廣 道弥 651-2226 兵庫県神戸市西区桜が丘中町三丁目2番地の3 789951178 北播(加健)第303-41 令和4年8月8日 令和10年8月31日 令和4年8月8日
000028 4000190211 珈琲屋台めがね 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業（5）簡易な営業 露店40L 仲井 愛 北播(加健)第302-62 令和4年8月10日 令和9年8月31日 令和4年8月10日
000028 4000190231 千手屋（ちゃっぴーの小屋） 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店80L 大西 計嘉 北播(加健)第301-57 令和4年8月10日 令和9年8月31日 令和4年8月10日
000028 4000190256 喃風　三木店 673-0403 三木市末広3-11-2 794835433 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 池田 幸雅 北播(加健)第303-42 令和4年8月16日 令和10年8月31日 令和4年8月16日
000028 4000190305 うずら食堂 675-2213 加西市西笠原町513-4 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 加門 理絵 北播(加健)第302-63 令和4年8月18日 令和10年8月31日 令和4年8月18日
000028 4000190311 酒肴　旬菜　心－ｓｈｉｎ－ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 藤原 智好 北播(加健)第302-64 令和4年8月24日 令和9年8月31日 令和4年8月24日
000028 4000190315 ファミリーマート滝野河高店 679-0221 加東市河高4130 795480345 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 株式会社ファミリーマート 代表取締役 細見 研介 108-0023 東京都港区芝浦三丁目1番21号 364367600 北播(加健)第301-58 令和4年8月18日 令和10年8月31日 令和4年8月18日
000028 4000190352 多可だんご 679-1335 多可郡多可町加美区門村532 菓子製造業 一般 谷田 浩壽 北播(加健)第302-65 令和4年8月23日 令和10年8月31日 令和4年8月23日
000028 4000190389 石窯キッチンHIRO 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 山本 隆寛 北播(加健)第301-59 令和4年8月24日 令和9年8月31日 令和4年8月24日
000028 4000190392 LASSIC HAIR 673-0433 三木市福井1969-2 794825505 菓子製造業 一般 有限会社おしゃれキャット 代表取締役 村上 学 673-0433 兵庫県三木市福井１９６９－２ 794871711 北播(加健)第303-43 令和4年8月29日 令和10年8月31日 令和4年8月29日
000028 4000190407 FROM SCRATCH 677-0054 西脇市野村町392-7 飲食店営業(4)その他 一般 村上 勉 北播(加健)第302-66 令和4年8月29日 令和10年8月31日 令和4年8月29日
000028 4000190408 FROM SCRATCH 677-0054 西脇市野村町392-7 菓子製造業 一般 村上 勉 北播(加健)第302-67 令和4年8月29日 令和10年8月31日 令和4年8月29日
000028 4000190414 アジアンキッチンＴａｎＴｒａ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 田居 史江 北播(加健)第302-68 令和4年8月26日 令和9年8月31日 令和4年8月26日
000028 4000190424 THE CANYON CAMP 679-1333 多可郡多可町加美区三谷663-1 795360877 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社キャンプバイブス 代表取締役 工藤 寛之 679-1333 兵庫県多可郡多可町加美区三谷663番地1 795360877 北播(加健)第302-69 令和4年8月29日 令和10年8月31日 令和4年8月29日
000028 4000190425 THE CANYON CAMP 679-1333 多可郡多可町加美区三谷663-1 795360877 食肉販売業 一般 株式会社キャンプバイブス 代表取締役 工藤 寛之 679-1333 兵庫県多可郡多可町加美区三谷663番地1 795360877 北播(加健)第302-70 令和4年8月29日 令和10年8月31日 令和4年8月29日
000028 4000190436 デニッシュ専門店　メルク 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 鎌田 亮次 北播(加健)第301-60 令和4年8月29日 令和9年8月31日 令和4年8月29日
000028 4000190443 ウェルフェアーまほろば 673-0434 三木市別所町小林118-41 794829457 菓子製造業 一般 社会福祉法人まほろば 理事長 飯降 政彦 673-0434 兵庫県三木市別所町小林118番地の111 794829457 北播(加健)第303-44 令和4年8月30日 令和10年8月31日 令和4年8月30日
000028 4000190464 CORO－うつわと暮らしの雑貨－ 679-1322 多可郡多可町加美区鳥羽722-1 飲食店営業(4)その他 一般 勢戸 香織 北播(加健)第302-71 令和4年8月31日 令和10年8月31日 令和4年8月31日



000028 4000190473 Goo CHOICE33 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 白阪 真由子 北播(加健)第301-61 令和4年8月31日 令和9年8月31日 令和4年8月31日
000028 4000190507 てっちゃん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 井上 哲也 北播(加健)第301-62 令和4年8月31日 令和9年8月31日 令和4年8月31日
000028 4000190545 株式会社MAQ　sweet factory 673-0434 三木市別所町小林147-8 794836567 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＭＡＱ　ｓｗｅｅｔ　ｆａｃｔｏｒｙ 代表取締役 酒井 良 673-0434 兵庫県三木市別所町小林147番地の8 794836567 北播(加健)第303-45 令和4年9月6日 令和10年11月30日 令和4年9月6日
000028 4000190547 キッチン＆カフェ ひまわり 673-0541 三木市志染町広野1-94 794738551 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 重松 秀範 北播(加健)第303-46 令和4年9月6日 令和10年11月30日 令和4年9月6日
000028 4000190548 キッチン＆カフェ ひまわり 673-0541 三木市志染町広野1-94 794738551 菓子製造業 一般 重松 秀範 北播(加健)第303-47 令和4年9月6日 令和10年11月30日 令和4年9月6日
000028 4000190568 小さな森のパン屋さん　ワイルドダック　ベーカリー 673-1325 加東市大畑1468-3 795460547 菓子製造業 一般 藤原 正一 北播(加健)第301-63 令和4年9月6日 令和10年11月30日 令和4年9月6日
000028 4000190569 しずく食品 679-0212 加東市下滝野509-3 そうざい製造業 一般 阿江 靖文 北播(加健)第301-64 令和4年9月6日 令和11年11月30日 令和4年9月6日
000028 4000190584 川口金属加工(株)　兵庫工場　事務所外 675-2101 加西市繁昌町272 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 北播(加健)第302-72 令和4年9月9日 令和10年11月30日 令和4年9月9日
000028 4000190586 いづみ 675-2445 加西市殿原町494 790440594 そうざい製造業 一般 北播(加健)第302-74 令和4年9月9日 令和11年11月30日 令和4年9月9日
000028 4000190587 いづみ 675-2445 加西市殿原町494 790440594 水産製品製造業 一般 北播(加健)第302-75 令和4年9月9日 令和11年11月30日 令和4年9月9日
000028 4000190588 川口金属加工(株)　兵庫工場　軒下 675-2101 加西市繁昌町272 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 北播(加健)第302-73 令和4年9月9日 令和10年11月30日 令和4年9月9日
000028 4000190637 鉄板dining磊 677-0016 西脇市高田井町194-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 久下 翼 北播(加健)第302-76 令和4年9月13日 令和10年11月30日 令和4年9月13日
000028 4000190638 HISA CAKE'S 673-0501 三木市志染町吉田255-1 そうざい製造業 一般 ユキヒロ ナンシー 北播(加健)第303-48 令和4年9月14日 令和10年11月30日 令和4年9月14日
000028 4000190639 HISA CAKE'S 673-0501 三木市志染町吉田255-1 菓子製造業 一般 ユキヒロ ナンシー 北播(加健)第303-49 令和4年9月14日 令和10年11月30日 令和4年9月14日
000028 4000190641 いっかく堂 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 松中 靖生 北播(加健)第301-65 令和4年9月15日 令和9年11月30日 令和4年9月15日
000028 4000190662 岩花フードワークス 673-1233 三木市吉川町毘沙門444 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 藤田 千洋 北播(加健)第301-51 令和4年9月15日 令和10年11月30日 令和4年9月15日
000028 4000190663 岩花フードワークス 673-1233 三木市吉川町毘沙門444 菓子製造業 一般 藤田 千洋 北播(加健)第301-52 令和4年9月15日 令和10年11月30日 令和4年9月15日
000028 4000190664 hanare...yuon 673-1234 三木市吉川町福吉61 794720584 菓子製造業 一般 三木 博美 北播(加健)第301-50 令和4年9月15日 令和10年11月30日 令和4年9月15日
000028 4000190676 居酒屋めし　とりしげ 673-1442 加東市出水28-2 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 植村 あゆ実 北播(加健)第301-66 令和4年9月14日 令和10年11月30日 令和4年9月14日
000028 4000190681 39Café 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社Pita　Link 代表取締役 森口 和樹 679-0303 兵庫県西脇市黒田庄町前坂1972番地 795202705 北播(加健)第302-77 令和4年9月16日 令和9年11月30日 令和4年9月16日
000028 4000190682 Noche 677-0054 西脇市野村町351 飲食店営業(4)その他 一般 和田 大地 北播(加健)第302-78 令和4年9月16日 令和10年11月30日 令和4年9月16日
000028 4000190686 三木ホースランドパーク　国際厩舎 673-0435 三木市別所町高木三木ホースランドパーク内 794838110 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ケイ・エス・コミュニティ 代表取締役 秋本 剛 113-0034 東京都文京区湯島二丁目29番4号 358006671 北播(加健)第303-53 令和4年9月16日 令和10年11月30日 令和4年9月16日
000028 4000190687 スナック　ちゅら 673-0433 三木市福井1-4-41　105号 飲食店営業(4)その他 一般 真喜志 あづみ 北播(加健)第303-54 令和4年9月16日 令和10年11月30日 令和4年9月16日
000028 4000190693 道 675-2302 加西市北条町栗田1ラ・メゾンタカセ103 飲食店営業(4)その他 一般 須藤 那友 北播(加健)第302-79 令和4年9月16日 令和10年11月30日 令和4年9月16日
000028 4000190724 お食事処　れもんの木 679-1105 多可郡多可町中区東山447 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 柴田 晃三 北播(加健)第302-80 令和4年9月20日 令和10年11月30日 令和4年9月20日
000028 4000190729 peta 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 梅野 友美 北播(加健)第303-55 令和4年9月21日 令和9年11月30日 令和4年9月21日
000028 4000190752 Ｕ．Ｒ．Ｍ 675-2453 加西市上道山町884-1 菓子製造業 一般 福井 彩乃 北播(加健)第302-83 令和4年9月21日 令和9年11月30日 令和4年9月21日
000028 4000190753 ほっともっと三木平田店 673-0405 三木市平田2-10-17 794866622 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社プレナス 代表取締役 塩井 辰男 812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１９番２１号 924523600 北播(加健)第303-56 令和4年9月26日 令和10年11月30日 令和4年9月26日
000028 4000190757 ときわ病院厨房 673-0541 三木市志染町広野5-271 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社神戸メディカルサービス協会 代表取締役 塩谷 満 652-0046 兵庫県神戸市兵庫区上沢通一丁目１番２５号 785121794 北播(加健)第303-57 令和4年9月26日 令和10年11月30日 令和4年9月26日
000028 4000190759 ときわ病院職員食堂 673-0541 三木市志染町広野5-271 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社神戸メディカルサービス協会 代表取締役 塩谷 満 652-0046 兵庫県神戸市兵庫区上沢通一丁目１番２５号 785121794 北播(加健)第303-58 令和4年9月26日 令和10年11月30日 令和4年9月26日
000028 4000190762 Local kitchen かかし 673-1421 加東市山国2014-307ヒルハイツA109 そうざい製造業 一般 井上 けい子 北播(加健)第301-68 令和4年9月22日 令和10年11月30日 令和4年9月22日
000028 4000190763 CINEMA COFFEE ROASTERS 677-0044 西脇市上野428-2 795277049 飲食店営業(4)その他 一般 森 慶太 北播(加健)第302-84 令和4年9月26日 令和10年11月30日 令和4年9月26日
000028 4000190764 CINEMA COFFEE ROASTERS 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 森 慶太 北播(加健)第301-67 令和4年9月26日 令和9年11月30日 令和4年9月26日
000028 4000190769 pata 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 佐藤 久貴 北播(加健)第302-85 令和4年9月26日 令和9年11月30日 令和4年9月26日
000028 4000190772 シフォンケーキ専門店　こっこ 675-2336 加西市坂元町329 飲食店営業(4)その他 一般 大谷 幸子 北播(加健)第302-81 令和4年9月26日 令和10年11月30日 令和4年9月26日
000028 4000190773 シフォンケーキ専門店　こっこ 675-2336 加西市坂元町329 菓子製造業 一般 大谷 幸子 北播(加健)第302-82 令和4年9月26日 令和10年11月30日 令和4年9月26日
000028 4000190801 birica 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 藤井 大輔 北播(加健)第303-59 令和4年9月28日 令和9年11月30日 令和4年9月28日
000028 4000190815 特別養護老人ホーム粟生逢花苑 675-1358 小野市粟生町3610-1 794652800 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｍｅｒｘ 代表取締役 冨永 成慈 541-0054 大阪府大阪市中央区南本町一丁目7番15号明治安田生命堺筋本町ビル13階 662670008 北播(加健)第301-69 令和4年9月26日 令和11年11月30日 令和4年9月26日
000028 4000190823 かとるーる 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社ＭＡＲＱＵＥＰＡＧＥ 代表取締役 川畑 博之 675-1369 兵庫県小野市高田町1839番地の205 794689032 北播(加健)第301-70 令和4年9月27日 令和9年11月30日 令和4年9月27日
000028 4000190842 けんしん亭 679-0316 西脇市黒田庄町大門75－1 795282557 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ケンジコントラクトフードサービス 代表取締役 森脇 富成 679-0316 兵庫県西脇市黒田庄町大門75番地の1 795282557 北播(加健)第302-86 令和4年9月29日 令和10年11月30日 令和4年9月29日
000028 4000190843 けんしん亭 679-0316 西脇市黒田庄町大門75－1 795282557 そうざい製造業 一般 有限会社ケンジコントラクトフードサービス 代表取締役 森脇 富成 679-0316 兵庫県西脇市黒田庄町大門75番地の1 795282557 北播(加健)第302-87 令和4年9月29日 令和10年11月30日 令和4年9月29日
000028 4000190854 新月　三木店 673-0434 三木市別所町小林855 794860141 そうざい製造業 一般 株式会社吉蔓 代表取締役 吉田 明広 669-1331 兵庫県三田市広野92番地 795671108 北播(加健)第303-60 令和4年9月29日 令和10年11月30日 令和4年9月29日
000028 4000190855 風と花 673-0533 三木市緑が丘町東2-1-3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮原 けゑ子 北播(加健)第303-61 令和4年9月29日 令和10年11月30日 令和4年9月29日
000028 4000190856 手作り弁当　たんぽぽ 673-0402 三木市加佐118-1キンスイマンション2 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 前野 宣昭 北播(加健)第303-62 令和4年9月29日 令和10年11月30日 令和4年9月29日
000028 4000190860 ダイニングキッチン雅実琉 673-0404 三木市大村163-6藤本ビル地下1階 794821818 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岸上 正樹 北播(加健)第303-63 令和4年9月29日 令和10年11月30日 令和4年9月29日
000028 4000190935 はな 673-1472 加東市上三草1175 795427700 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小林 裕美恵 北播(加健)第301-71 令和4年10月5日 令和10年11月30日 令和4年10月5日
000028 4000190947 くるま焼肉店 675-1379 小野市上本町29-4 794625838 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 渡辺 泰斗 北播(加健)第301-72 令和4年10月5日 令和10年11月30日 令和4年10月5日
000028 4000190958 ＧＯＬＤ 673-0433 三木市福井1-4-41銭屋酒坊104 飲食店営業(4)その他 一般 小西 澄子 北播(加健)第303-64 令和4年10月7日 令和10年11月30日 令和4年10月7日
000028 4000190965 フレッシュバザール三木吉川店 673-1116 三木市吉川町大畑431-1 794765500 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋１５番地 773220001 北播(加健)第303-65 令和4年10月7日 令和11年11月30日 令和4年10月7日
000028 4000190979 むすび茶屋 675-2212 加西市東笠原町159-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 則子 北播(加健)第302-88 令和4年10月6日 令和10年11月30日 令和4年10月6日
000028 4000191032 株式会社アクシスマテリア　KF9219 675-1322 小野市匠台1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 コーベフーズ株式会社 代表取締役 久保 孝義 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町一丁目1番3号 783824700 北播(加健)第301-73 令和4年10月7日 令和11年11月30日 令和4年10月7日
000028 4000191037 森ノ本珈琲 679-0303 西脇市黒田庄町前坂1383-2 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社東田商店 代表取締役 東田 新吾 679-0303 兵庫県西脇市黒田庄町前坂902番地の70 795284006 北播(加健)第302-89 令和4年10月12日 令和11年11月30日 令和4年10月12日
000028 4000191050 居酒屋　久遠 673-0551 三木市志染町西自由が丘1-288 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前原 憲二 北播(加健)第303-66 令和4年10月12日 令和10年11月30日 令和4年10月12日
000028 4000191056 世界の山ちゃん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社エスワイフード 代表取締役 山本 久美 460-0007 愛知県名古屋市中区新栄一丁目22番24号 522592782 北播(加健)第301-74 令和4年10月11日 令和10年11月30日 令和4年10月11日
000028 4000191095 ＣＩＮＥＭＡ　ＣＯＦＦＥＥ　ＴＥＲＭＩＮＡＬ 673-1431 加東市社933-1 795420524 飲食店営業(4)その他 一般 森 慶太 北播(加健)第301-75 令和4年10月13日 令和10年11月30日 令和4年10月13日
000028 4000191096 ＣＩＮＥＭＡ　ＣＯＦＦＥＥ　ＴＥＲＭＩＮＡＬ 673-1431 加東市社933-1 795420524 菓子製造業 一般 森 慶太 北播(加健)第301-76 令和4年10月13日 令和10年11月30日 令和4年10月13日
000028 4000191097 農園民宿　春名 679-1327 多可郡多可町加美区市原139-1 飲食店営業(3)旅館 一般 春名 みどり 北播(加健)第302-90 令和4年10月14日 令和10年11月30日 令和4年10月14日
000028 4000191099 大宮の郷 673-0514 三木市志染町戸田919 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 小野 克子 北播(加健)第303-67 令和4年10月13日 令和10年11月30日 令和4年10月13日
000028 4000191100 大宮の郷 673-0514 三木市志染町戸田919 菓子製造業 一般 小野 克子 北播(加健)第303-68 令和4年10月13日 令和10年11月30日 令和4年10月13日
000028 4000191101 大宮の郷 673-0514 三木市志染町戸田919 そうざい製造業 一般 小野 克子 北播(加健)第303-69 令和4年10月13日 令和10年11月30日 令和4年10月13日
000028 4000191102 大宮の郷 673-0514 三木市志染町戸田919 漬物製造業 一般 小野 克子 北播(加健)第303-70 令和4年10月13日 令和10年11月30日 令和4年10月13日
000028 4000191118 手打ちうどん　孫心 673-1431 加東市社933-1 795425252 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 篠原 敬一 北播(加健)第301-77 令和4年10月14日 令和11年11月30日 令和4年10月14日
000028 4000191122 山本くだもの店 675-1378 小野市上新町749-1 794625856 菓子製造業 一般 山本 喜隆 北播(加健)第301-78 令和4年10月14日 令和10年11月30日 令和4年10月14日
000028 4000191129 けやき焙煎所 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 宗平 慎太郎 北播(加健)第301-79 令和4年10月17日 令和9年11月30日 令和4年10月17日
000028 4000191159 ｅｇａｏｎ！ｎａａａｒｅ 679-1322 多可郡多可町加美区鳥羽226 795205434 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 太田工務店株式会社 代表取締役 太田 亨 679-1101 兵庫県多可郡多可町中区門前337番地1 795205434 北播(加健)第302-91 令和4年10月19日 令和10年11月30日 令和4年10月19日
000028 4000191161 紡食堂 monzen 679-1101 多可郡多可町中区門前333-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一般社団法人紡 代表理事 山本 早希 679-1101 兵庫県多可郡多可町中区門前333-2 北播(加健)第302-92 令和4年10月19日 令和10年11月30日 令和4年10月19日
000028 4000191185 露店１号 673-0703 三木市細川町垂穂894-60 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社ネスタリゾート神戸 代表取締役 大川 二郞 673-0703 兵庫県三木市細川町垂穂894番地の60号 794835000 北播(加健)第303-71 令和4年10月20日 令和9年11月30日 令和4年10月20日
000028 4000191199 株式会社ブルーカラーズ 673-1102 三木市吉川町冨岡933-27 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社ブルーカラーズ 代表取締役 白戸 裕二 110-0015 東京都台東区東上野三丁目36番1号上野第2ビル2階 355775499 北播(加健)第303-72 令和4年10月18日 令和9年11月30日 令和4年10月18日
000028 4000191201 ＡＲＡＰＳＵＮ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L ＡＲＡＰＳＵＮ株式会社 代表取締役 エルユルマス・セルチュク 574-0054 大阪府大東市新田東本町1番33号 728710440 北播(加健)第301-80 令和4年10月20日 令和9年11月30日 令和4年10月20日
000028 4000191224 ファミリーマート加東社店 673-1431 加東市社1504-1 795400776 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 株式会社ファミリーマート 代表取締役 細見 研介 108-0023 東京都港区芝浦三丁目1番21号 364367600 北播(加健)第301-81 令和4年10月20日 令和10年11月30日 令和4年10月20日
000028 4000191234 七福 679-0109 加西市玉丘町96-1 麺類製造業 一般 株式会社Ｓｅｖｅｎ－Ｌｅａｆ　Ｃｌｏｖｅｒ 代表取締役 岡 正人 675-2311 兵庫県加西市北条町横尾一丁目１５番地１－１号 790358284 北播(加健)第302-93 令和4年10月24日 令和10年11月30日 令和4年10月24日
000028 4000191243 こぶぶ 675-1371 小野市黒川町822-2ビエントB101 794638272 そうざい製造業 一般 岸本 洋子 北播(加健)第301-82 令和4年10月21日 令和10年11月30日 令和4年10月21日
000028 4000191265 labo.verde 679-0304 西脇市黒田庄町船町618-1 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社labo.verde 代表取締役 松本 恵利 679-0304 兵庫県西脇市黒田庄町船町618番地1 北播(加健)第302-94 令和4年10月25日 令和10年11月30日 令和4年10月25日
000028 4000191266 labo.verde 679-0304 西脇市黒田庄町船町618-1 菓子製造業 一般 株式会社labo.verde 代表取締役 松本 恵利 679-0304 兵庫県西脇市黒田庄町船町618番地1 北播(加健)第302-95 令和4年10月25日 令和10年11月30日 令和4年10月25日
000028 4000191267 labo.verde 679-0304 西脇市黒田庄町船町618-1 そうざい製造業 一般 株式会社labo.verde 代表取締役 松本 恵利 679-0304 兵庫県西脇市黒田庄町船町618番地1 北播(加健)第302-96 令和4年10月25日 令和10年11月30日 令和4年10月25日
000028 4000191276 和子の梅干 679-1121 多可郡多可町中区東安田687 漬物製造業 一般 宮崎 和子 北播(加健)第302-97 令和4年10月28日 令和10年11月30日 令和4年10月28日
000028 4000191299 串カツ　だるま 675-2312 加西市北条町北条59-3　白雲荘1階17号 790359233 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 王 昉 北播(加健)第302-98 令和4年10月28日 令和10年11月30日 令和4年10月28日
000028 4000191315 ＨＲＮ　Take Out Cafe 679-0222 加東市高岡615-1 飲食店営業(4)その他 一般 稲井 裕子 北播(加健)第301-84 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 4000191324 まかない　こころ 673-0533 三木市緑が丘町東1-1-20-5 794886604 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 青木 太郎 北播(加健)第303-73 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 4000191325 Boo 673-0532 三木市緑が丘町中1-15-52 飲食店営業(4)その他 一般 西村 美穂 北播(加健)第303-74 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 4000191363 和の食処花丸 675-1362 小野市久保木町853-2 794629175 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤川 勝宜 北播(加健)第301-86 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 4000191368 綱屋 679-0211 加東市上滝野186-1 795204184 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 廣内 伸吾 北播(加健)第301-85 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 4000191381 クワムラ食品株式会社 679-1131 多可郡多可町中区曽我井893 795322003 漬物製造業 一般 クワムラ食品株式会社 代表取締役 吉井 一彦 679-1131 兵庫県多可郡多可町中区曽我井893 795322003 北播(加健)第302-99 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 4000191385 酒井精工株式会社　自販機コーナー　屋外 679-1131 多可郡多可町中区曽我井907-90 795322251 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第302-100 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 4000191386 笹倉商店 677-0054 西脇市野村町939-4 795234715 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 北播(加健)第302-101 令和4年10月31日 令和9年11月30日 令和4年10月31日
000028 4000191396 精肉舎　こさる 673-0433 三木市福井字三木山2474-29 794838881 漬物製造業 一般 有限会社　こさる 代表取締役 鹿嶋 佑蘭 673-0433 兵庫県三木市福井1969番地の1 794838861 北播(加健)第303-75 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 4000191410 KAZUMA 675-1374 小野市本町1-214-3 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 澤近 優 北播(加健)第301-87 令和4年11月2日 令和10年11月30日 令和4年11月2日
000028 4000191526 特定非営利活動法人おむすび 677-0015 西脇市西脇264-6 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人おむすび 理事 大西 恵美 677-0015 兵庫県西脇市西脇263番地の7 北播(加健)第302-102 令和4年11月11日 令和10年11月30日 令和4年11月11日
000028 4000191530 Doggy Buddy Party 673-1301 加東市黒谷1197-554 795204271 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山内 康裕 北播(加健)第301-88 令和4年11月10日 令和10年11月30日 令和4年11月10日
000028 4000191573 善 673-0446 三木市別所町花尻1-56　1Ｆ 菓子製造業 一般 小西 美樹 北播(加健)第303-76 令和4年11月14日 令和10年11月30日 令和4年11月14日
000028 4000191590 sweets&baked FU-KA 673-0533 三木市緑が丘町東1-8-5 菓子製造業 一般 尾﨑 真央 北播(加健)第303-77 令和4年11月14日 令和10年11月30日 令和4年11月14日
000028 4000191592 フォンダンケーキ工房　ＣＯＣＯ 675-1316 小野市天神町80-1226 菓子製造業 一般 大野 順子 北播(加健)第301-89 令和4年11月11日 令和10年11月30日 令和4年11月11日
000028 4000191648 くらぱん工房 673-1325 加東市大畑117-1 菓子製造業 一般 宮本 麻絵 北播(加健)第301-90 令和4年11月15日 令和10年11月30日 令和4年11月15日
000028 4000191662 五月の風のように 675-2213 加西市西笠原町536-1 飲食店営業(4)その他 一般 西尾 栄 北播(加健)第302-103 令和4年11月16日 令和10年11月30日 令和4年11月16日
000028 4000191678 ファミリーマート西脇南本町店 677-0015 西脇市西脇1107 795245300 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 株式会社ファミリーマート 代表取締役 細見 研介 108-0023 東京都港区芝浦三丁目1番21号 364367600 北播(加健)第302-104 令和4年11月17日 令和10年11月30日 令和4年11月17日
000028 4000191684 あかしや農園ＡＦ 679-0206 加東市穂積562 795483568 漬物製造業 一般 神戸 宣明 北播(加健)第301-91 令和4年11月16日 令和10年11月30日 令和4年11月16日
000028 4000191691 イオン小野店　（ホットデリカ） 675-1378 小野市王子町868-1イオン小野店 794635121 菓子製造業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0000 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126500 北播(加健)第301-92 令和4年11月16日 令和11年11月30日 令和4年11月16日
000028 4000191704 まぼろし屋 677-0054 西脇市野村町918-5 飲食店営業(4)その他 一般 依藤 匡人 北播(加健)第302-105 令和4年11月21日 令和10年11月30日 令和4年11月21日
000028 4000191732 ごはん食楽部 675-2302 加西市北条町栗田123-6 790359109 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ハロー 代表取締役 古角 晴生 675-2302 兵庫県加西市北条町栗田123番6 790359107 北播(加健)第302-106 令和4年11月22日 令和10年11月30日 令和4年11月22日
000028 4000191744 ＤＡＮ－ｈａｒｉｍａ－ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L ＦＲＩＥＮＤＬＹ　ＷＩＳＴＥＲＩＡ合同会社 代表社員 友藤 尚子 673-1425 兵庫県加東市西古瀬５００ 北播(加健)第301-93 令和4年11月22日 令和9年11月30日 令和4年11月22日
000028 4000191792 ＣＵＲＲＹ　ＳＨＡＮＴＩ 673-0541 三木市志染町広野5-293-8-102 794843775 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ＪＡＡＬ合同会社 代表社員 パタク・チェトリ・アチャリヤ・ニル・クマリ 673-0551 兵庫県三木市志染町西自由が丘一丁目４８６番地の２ 794707588 北播(加健)第303-79 令和4年11月28日 令和10年11月30日 令和4年11月28日
000028 4000191793 ＪＡＡＬ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L ＪＡＡＬ合同会社 代表社員 パタク・チェトリ・アチャリヤ・ニル・クマリ 673-0551 兵庫県三木市志染町西自由が丘一丁目４８６番地の２ 794707588 北播(加健)第303-80 令和4年11月28日 令和9年11月30日 令和4年11月28日
000028 4000191794 ジンギスカン 樹 673-0532 三木市緑が丘町中1-6-22 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橘 祐樹 北播(加健)第303-78 令和4年11月28日 令和10年11月30日 令和4年11月28日
000028 4000191795 小麦の奴隷 三木店 673-0413 三木市大塚201-4 794886383 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ユーバレー 代表取締役 上間 達也 673-0413 兵庫県三木市大塚２２８番地の４ローテローゼ大塚２０１号 794886383 北播(加健)第303-81 令和4年11月28日 令和10年11月30日 令和4年11月28日
000028 4000191796 小麦の奴隷 三木店 673-0413 三木市大塚201-4 794886383 菓子製造業 一般 株式会社ユーバレー 代表取締役 上間 達也 673-0413 兵庫県三木市大塚２２８番地の４ローテローゼ大塚２０１号 794886383 北播(加健)第303-82 令和4年11月28日 令和10年11月30日 令和4年11月28日
000028 4000191805 la.petite 677-0054 西脇市野村町1021-25 菓子製造業 一般 金田 美和子 北播(加健)第302-107 令和4年11月25日 令和10年11月30日 令和4年11月25日
000028 4000191872 中村水産 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店40L 中村 知弘 北播(加健)第301-94 令和4年11月28日 令和9年11月30日 令和4年11月28日
000028 4000191883 暦　あずきとおかしと。 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 神吉 幸代 北播(加健)第303-83 令和4年11月29日 令和9年11月30日 令和4年11月29日
000028 4000191884 ミュージックスタジオ　セッション 679-0211 加東市上滝野185-1 飲食店営業(4)その他 一般 大島 香織 北播(加健)第301-96 令和4年11月29日 令和10年11月30日 令和4年11月29日
000028 4000191901 パンニョーラ 673-1311 加東市天神341 795471258 菓子製造業 一般 株式会社木心ファーム 代表取締役 平尾 博之 673-1311 兵庫県加東市天神341番地 795471258 北播(加健)第301-95 令和4年11月29日 令和10年11月30日 令和4年11月29日
000028 4000191906 中華料理　金福 675-1363 小野市古川町字溝向65-1 794886611 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 盛徳商行株式会社 代表取締役 丁 雁 650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通八丁目7-2 783863769 北播(加健)第301-97 令和4年11月29日 令和10年11月30日 令和4年11月29日
000028 4000191920 お好み　えっちゃん 675-2233 加西市両月町248 790204241 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 髙見 悦子 北播(加健)第302-108 令和4年11月30日 令和10年11月30日 令和4年11月30日



000028 4000191925 ばんしゅう港　はなれ 679-0211 加東市上滝野2351 795480255 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社港ｐｒｏｊｅｃｔ 代表取締役 松浦 甲子郎 679-0211 兵庫県加東市上滝野2347番地 795480255 北播(加健)第301-98 令和4年11月30日 令和10年11月30日 令和4年11月30日
000028 4000191926 ダーツＢＡＲ　爆アゲ 673-0433 三木市福井1-4-41 2F 209 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社９９９ 代表取締役 山上 元子 673-0433 兵庫県三木市福井一丁目4番41号 北播(加健)第303-84 令和4年11月30日 令和10年11月30日 令和4年11月30日
000028 4000191955 鶏とヤサイ　四鶴 677-0014 西脇市郷瀬町79-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 垣内 量守 北播(加健)第302-109 令和4年12月5日 令和11年2月28日 令和4年12月5日
000028 4000192000 鉄板キッチン うちわ。 679-0211 加東市上滝野598 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 丸山 宇津美 北播(加健)第301-99 令和4年12月6日 令和11年2月28日 令和4年12月6日
000028 4000192011 京もみじ 679-1212 多可郡多可町加美区西脇135-16 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 佐田 秀光 北播(加健)第302-110 令和4年12月9日 令和10年2月29日 令和4年12月9日
000028 4000192013 ＲＩＺ　ＣＡＦＥ　７５３ 673-0753 三木市口吉川町槇716 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鍛治本 美和 北播(加健)第303-85 令和4年12月12日 令和11年2月28日 令和4年12月12日
000028 4000192020 ｈｙｇｇｅ　ａｎｄ 675-2213 加西市西笠原町744-2 菓子製造業 一般 藤井 麻衣子 北播(加健)第302-111 令和4年12月12日 令和11年2月28日 令和4年12月12日
000028 4000192021 ｈｙｇｇｅ　ａｎｄ 675-2213 加西市西笠原町744-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤井 麻衣子 北播(加健)第302-112 令和4年12月12日 令和11年2月28日 令和4年12月12日
000028 4000192026 Fine 673-0532 三木市緑が丘町中1-6-21第二盛ビル2階西 飲食店営業(4)その他 一般 福田 桂 北播(加健)第303-86 令和4年12月12日 令和11年2月28日 令和4年12月12日
000028 4000192028 ＹＹ　ＫＩＴＣＨＥＮ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 井上 陽子 北播(加健)第302-113 令和4年12月12日 令和10年2月29日 令和4年12月12日
000028 4000192062 石修堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 廣石 元 北播(加健)第301-100 令和4年12月14日 令和10年2月29日 令和4年12月14日
000028 4000192124 ぜんカントリークラブ　レストラン 673-1402 加東市平木1310 795451171 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ぜんカントリークラブ 代表取締役 吉田 明倫 673-1402 兵庫県加東市平木1310番地 795451171 北播(加健)第301-101 令和4年12月20日 令和11年2月28日 令和4年12月20日
000028 4000192147 CINEMA COFFEE ROASTERS 677-0044 西脇市上野428-2 795277049 菓子製造業 一般 森 慶太 北播(加健)第302-114 令和4年12月22日 令和11年2月28日 令和4年12月22日
000028 4000192149 INVIGO 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 横田 麻理子 北播(加健)第302-115 令和4年12月22日 令和11年2月28日 令和4年12月22日
000028 4000192153 珈琲roastery ease 673-1128 三木市吉川町山上270-6 794605584 飲食店営業(4)その他 一般 北播(加健)第303-87 令和4年12月23日 令和11年2月28日 令和4年12月23日
000028 4000192155 麺屋　Kichi 673-1115 三木市吉川町大沢53-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 歯朶 哲也 北播(加健)第303-88 令和4年12月23日 令和11年2月28日 令和4年12月23日
000028 4000192169 La Tana 673-0433 三木市福井1-4-41銭屋酒坊108 飲食店営業(4)その他 一般 近藤 慧一 北播(加健)第303-93 令和4年12月26日 令和11年2月28日 令和4年12月26日
000028 4000192170 食堂カフェ YUZUNOHA 673-0434 三木市別所町小林734-1 794604149 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 常深 伊久子 北播(加健)第303-91 令和4年12月26日 令和11年2月28日 令和4年12月26日
000028 4000192171 食堂カフェ YUZUNOHA 673-0434 三木市別所町小林734-1 794604149 菓子製造業 一般 常深 伊久子 北播(加健)第303-92 令和4年12月26日 令和11年2月28日 令和4年12月26日
000028 4000192172 焼き菓子 the Moment 673-0502 三木市志染町安福田400 菓子製造業 一般 横山 英子 北播(加健)第303-89 令和4年12月26日 令和11年2月28日 令和4年12月26日
000028 4000192173 Rasiku 673-0551 三木市志染町西自由が丘1-466 794738286 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤本 智紘 北播(加健)第303-90 令和4年12月26日 令和11年2月28日 令和4年12月26日
000028 4000192203 松原メイフラワー病院売店 673-1462 加東市藤田944-25 飲食店営業(4)その他 一般 ファーストリネンサービス株式会社 代表取締役 尾﨑 智史 654-0154 兵庫県神戸市須磨区中落合二丁目2番5号 787933232 北播(加健)第301-103 令和4年12月28日 令和11年2月28日 令和4年12月28日
000028 4000192205 田舎Ｃａｆｅ　比良 673-0501 三木市志染町吉田1050-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橘田 ますみ 北播(加健)第303-95 令和4年12月28日 令和11年2月28日 令和4年12月28日
000028 4000192206 鶏日和 673-0532 三木市緑が丘町中1-13-10 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 堀内 貴史 北播(加健)第303-94 令和4年12月28日 令和11年2月28日 令和4年12月28日
000028 4000192213 Ａｎｇｅ 673-0434 三木市別所町小林688-8 飲食店営業(4)その他 一般 兼子 由香 北播(加健)第303-96 令和4年12月28日 令和11年2月28日 令和4年12月28日
000028 4000192222 田尻農園 673-1304 加東市長貞718 795470488 菓子製造業 一般 株式会社田尻農園 代表取締役 田尻 倫生 673-1304 兵庫県加東市長貞718 795470488 北播(加健)第301-102 令和4年12月28日 令和11年2月28日 令和4年12月28日
000028 4000192246 播州そろばん　地鶏　やす 675-1333 小野市垂井町2009 飲食店営業(4)その他 一般 石橋 靖夫 北播(加健)第301-104 令和5年1月5日 令和11年2月28日 令和5年1月5日
000028 4000192252 転生したらたこ焼き屋だった件 673-0534 三木市緑が丘町本町1-236-2 飲食店営業(4)その他 一般 松根 聖 北播(加健)第303-97 令和5年1月10日 令和11年2月28日 令和5年1月10日
000028 4000192253 果樹花ふぁーむ 675-2103 加西市鶉野町字飯森前1168-67 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社葉名菱 代表取締役 菅野 安眞 675-2423 兵庫県加西市和泉町515番地 790458310 北播(加健)第302-116 令和5年1月11日 令和11年2月28日 令和5年1月11日
000028 4000192254 果樹花ふぁーむ 675-2103 加西市鶉野町字飯森前1168-67 アイスクリーム類製造業 一般 株式会社葉名菱 代表取締役 菅野 安眞 675-2423 兵庫県加西市和泉町515番地 790458310 北播(加健)第302-117 令和5年1月11日 令和11年2月28日 令和5年1月11日
000028 4000192267 どんぐり会 679-1131 多可郡多可町中区曽我井613-1 密封包装食品製造業 一般 松浦 久代 北播(加健)第302-118 令和5年1月11日 令和11年2月28日 令和5年1月11日
000028 4000192291 喫茶マキ 673-0551 三木市志染町西自由が丘1-249 794857232 飲食店営業(4)その他 一般 中村 まゆみ 北播(加健)第303-98 令和5年1月16日 令和11年2月28日 令和5年1月16日
000028 4000192308 odashi 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 森岡 夕花 北播(加健)第301-105 令和5年1月16日 令和10年2月29日 令和5年1月16日
000028 4000192332 neko de' himawari 675-1365 小野市広渡町654-1 794707051 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社わさび 代表取締役 岸本 万里子 675-1365 兵庫県小野市広渡町652番地 794707051 北播(加健)第301-106 令和5年1月18日 令和12年2月28日 令和5年1月18日
000028 4000192334 お食事　和ごころ 679-1115 多可郡多可町中区天田95-3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 堀口 加奈女 北播(加健)第302-119 令和5年1月18日 令和11年2月28日 令和5年1月18日
000028 4000192336 ファインビバレッジ株式会社 679-1102 多可郡多可町中区安楽田505-4 795388628 酒類製造業 一般 ファインビバレッジ株式会社 代表取締役 真鍋 千織 679-1102 兵庫県多可郡多可町中区安楽田505番地4 795388628 北播(加健)第302-120 令和5年1月18日 令和11年2月28日 令和5年1月18日
000028 4000192337 がいな菜彩工房 675-2423 加西市和泉町378 みそ又はしょうゆ製造業 一般 株式会社がいな 代表取締役 水谷 克也 675-2423 兵庫県加西市和泉町25番地の3 790450848 北播(加健)第302-121 令和5年1月18日 令和11年2月28日 令和5年1月18日
000028 4000192339 Stay×TAKA「門前」 679-1101 多可郡多可町中区門前333-2 菓子製造業 一般 一般社団法人紡 代表理事 山本 早希 679-1101 兵庫県多可郡多可町中区門前333-2 北播(加健)第302-122 令和5年1月18日 令和11年2月28日 令和5年1月18日
000028 4000192371 味彩苑ホースランド店 673-0435 三木市別所町高木　ホースランドパーク 794866680 菓子製造業 一般 東洋物産工業株式会社 代表取締役 東 孝次 673-0443 兵庫県三木市別所町巴21番1 794830007 北播(加健)第303-99 令和5年1月24日 令和11年2月28日 令和5年1月24日
000028 4000192376 いも侍 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 香月 梨沙 北播(加健)第301-107 令和5年1月23日 令和10年2月29日 令和5年1月23日
000028 4000192378 戎屋菓子店 679-1113 多可郡多可町中区中村町104 795320261 菓子製造業 一般 有限会社戎屋菓子店 代表取締役 園崎 弘明 679-1113 兵庫県多可郡多可町中区中村町104番地 795320261 北播(加健)第302-123 令和5年1月23日 令和11年2月28日 令和5年1月23日
000028 4000192379 戎屋菓子店 679-1113 多可郡多可町中区中村町104 795320261 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社戎屋菓子店 代表取締役 園崎 弘明 679-1113 兵庫県多可郡多可町中区中村町104番地 795320261 北播(加健)第302-124 令和5年1月23日 令和11年2月28日 令和5年1月23日
000028 4000192380 五呂木工房 673-1242 三木市吉川町奥谷965 漬物製造業 一般 冨田 清恵 北播(加健)第303-100 令和5年1月23日 令和11年2月28日 令和5年1月23日
000028 4000192381 KANAE CAFE 673-1232 三木市吉川町金会1128 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩﨑 英一 北播(加健)第303-101 令和5年1月23日 令和11年2月28日 令和5年1月23日
000028 4000192384 セブンイレブン多可町中央公民館前店 679-1134 多可郡多可町中区茂利28-3 795302066 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 松本 章則 北播(加健)第302-125 令和5年1月23日 令和11年2月28日 令和5年1月23日
000028 4000192403 mam 677-0063 西脇市平野町302-58 漬物製造業 一般 藤井 愛姫 北播(加健)第302-126 令和5年1月24日 令和11年2月28日 令和5年1月24日
000028 4000192404 mam 677-0063 西脇市平野町302-58 そうざい製造業 一般 藤井 愛姫 北播(加健)第302-127 令和5年1月24日 令和11年2月28日 令和5年1月24日
000028 4000192425 まる福 673-0423 三木市宿原908-1 794707822 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福嶋 泰仁 北播(加健)第303-102 令和5年1月24日 令和11年2月28日 令和5年1月24日
000028 4000192426 まる福 673-0423 三木市宿原908-1 794707822 食肉販売業 一般 福嶋 泰仁 北播(加健)第303-103 令和5年1月24日 令和11年2月28日 令和5年1月24日
000028 4000192430 茶穀米研究所 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 清水 淳 北播(加健)第302-128 令和5年1月30日 令和10年2月29日 令和5年1月30日
000028 4000192452 やきとり　かず 679-0107 加西市玉野町283-1 790471564 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤本 一樹 北播(加健)第302-129 令和5年1月30日 令和11年2月28日 令和5年1月30日
000028 4000192473 さうんすぽ 679-0211 加東市上滝野239-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山畠 学 北播(加健)第301-108 令和5年1月31日 令和11年2月28日 令和5年1月31日
000028 4000192482 カネマツ青果（株）　西脇　事務所横（CCBJI受託） 677-0054 西脇市野村町800-1 795223707 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 664455518 北播(加健)第302-130 令和5年1月31日 令和11年2月28日 令和5年1月31日
000028 4000192483 韓流キッチン ゴルシ 677-0033 西脇市鹿野町914-5 79522432 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社藤井酒販 代表取締役 藤井 英理 677-0033 兵庫県西脇市鹿野町914番地の5 79522432 北播(加健)第302-131 令和5年1月31日 令和11年2月28日 令和5年1月31日
000028 4000192484 Ｆ 675-2312 加西市北条町北条28-1　アスティア加西1F 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 昇卓 北播(加健)第302-133 令和5年1月31日 令和11年2月28日 令和5年1月31日
000028 4000192488 カフェ　さくら 675-2312 加西市北条町北条913 790433334 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人　さくらの家 理事長 黒田 廣之 675-2312 兵庫県加西市北条町北条913 790433334 北播(加健)第302-132 令和5年1月31日 令和11年2月28日 令和5年1月31日
000028 4000192491 居酒屋　みき家 677-0054 西脇市野村町786-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 幹也 北播(加健)第302-134 令和5年1月31日 令和11年2月28日 令和5年1月31日
000028 4000192499 丼丸鈴吉加東店 679-0212 加東市下滝野1-98 795205849 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 合同会社鈴吉 代表社員 鈴木 浩司 675-1362 兵庫県小野市高山町1834番地の47 794624638 北播(加健)第301-110 令和5年1月31日 令和11年2月28日 令和5年1月31日
000028 4000192507 neko de' himawari 675-1365 小野市広渡町654-1 794707051 菓子製造業 一般 株式会社わさび 代表取締役 岸本 万里子 675-1365 兵庫県小野市広渡町652番地 794707051 北播(加健)第301-109 令和5年1月31日 令和12年2月28日 令和5年1月31日
000028 4000192529 張家　CK 673-0433 三木市福井1-7-25 794888300 そうざい製造業 一般 有限会社三木北京閣 代表取締役 中山 勇士 673-0404 兵庫県三木市大村一丁目3番3号 794821843 北播(加健)第303-104 令和5年2月3日 令和11年2月28日 令和5年2月3日
000028 4000192542 三木平井山観光ぶどう園 673-0421 三木市平井字廻り山365-89 794833546 密封包装食品製造業 一般 吉田 保子 北播(加健)第303-105 令和5年2月7日 令和11年2月28日 令和5年2月7日
000028 4000192543 ほっとはうす 673-0551 三木市志染町西自由が丘2-148 794605932 漬物製造業 一般 平山 まゆみ 北播(加健)第303-106 令和5年2月7日 令和11年2月28日 令和5年2月7日
000028 4000192549 じぃちゃん家 679-0304 西脇市黒田庄町船町628-1 飲食店営業(4)その他 一般 髙橋 信裕 北播(加健)第302-135 令和5年2月6日 令和11年2月28日 令和5年2月6日
000028 4000192582 ライフデリ 神戸西店 673-0404 三木市大村1132グリーンビレッジ6号 794708863 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社京蓮堂 代表取締役 矢野 京子 651-2212 兵庫県神戸市西区押部谷町押部727番地の172青葉会館 789393900 北播(加健)第303-107 令和5年2月8日 令和11年2月28日 令和5年2月8日
000028 4000192595 よりみち 677-0122 多可郡多可町八千代区下野間904-1 795372188 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佐伯 美和 北播(加健)第302-136 令和5年2月10日 令和11年2月28日 令和5年2月10日
000028 4000192617 Luana's Cafe 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社Luana 代表取締役 599-8234 大阪府堺市中区土塔町2244番地3 北播(加健)第301-111 令和5年2月10日 令和10年2月29日 令和5年2月10日
000028 4000192635 luce 677-0054 西脇市野村町1796-49 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡咲 江莉那 北播(加健)第302-137 令和5年2月13日 令和11年2月28日 令和5年2月13日
000028 4000192637 ぎょうざのクリウン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 栗田運送株式会社 代表取締役 栗田 将嘉 673-0541 兵庫県三木市志染町広野六丁目190番地 794601603 北播(加健)第303-108 令和5年2月9日 令和10年2月29日 令和5年2月9日
000028 4000192651 セブン-イレブン小野本町店 675-1372 小野市本町638-1 794635022 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 田渕 将範 北播(加健)第301-112 令和5年2月9日 令和12年2月28日 令和5年2月9日
000028 4000192663 果樹園　碧の空 675-2222 加西市坂本町1027-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山崎 哲史 北播(加健)第302-138 令和5年2月13日 令和11年2月28日 令和5年2月13日
000028 4000192679 さんそう庵 677-0054 西脇市野村町772-3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 サンリホーム有限会社 取締役 益田 恵子 677-0015 兵庫県西脇市西脇903番地 北播(加健)第302-141 令和5年2月15日 令和11年2月28日 令和5年2月15日
000028 4000192680 和食さと　エルズモール加西店 675-2321 加西市北条町東高室字四ツ池938 939 940 942 790359111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 サトフードサービス株式会社 代表取締役 重里 政彦 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号大阪国際ビルディング30階 672223104 北播(加健)第302-139 令和5年2月15日 令和12年2月28日 令和5年2月15日
000028 4000192681 和食さと　エルズモール加西店 675-2321 加西市北条町東高室字四ツ池938 939 940 942 790359111 食肉販売業 一般 サトフードサービス株式会社 代表取締役 重里 政彦 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号大阪国際ビルディング30階 672223104 北播(加健)第302-140 令和5年2月15日 令和12年2月28日 令和5年2月15日
000028 4000192688 メタルフォーム(株)　加西　休憩所　(CCBJI受託) 675-2103 加西市鶉野町字東中沢2135 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 664455518 北播(加健)第302-142 令和5年2月16日 令和11年2月28日 令和5年2月16日
000028 4000192693 Ｉ＆Ｉ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 小林 勇哉 北播(加健)第302-143 令和5年2月16日 令和10年2月29日 令和5年2月16日
000028 4000192745 黒っ娘おばんざい 679-0303 西脇市黒田庄町前坂2140 795283201 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 西村 美佐子 北播(加健)第302-145 令和5年2月21日 令和11年2月28日 令和5年2月21日
000028 4000192746 株式会社長谷川養蜂園 679-1124 多可郡多可町中区森本175 795325535 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社長谷川養蜂園 代表取締役 長谷川 智子 679-1124 兵庫県多可郡多可町中区森本175番地 795325535 北播(加健)第302-144 令和5年2月21日 令和11年2月28日 令和5年2月21日
000028 4000192747 有限会社パーシャブルデリカ　大村工場 673-0404 三木市大村1-2-5 794822900 そうざい製造業 一般 有限会社パーシャブルデリカ 代表取締役 谷本 英俊 670-0952 兵庫県姫路市南条一丁目32番地 792225150 北播(加健)第303-111 令和5年2月22日 令和11年2月28日 令和5年2月22日
000028 4000192820 山田錦の館 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社吉川まちづくり公社 代表取締役社長 山本 貴美江 673-1114 兵庫県三木市吉川町吉安222番地 794762401 北播(加健)第303-112 令和5年2月24日 令和10年2月29日 令和5年2月24日
000028 4000192836 いっかく堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 松中 靖生 北播(加健)第301-113 令和5年2月24日 令和10年2月29日 令和5年2月24日
000028 4000192855 やぶにしさんとこの 673-0512 三木市志染町井上410-1 菓子製造業 一般 藪西 絵里 北播(加健)第303-109 令和5年2月28日 令和11年2月28日 令和5年2月28日
000028 4000192856 やぶにしさんとこの 673-0512 三木市志染町井上410-1 そうざい製造業 一般 藪西 絵里 北播(加健)第303-110 令和5年2月28日 令和11年2月28日 令和5年2月28日
000028 4000192875 Diamond9 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 坪井 芳博 北播(加健)第303-113 令和5年2月28日 令和10年2月29日 令和5年2月28日
000028 4000192894 ten 675-2354 加西市山下町2349-29 790206376 菓子製造業 一般 株式会社ten 代表取締役 名古屋 敦 675-2354 兵庫県加西市山下町2349-29 790206376 北播(加健)第302-146 令和5年2月28日 令和11年2月28日 令和5年2月28日
000028 4000192925 アパチのセイロン　カレー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 有限会社原自動車 代表取締役 大西 光男 677-0043 兵庫県西脇市下戸田462番地の1 795222792 北播(加健)第302-147 令和5年2月28日 令和10年2月29日 令和5年2月28日
000028 4000192933 Chappy BASE 675-1371 小野市黒川町67-27 飲食店営業(4)その他 一般 大西 計嘉 北播(加健)第301-114 令和5年2月28日 令和11年2月28日 令和5年2月28日
000028 4000192938 かっぱ寿司三木店 673-0404 三木市大村531-2 794868035 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 カッパ・クリエイト株式会社 代表取締役 山角　豪 220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾀﾜｰ12階 452247095 北播(加健)第303-114 令和5年3月6日 令和11年5月31日 令和5年3月6日
000028 4000192939 かっぱ寿司三木店 673-0404 三木市大村531-2 794868035 菓子製造業 一般 カッパ・クリエイト株式会社 代表取締役 山角　豪 220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾀﾜｰ12階 452247095 北播(加健)第303-115 令和5年3月6日 令和11年5月31日 令和5年3月6日
000028 4000192993 緑乃家 675-1343 小野市来住町字明神山1158-1 794627844 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 玉田 寛子 北播(加健)第301-115 令和5年3月7日 令和11年5月31日 令和5年3月7日
000028 4000193013 誉田成子 675-2425 加西市池上町184 790451289 そうざい製造業 一般 譽田 成子 北播(加健)第302-148 令和5年3月10日 令和11年5月31日 令和5年3月10日
000028 4000193017 Reflet　Base 675-1325 小野市樫山町386 794607107 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一般社団法人るふれ 代表理事 萩原 勇治 675-1301 兵庫県小野市小田町675番地の3 794607107 北播(加健)第301-116 令和5年3月7日 令和11年5月31日 令和5年3月7日
000028 4000193018 Reflet　Base 675-1325 小野市樫山町386 794607107 菓子製造業 一般 一般社団法人るふれ 代表理事 萩原 勇治 675-1301 兵庫県小野市小田町675番地の3 794607107 北播(加健)第301-117 令和5年3月7日 令和11年5月31日 令和5年3月7日
000028 4000193043 BFS　CAFE 673-0503 三木市志染町窟屋994-1 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社ＨＹＴＩ 代表取締役 山本 英樹 673-0503 兵庫県三木市志染町窟屋994番地1 794607106 北播(加健)第303-116 令和5年3月8日 令和10年5月31日 令和5年3月8日
000028 4000193045 三木よかわカントリークラブ　CH 673-0753 三木市口吉川町槇字長尾谷487-68 794880236 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社三木よかわカントリー 代表取締役 佐治 重仁 160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目24番1号 794880236 北播(加健)第303-117 令和5年3月14日 令和11年5月31日 令和5年3月14日
000028 4000193046 三木よかわカントリークラブ　茶店東 673-0753 三木市口吉川町槇字長尾谷487-68 794880236 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社三木よかわカントリー 代表取締役 佐治 重仁 160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目24番1号 794880236 北播(加健)第303-118 令和5年3月14日 令和11年5月31日 令和5年3月14日
000028 4000193048 三木よかわカントリークラブ　茶店西 673-0753 三木市口吉川町槇字長尾谷487-68 794880236 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社三木よかわカントリー 代表取締役 佐治 重仁 160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目24番1号 794880236 北播(加健)第303-119 令和5年3月14日 令和11年5月31日 令和5年3月14日
000028 4000193049 三木よかわカントリークラブ　茶店中 673-0753 三木市口吉川町槇字長尾谷487-68 794880236 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社三木よかわカントリー 代表取締役 佐治 重仁 160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目24番1号 794880236 北播(加健)第303-120 令和5年3月14日 令和11年5月31日 令和5年3月14日
000028 4000193055 ㈱小西商店 673-0412 三木市岩宮字丁田207-2 794828211 菓子製造業 一般 株式会社小西商店 代表取締役 小西 康之 673-0412 兵庫県三木市岩宮字丁田207番地の2 794828211 北播(加健)第303-121 令和5年3月14日 令和11年5月31日 令和5年3月14日
000028 4000193056 ㈱小西商店 673-0412 三木市岩宮字丁田207-2 794828211 漬物製造業 一般 株式会社小西商店 代表取締役 小西 康之 673-0412 兵庫県三木市岩宮字丁田207番地の2 794828211 北播(加健)第303-122 令和5年3月14日 令和11年5月31日 令和5年3月14日
000028 4000193088 真珠蘭 677-0043 西脇市下戸田68-4 795230668 飲食店営業(4)その他 一般 村上 真理子 北播(加健)第302-149 令和5年3月13日 令和11年5月31日 令和5年3月13日
000028 4000193089 狛犬ＧＥＬＡＴＯ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 山本 草子 北播(加健)第302-152 令和5年3月13日 令和10年5月31日 令和5年3月13日
000028 4000193090 ファミリーマート西脇上野店 677-0044 西脇市上野235 795250106 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 株式会社フクハラ 代表取締役 原田 福信 679-2313 兵庫県神崎郡市川町西田中514番地の16 790262628 北播(加健)第302-150 令和5年3月13日 令和11年5月31日 令和5年3月13日
000028 4000193091 居酒屋　ジダイヤ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 髙岡 清一 北播(加健)第302-151 令和5年3月13日 令和10年5月31日 令和5年3月13日
000028 4000193172 I TeA HOUSE 673-0445 三木市別所町西這田1-395-1 794886977 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社小西商店 代表取締役 小西 康之 673-0412 兵庫県三木市岩宮字丁田207番地の2 794828211 北播(加健)第303-123 令和5年3月17日 令和11年5月31日 令和5年3月17日
000028 4000193173 I TeA HOUSE 673-0445 三木市別所町西這田1-395-1 794886977 そうざい製造業 一般 株式会社小西商店 代表取締役 小西 康之 673-0412 兵庫県三木市岩宮字丁田207番地の2 794828211 北播(加健)第303-124 令和5年3月17日 令和11年5月31日 令和5年3月17日
000028 4000193174 ラ・ムー三木西店 673-0404 三木市大村575 飲食店営業(4)その他 一般 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南704番地の5 864351100 北播(加健)第303-125 令和5年3月17日 令和11年5月31日 令和5年3月17日
000028 4000193185 お結び茶屋　夢舞 673-1444 加東市沢部173-25 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 的場 吏衣子 北播(加健)第301-119 令和5年3月16日 令和11年5月31日 令和5年3月16日
000028 4000193193 エアレーベン八千代 677-0121 多可郡多可町八千代区中野間363-14 795372211 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社多可町地域商社ＲＡＫＵ 代表取締役 寺川 敏博 677-0121 兵庫県多可郡多可町八千代区中野間363番地14 795372211 北播(加健)第302-153 令和5年3月20日 令和11年5月31日 令和5年3月20日
000028 4000193203 やしろ加工部会 673-1453 加東市貝原字町田292-1 795400050 密封包装食品製造業 一般 安田 ミツル 北播(加健)第301-120 令和5年3月16日 令和11年5月31日 令和5年3月16日
000028 4000193209 #Joker 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店80L 清水 智子 北播(加健)第303-126 令和5年3月17日 令和10年5月31日 令和5年3月17日
000028 4000193231 ファーム都 679-0101 加西市都染町506 菓子製造業 一般 吉田 孝子 北播(加健)第302-154 令和5年3月20日 令和11年5月31日 令和5年3月20日
000028 4000193250 ＲＩＺ　ＣＡＦＥ　７５３ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 鍛治本 美和 北播(加健)第303-127 令和5年3月22日 令和10年5月31日 令和5年3月22日



000028 4000193255 ひまわりの丘公園 675-1317 小野市浄谷町1545-321 794621147 密封包装食品製造業 一般 長谷川 笑子 北播(加健)第301-121 令和5年3月22日 令和12年5月31日 令和5年3月22日
000028 4000193267 誉田の館いろどり 675-1309 小野市福住町247-5 794604717 そうざい製造業 一般 大園 近子 北播(加健)第301-122 令和5年3月20日 令和11年5月31日 令和5年3月20日
000028 4000193268 誉田の館いろどり 675-1309 小野市福住町247-5 794604717 漬物製造業 一般 大園 近子 北播(加健)第301-123 令和5年3月20日 令和11年5月31日 令和5年3月20日
000028 4000193293 3308事業所 675-2322 加西市北条町西高室595-11 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 イフスコヘルスケア株式会社 代表取締役 髙石 清彦 553-0003 大阪府大阪市福島区福島七丁目15番26号 664583916 北播(加健)第302-155 令和5年3月22日 令和12年5月31日 令和5年3月22日
000028 4000193300 GLAMP CABIN 東条湖・丹波篠山 673-1403 加東市下鴨川602-82 795451015 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ENJOY　TRUST 代表取締役 萩原 俊輔 542-0085 大阪府大阪市中央区心斎橋筋二丁目2番3号 662119700 北播(加健)第301-124 令和5年3月22日 令和11年5月31日 令和5年3月22日
000028 4000193301 花元気 675-1311 小野市万勝寺町984-40 794671648 菓子製造業 一般 久保 髙重 北播(加健)第301-125 令和5年3月22日 令和11年5月31日 令和5年3月22日
000028 4000193306 imo.dot 675-2241 加西市段下町60-1 菓子製造業 一般 森田 吉彦 北播(加健)第302-156 令和5年3月24日 令和11年5月31日 令和5年3月24日
000028 4000193307 .dot 675-2311 加西市北条町横尾285-1 飲食店営業(4)その他 一般 森田 吉彦 北播(加健)第302-157 令和5年3月24日 令和11年5月31日 令和5年3月24日
000028 4000193308 .dot 675-2311 加西市北条町横尾285-1 菓子製造業 一般 森田 吉彦 北播(加健)第302-158 令和5年3月24日 令和11年5月31日 令和5年3月24日
000028 4000193309 はりまのデリバリーキッチンLien 675-2311 加西市北条町横尾840 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社シャルム 代表取締役 深田 美香 675-2311 兵庫県加西市北条町横尾473番地の1 790421982 北播(加健)第302-159 令和5年3月24日 令和11年5月31日 令和5年3月24日
000028 4000193310 はりまのデリバリーキッチンLien 675-2311 加西市北条町横尾840 密封包装食品製造業 一般 株式会社シャルム 代表取締役 深田 美香 675-2311 兵庫県加西市北条町横尾473番地の1 790421982 北播(加健)第302-160 令和5年3月24日 令和11年5月31日 令和5年3月24日
000028 4000193330 Cafe Mon Chouchou 673-0434 三木市別所町小林734-7 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松尾 彩加 北播(加健)第303-128 令和5年3月27日 令和11年5月31日 令和5年3月27日
000028 4000193332 さば朗 673-0403 三木市末広2-4-45　三木駅前ビル1F1-A 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ayuto 代表取締役 平田 琢朗 655-0041 兵庫県神戸市垂水区神陵台三丁目2番1号7-1号 787863236 北播(加健)第303-129 令和5年3月27日 令和11年5月31日 令和5年3月27日
000028 4000193336 特別養護老人ホーム　ぬく森　こもれび 675-1362 小野市久保木町字出晴1561-24 794640155 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人栄宏福祉会 理事長 土井 直 675-1362 兵庫県小野市久保木町字出晴1561番24 794640155 北播(加健)第301-126 令和5年3月24日 令和11年5月31日 令和5年3月24日
000028 4000193343 在宅支援小規模多機能　マイハウスみのり 679-0221 加東市河高2538-1 795480600 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 みのり農業協同組合 代表理事 神澤 友重 673-1431 兵庫県加東市社1777番地の1 795425141 北播(加健)第301-127 令和5年3月24日 令和11年5月31日 令和5年3月24日
000028 4000193409 笑仁。 677-0054 西脇市野村町1288 795222000 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 大輔 北播(加健)第302-161 令和5年3月29日 令和11年5月31日 令和5年3月29日
000028 4000193410 笑仁。 677-0054 西脇市野村町1288 795222000 そうざい製造業 一般 藤原 大輔 北播(加健)第302-162 令和5年3月29日 令和11年5月31日 令和5年3月29日
000028 4000193422 ログハウスカフェ　マリット 673-1337 加東市松沢762-515 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福澤 順治 北播(加健)第301-128 令和5年3月28日 令和11年5月31日 令和5年3月28日
000028 4000193425 とと 677-0105 多可郡多可町八千代区下村167 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松田 章浩 北播(加健)第302-164 令和5年3月31日 令和11年5月31日 令和5年3月31日
000028 4000193426 韓Labo 673-1414 加東市上久米1434 漬物製造業 一般 伊藤 壽浩 北播(加健)第301-129 令和5年3月28日 令和11年5月31日 令和5年3月28日
000028 4000193427 韓Labo 673-1414 加東市上久米1434 そうざい製造業 一般 伊藤 壽浩 北播(加健)第301-130 令和5年3月28日 令和11年5月31日 令和5年3月28日
000028 4000193428 Kaji家 679-1111 多可郡多可町中区鍛冶屋477 795370699 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社多可町地域商社ＲＡＫＵ 代表取締役 寺川 敏博 677-0121 兵庫県多可郡多可町八千代区中野間363番地14 795370699 北播(加健)第302-163 令和5年3月31日 令和11年5月31日 令和5年3月31日
000028 4000193429 ビッグエコー小野店 675-1367 小野市敷地町1483-1 794700050 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社兵庫第一興商 代表取締役 中野 博史 651-0088 兵庫県神戸市中央区小野柄通四丁目1番14号 782323666 北播(加健)第301-131 令和5年3月28日 令和11年5月31日 令和5年3月28日
000028 4000193465 鯛の鯛 673-0415 三木市府内町2-5 794826680 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松山 一郎 北播(加健)第303-130 令和5年3月31日 令和11年5月31日 令和5年3月31日
000028 4000193492 加東市民病院 673-1451 加東市家原85 795425511 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社LEOC 代表取締役 森井 秀和 100-0004 東京都千代田区大手町一丁目1番3号 352208550 北播(加健)第301-118 令和5年3月30日 令和12年5月31日 令和5年3月30日
000028 4000193590 パン工房　n.a.n.o 677-0026 西脇市坂本169-5 飲食店営業(4)その他 一般 井田 かおり 北播(加健)第302-2 令和5年4月10日 令和11年5月31日 令和5年4月10日
000028 4000193591 パン工房　n.a.n.o 677-0026 西脇市坂本169-5 菓子製造業 一般 井田 かおり 北播(加健)第302-3 令和5年4月10日 令和11年5月31日 令和5年4月10日
000028 4000193592 気まぐれキッチン　ホッとてらす 677-0103 多可郡多可町八千代区中村64-6 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 隆子 北播(加健)第302-4 令和5年4月10日 令和11年5月31日 令和5年4月10日
000028 4000193597 株式会社ＧＦＦ　関西工場 675-2113 加西市網引町字丸山2001-8 790499651 食肉製品製造業 一般 株式会社ＧＦＦ 代表取締役社長 小池 正昭 108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 357838758 北播(加健)第302-1 令和5年4月10日 令和12年5月31日 令和5年4月10日
000028 4000193600 マイスター工房八千代 677-0103 多可郡多可町八千代区中村46-1 795305516 漬物製造業 一般 藤原 隆子 北播(加健)第302-5 令和5年4月10日 令和11年5月31日 令和5年4月10日
000028 4000193602 ＭＡＧ　ＣＡＴ　ＣＡＦＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 大木 真悠子 北播(加健)第301-1 令和5年4月12日 令和10年5月31日 令和5年4月12日
000028 4000193621 ホワイト カフェ 675-1366 小野市中島町46-3 794708269 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ファインミート 代表取締役 北田 國夫 679-2101 兵庫県姫路市船津町4004番地1 794902077 北播(加健)第301-2 令和5年4月10日 令和11年5月31日 令和5年4月10日
000028 4000193637 ローズマリー 675-1352 小野市復井町1513-1 飲食店営業(4)その他 一般 内本 まり子 北播(加健)第301-3 令和5年4月12日 令和11年5月31日 令和5年4月12日
000028 4000193639 海援隊 677-0054 西脇市野村町800-6 795236001 そうざい製造業 一般 原田鮮魚株式会社 代表取締役 原田 眞年 677-0054 兵庫県西脇市野村町800番地の6 795224859 北播(加健)第302-6 令和5年4月14日 令和12年5月31日 令和5年4月14日
000028 4000193640 海援隊 677-0054 西脇市野村町800-6 795236001 魚介類販売業 一般 原田鮮魚株式会社 代表取締役 原田 眞年 677-0054 兵庫県西脇市野村町800番地の6 795224859 北播(加健)第302-7 令和5年4月14日 令和12年5月31日 令和5年4月14日
000028 4000193646 蔵･蔵 673-0532 三木市緑が丘町中1-9-34　2Ｆ 794820229 飲食店営業(4)その他 一般 戸田 万里子 北播(加健)第303-1 令和5年4月14日 令和11年5月31日 令和5年4月14日
000028 4000193654 ＮＰＯ法人つつじ会　ともに 679-0212 加東市下滝野1283-1　はぴねす滝野内 795219063 密封包装食品製造業 一般 特定非営利活動法人つつじ会 理事 黒﨑 明 673-1451 兵庫県加東市家原813番地1 795424966 北播(加健)第301-4 令和5年4月12日 令和11年5月31日 令和5年4月12日
000028 4000193707 Kung Kung's Grill 673-0402 三木市加佐268 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 バウティスタ　エリック クラモル 北播(加健)第303-2 令和5年4月18日 令和11年5月31日 令和5年4月18日
000028 4000193744 COFFEE STAND Mr.Beans. 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 丸山 優 北播(加健)第301-5 令和5年4月20日 令和10年5月31日 令和5年4月20日
000028 4000193751 ＢＨ３６６５兵庫 673-0442 三木市別所町興治1588しゅうらく庵　喫茶 794836775 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社グリーンヘルスケアサービス 代表取締役 黒川 知輝 163-1477 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 333791211 北播(加健)第303-3 令和5年4月20日 令和12年5月31日 令和5年4月20日
000028 4000193752 ０Ｈ３６６５兵庫 673-0442 三木市別所町興治1588 794836775 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社グリーンヘルスケアサービス 代表取締役 黒川 知輝 167-1477 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 333791211 北播(加健)第303-4 令和5年4月20日 令和12年5月31日 令和5年4月20日
000028 4000193760 お菓子のしごと 675-1355 小野市新部町1053-5 飲食店営業(4)その他 一般 岩本 明美 北播(加健)第301-6 令和5年4月19日 令和11年5月31日 令和5年4月19日
000028 4000193768 有限会社食品衛生デザインオフィス 679-0103 加西市別府町甲2430 790470150 漬物製造業 一般 有限会社食品衛生デザインオフィス 取締役 西村 章 679-0103 兵庫県加西市別府町甲2430番地 790470150 北播(加健)第302-12 令和5年4月21日 令和11年5月31日 令和5年4月21日
000028 4000193770 芳田ふれあい直売所 677-0065 西脇市岡崎町471 菓子製造業 一般 内橋 昌子 北播(加健)第302-8 令和5年4月21日 令和11年5月31日 令和5年4月21日
000028 4000193780 ブランチカフェ　古道 675-2441 加西市越水町200 790339588 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 神澤 勇志 北播(加健)第302-9 令和5年4月24日 令和11年5月31日 令和5年4月24日
000028 4000193781 井上としゑ 677-0065 西脇市岡崎町365 菓子製造業 一般 井上 としゑ 北播(加健)第302-10 令和5年4月24日 令和11年5月31日 令和5年4月24日
000028 4000193782 井上としゑ 677-0065 西脇市岡崎町365 漬物製造業 一般 井上 としゑ 北播(加健)第302-11 令和5年4月24日 令和11年5月31日 令和5年4月24日
000028 4000193812 Ruban Bleu（リュバンブル） 673-0413 三木市大塚2-1-37 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大林 由佳 北播(加健)第303-5 令和5年4月25日 令和12年5月31日 令和5年4月25日
000028 4000193820 1013 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 村瀬 弥賛 北播(加健)第301-7 令和5年4月27日 令和10年5月31日 令和5年4月27日
000028 4000193889 コンセルボ　志染店 673-0551 三木市志染町西自由が丘1-166 菓子製造業 一般 株式会社オカノベーカリー 代表取締役 岡野 吉純 671-0234 兵庫県姫路市御国野町国分寺391番地 792539630 北播(加健)第303-7 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 4000193890 生田製パン所 677-0039 西脇市上比延町585 795223393 飲食店営業(4)その他 一般 生田 功 北播(加健)第302-15 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 4000193891 生田製パン所 677-0039 西脇市上比延町585 795223393 菓子製造業 一般 生田 功 北播(加健)第302-16 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 4000193892 ゼット株式会社　東播事務所 677-0033 西脇市鹿野町601 795388900 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ゼット株式会社 代表取締役 小西 龍作 102-0074 東京都千代田区九段南一丁目1番5号 352112178 北播(加健)第302-17 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 4000193893 ヴィーノ 673-0434 三木市別所町小林713-1 794858778 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 六尾 将 北播(加健)第303-6 令和5年4月26日 令和11年5月31日 令和5年4月26日
000028 4000193922 マクドナルド西脇店 677-0016 西脇市高田井町59-1 795235508 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社エムズカンパニー 代表取締役 永田 充 565-0821 大阪府吹田市山田東四丁目18番C-308号 668765236 北播(加健)第302-13 令和5年4月27日 令和12年5月31日 令和5年4月27日
000028 4000193924 まちの駅・たか 679-1114 多可郡多可町中区岸上281-1 795207087 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社まちの駅・たか 佐藤 彰浩 679-1114 兵庫県多可郡多可町中区岸上281番地1 795207087 北播(加健)第302-14 令和5年4月27日 令和11年5月31日 令和5年4月27日
000028 4000193928 URUMI gallery cafe 675-2402 加西市田谷町1265 菓子製造業 一般 山本 草子 北播(加健)第302-18 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 4000193951 お食事処　居酒屋　ひなた 000-0000 三木市内 飲食店営業(4)その他 露店80L 浜村 旦子 北播(加健)第303-8 令和5年4月26日 令和10年5月31日 令和5年4月26日
000028 4000193952 ネスタキッチンカー１号車 673-0703 三木市細川町垂穂894-60 570005000 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社ネスタリゾート神戸 代表取締役 大川 二郎 673-0703 兵庫県三木市細川町垂穂894番地の60号 570005000 北播(加健)第303-9 令和5年4月28日 令和10年5月31日 令和5年4月28日
000028 4000193953 ネスタキッチンカー２号車 673-0703 三木市細川町垂穂894-60 570005000 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社ネスタリゾート神戸 代表取締役 大川 二郎 673-0703 兵庫県三木市細川町垂穂894番地の60号 570005000 北播(加健)第303-10 令和5年4月28日 令和10年5月31日 令和5年4月28日
000028 4000193955 由美子 673-1465 加東市喜田94 795422179 菓子製造業 一般 岸本 由美子 北播(加健)第301-8 令和5年4月26日 令和11年5月31日 令和5年4月26日
000028 4000193963 ゆいたば 679-1327 多可郡多可町加美区市原456 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 竹内 のり子 北播(加健)第302-19 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 4000193980 カラオケＺＥＲＯ　三木小野インター店 673-0404 三木市大村字城の前576 794707278 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ウィズワン 代表取締役 澤田 宗士 541-0042 大阪府大阪市中央区今橋二丁目4番10号 729430157 北播(加健)第303-11 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 4000194005 生友商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業（5）簡易な営業 露店40L 生友 しのぶ 北播(加健)第303-12 令和5年4月28日 令和10年5月31日 令和5年4月28日
000028 4000194009 有限会社　ナガタクラフト 675-2336 加西市坂元町宮ノ西50-1 790421025 食品の小分け業 一般 有限会社ナガタクラフト 代表取締役 永田 久美子 675-2336 兵庫県加西市坂元町38番地の3 790421025 北播(加健)第302-20 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 4000194044 株式会社エイティロジテック 679-0104 加西市常吉町922-194 790471516 食品の小分け業 一般 株式会社エイティロジテック 代表取締役 阿曽 志郎 679-0104 兵庫県加西市常吉町922番地194 790471516 北播(加健)第302-21 令和5年4月28日 令和12年5月31日 令和5年4月28日
000028 4000194069 道楽屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 二杉 聡人 北播(加健)第303-13 令和5年4月28日 令和10年5月31日 令和5年4月28日
000028 5000077387 もちむぎのやかた 679-2204 神崎郡福崎町西田原1022-4 790231500 麺類製造業 一般 株式会社もちむぎ食品センター 代表取締役 植岡 進也 679-2204 兵庫県神崎郡福崎町西田原1022-4 790220569 中播(中健)第49-1 令和4年1月31日 令和10年2月29日 令和4年1月31日
000028 5000077643 エスポワ－ル 679-2337 神崎郡市川町屋形736-1 790282633 飲食店営業(4)その他 一般 髙木 信子 中播(中健)第31-7 平成30年4月24日 令和6年5月31日 昭和59年1月1日
000028 5000077650 瀬里加 679-2304 神崎郡市川町下瀬加1318-5 790271014 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中島 美佐子 中播(中健)第31-19 令和2年7月8日 令和8年8月31日 昭和59年1月1日
000028 5000077651 カラオケ喫茶あっこ 679-2323 神崎郡市川町甘地437-1 790262729 飲食店営業(4)その他 一般 壷阪 タケ子 中播(中健)第31-28 令和4年5月24日 令和10年5月31日 令和4年5月24日
000028 5000077668 エホバの証人の兵庫大会ホ－ル 679-2315 神崎郡市川町西川辺1080-7 790262481 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宗教法人ものみの塔聖書冊子協会 代表役員 池畑 重雄 243-0422 神奈川県海老名市中新田四丁目7番1号 462330005 中播(中健)第31-77 平成29年11月27日 令和5年11月30日 昭和59年1月1日
000028 5000077671 ひまわり 679-2315 神崎郡市川町西川辺165-3市川町役場内 790261070 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 山本 保 中播(中健)第31-107 平成30年2月27日 令和6年2月29日 昭和59年1月1日
000028 5000077673 679-2315 神崎郡市川町西川辺350-1 790261648 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中播(中健)第31-86 令和4年2月7日 令和10年2月29日 令和4年2月7日
000028 5000077688 コーヒーハウス　ビッグ 679-2414 神崎郡神河町粟賀町379-3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高森 大助 中播(中健)第31-68 令和3年11月24日 令和9年11月30日 令和3年11月24日
000028 5000077695 藤本商店 679-2404 神崎郡神河町越知300-4 790330011 飲食店営業(4)その他 一般 藤本 利和 中播(中健)第31-62 令和4年10月25日 令和10年11月30日 令和4年10月25日
000028 5000077697 お好み焼ほそおか 679-2434 神崎郡神河町吉冨947-2 790321518 飲食店営業(4)その他 一般 細岡 早智子 中播(中健)第31-60 令和3年11月19日 令和9年11月30日 令和3年11月19日
000028 5000077705 ジュンブライド 679-2432 神崎郡神河町大山1173-1 飲食店営業(4)その他 一般 林 貞次 中播(中健)第31-11 令和2年5月19日 令和8年5月31日 昭和59年1月1日
000028 5000077706 喫茶あじさい 679-2413 神崎郡神河町中村10神河町神崎公民館内 790321681 飲食店営業(4)その他 一般 神河町 神河町長 山名 宗悟 679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64 790340001 中播(中健)第31-10 令和3年5月6日 令和9年5月31日 昭和59年1月1日
000028 5000077707 まつば 679-2413 神崎郡神河町中村181 790321170 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松原 廣 中播(中健)第31-13 令和4年5月9日 令和10年5月31日 令和4年5月9日
000028 5000077715 幸　楽 679-2431 神崎郡神河町猪篠1886-7 790322032 飲食店営業(4)その他 一般 上田 吉徳 中播(中健)第31-100 平成31年2月6日 令和6年2月29日 昭和59年1月1日
000028 5000077719 モグモグ 679-2425 神崎郡神河町東柏尾673-7 790321616 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森本 喜己雄 中播(中健)第31-15 令和4年5月16日 令和10年5月31日 令和4年5月16日
000028 5000077735 割烹山水 679-3116 神崎郡神河町寺前258-1 790341016 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高橋 昭博 中播(中健)第31-87 令和5年2月16日 令和11年2月28日 令和5年2月16日
000028 5000077738 喫茶Irisアイリス 679-3116 神崎郡神河町寺前64 790341450 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 神河町 町長 山名 宗悟 679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64 790340001 中播(中健)第31-89 令和4年2月14日 令和10年2月29日 令和4年2月14日
000028 5000077747 割烹さんだお 679-3103 神崎郡神河町長谷1058-2 790350625 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大中 康寛 中播(中健)第31-73 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 5000077761 美香荘 679-2216 神崎郡福崎町高橋498-26 790220140 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 𠮷田 みか 中播(中健)第31-71 令和3年11月24日 令和9年11月30日 令和3年11月24日
000028 5000077775 カラオケ喫茶かかし 679-2215 神崎郡福崎町西治381-1 790230374 飲食店営業(4)その他 一般 北山 多佳子 中播(中健)第31-52 令和3年2月1日 令和9年2月28日 昭和59年1月1日
000028 5000077779 ｸﾞﾛ-ﾘ-ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ㈱本社・福崎工場 679-2215 神崎郡福崎町西治860-3 790226900 飲食店営業(4)その他 一般 サンケ－タリング株式会社 代表取締役 有川 裕之 670-0837 兵庫県姫路市宮西町3丁目6 792253636 中播(中健)第31-83 平成30年11月26日 令和6年11月30日 昭和59年1月1日
000028 5000077784 もちむぎのやかた 679-2204 神崎郡福崎町西田原1022-4 790231500 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社もちむぎ食品センター 代表取締役 植岡 進也 679-2204 兵庫県神崎郡福崎町西田原1022-4 790220569 中播(中健)第31-81 令和4年1月31日 令和10年2月29日 令和4年1月31日
000028 5000077791 焼肉　味亭 679-2204 神崎郡福崎町西田原1298-7 790230171 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松井 良享 中播(中健)第31-90 令和4年2月14日 令和10年2月29日 令和4年2月14日
000028 5000077807 焼肉　千成 679-2204 神崎郡福崎町西田原1496-3 790231138 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉田 淑子 中播(中健)第31-56 平成29年8月23日 令和5年8月31日 昭和59年1月1日
000028 5000077812 焼肉の牛太　福崎店 679-2204 神崎郡福崎町西田原1686-1 790227729 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社焼肉の牛太 代表取締役 松田 清治 670-0826 兵庫県姫路市楠町113 792215129 中播(中健)第31-55 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成12年7月18日
000028 5000077817 有限会社くろすけ 679-2204 神崎郡福崎町西田原1878-1 790231896 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社くろすけ 代表取締役 多田 栄司 679-2204 兵庫県神崎郡福崎町西田原1878-1 790231896 中播(中健)第31-33 令和2年10月27日 令和8年11月30日 昭和59年1月1日
000028 5000077820 やき鳥　絢鳥 679-2204 神崎郡福崎町西田原217 790220685 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高馬 章郎 中播(中健)第31-18 令和4年5月18日 令和10年5月31日 令和4年5月18日
000028 5000077827 餃子の王将　福崎インタ－店 679-2204 神崎郡福崎町西田原1689 790230778 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ㈱王将フ－ドサ－ビス 代表取締役 渡邊 直人 607-8307 京都府京都市山科区西野山射庭ノ上町294-1 755921411 中播(中健)第31-50 平成29年8月2日 令和5年8月31日 昭和59年1月1日
000028 5000077832 喫茶　Action 679-2218 神崎郡福崎町田口262 790223611 飲食店営業(4)その他 一般 尾﨑 静生 中播(中健)第31-49 平成29年8月2日 令和5年8月31日 昭和59年1月1日
000028 5000077838 欧風料理　ハロウイン 679-2203 神崎郡福崎町南田原1607-1 790226934 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中井 保 中播(中健)第31-49 令和4年8月22日 令和10年8月31日 令和4年8月22日
000028 5000077847 焼肉ハウス北山 679-2203 神崎郡福崎町南田原3018 790231219 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北山 安子 中播(中健)第31-44 令和3年8月18日 令和9年8月31日 令和3年8月18日
000028 5000077849 コ－ヒ－ショップ　サルビア 679-2203 神崎郡福崎町南田原3028 790225103 飲食店営業(4)その他 一般 長田 ます美 中播(中健)第31-72 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 5000077858 一姫ラ－メン福崎店 679-2203 神崎郡福崎町南田原2993-1 790231378 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 丸田 克巳 中播(中健)第31-64 平成29年10月12日 令和5年11月30日 昭和59年1月1日
000028 5000077866 ちびくろサンボ 679-2212 神崎郡福崎町福田173-4 790220239 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 津田 千鶴子 中播(中健)第31-10 令和2年5月19日 令和8年5月31日 昭和59年1月1日
000028 5000077882 メルヘン 679-2212 神崎郡福崎町福田363-12 790226494 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 津田 實 中播(中健)第31-39 令和2年10月27日 令和8年11月30日 昭和59年1月1日
000028 5000077919 あまじ助六 679-2323 神崎郡市川町甘地811番地の3 790260373 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社　あまじ助六 平田 達也 679-2323 兵庫県神崎郡市川町甘地811番地の3 790260373 中播(中健)第31-30 令和3年5月24日 令和9年5月31日 昭和59年1月1日
000028 5000077927 にしは多 679-2414 神崎郡神河町粟賀町414-7 790320758 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 西畑 明彦 中播(中健)第31-63 令和4年10月25日 令和10年11月30日 令和4年10月25日
000028 5000077928 神崎フードセンター 679-2414 神崎郡神河町粟賀町430 790312655 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社　神崎フード 代表取締役 藤井 永司 679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町430 790312655 中播(中健)第31-84 令和1年10月25日 令和8年11月30日 昭和59年1月1日
000028 5000077929 割烹　つぼ多 679-2414 神崎郡神河町粟賀町407 790320150 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 坪田 幹夫 中播(中健)第31-25 令和4年5月27日 令和10年5月31日 令和4年5月27日
000028 5000077930 小桜 679-2413 神崎郡神河町中村224-28 790321759 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小林 修 中播(中健)第31-21 令和4年5月19日 令和10年5月31日 令和4年5月19日
000028 5000077932 有限会社よしのや 679-3116 神崎郡神河町寺前167-3 790340117 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 ㈲よしのや 代表取締役 加門 敏明 679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前73 790340117 中播(中健)第31-112 令和2年2月5日 令和8年2月28日 昭和59年1月1日
000028 5000077933 寿し利久 679-3116 神崎郡神河町寺前46 790340761 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 敏彦 中播(中健)第31-8 令和1年5月13日 令和7年5月31日 昭和59年1月1日
000028 5000077936 むのじじょう 679-2204 神崎郡福崎町西田原1235 790220114 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 古井 徹夫 中播(中健)第31-110 令和2年1月31日 令和8年2月28日 昭和59年1月1日
000028 5000077937 ほっかほっか亭　福崎店 679-2204 神崎郡福崎町西田原1409-1 790221228 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社　テック 代表取締役 今西 龍介 669-2202 兵庫県丹波篠山市東吹330-3 795500919 中播(中健)第31-80 令和4年1月31日 令和10年2月29日 令和4年1月31日
000028 5000077950 天狗寿司 679-2212 神崎郡福崎町福田348-3 790220506 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高橋 潤 中播(中健)第31-79 令和4年1月31日 令和10年2月29日 令和4年1月31日



000028 5000077992 中道屋 679-2404 神崎郡神河町越知385 790330024 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 万喜子 中播(中健)第31-41 令和2年11月12日 令和8年11月30日 昭和59年1月1日
000028 5000077993 播但 679-2431 神崎郡神河町猪篠1886-3 790320841 飲食店営業(3)旅館 一般 藤本 昭代 中播(中健)第31-72 平成29年10月26日 令和5年11月30日 昭和59年1月1日
000028 5000078002 旅館美香荘 679-2216 神崎郡福崎町高橋527-2 790220140 飲食店営業(3)旅館 一般 吉田 みか 中播(中健)第31-68 平成29年10月25日 令和5年11月30日 昭和59年1月1日
000028 5000078009 大黒屋 679-2212 神崎郡福崎町福田417-4 790220165 飲食店営業(3)旅館 一般 橋本 智 中播(中健)第31-99 平成31年1月31日 令和7年2月28日 昭和59年1月1日
000028 5000078052 ＹＯＳＩＭＵＲＡ 679-2323 神崎郡市川町甘地810 790262951 飲食店営業(4)その他 一般 吉村 聡 中播(中健)第31-20 令和3年5月14日 令和9年5月31日 昭和59年1月1日
000028 5000078080 株式会社ライフコーポレーション福崎店 679-2204 神崎郡福崎町西田原1706 790227731 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ライフコ－ポレ－ション 代表取締役 岩崎 高治 103-0023 東京都中央区日本橋本町三丁目6番2号 661506175 中播(中健)第31-14 令和3年5月10日 令和9年5月31日 昭和59年1月1日
000028 5000078081 株式会社ライフコーポレーション福崎店 679-2204 神崎郡福崎町西田原1706 790227731 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ライフコ－ポレ－ション 代表取締役 岩崎 高治 103-0023 東京都中央区日本橋本町三丁目6番2号 661506175 中播(中健)第31-15 令和3年5月10日 令和9年5月31日 昭和59年1月1日
000028 5000078092 イセダ屋　福崎店 679-2203 神崎郡福崎町南田原2965 790225119 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社イセダ屋 代表取締役 伊勢田 大樹 672-8071 兵庫県姫路市飾磨区構四丁目55番地 792923168 中播(中健)第31-74 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 5000078095 グルメミ－トにしおか 679-2213 神崎郡福崎町馬田162-1 790221017 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　にしおか 代表取締役 西岡 哲也 679-2213 兵庫県神崎郡福崎町馬田162-1 790221017 中播(中健)第31-65 平成29年10月20日 令和5年11月30日 昭和59年1月1日
000028 5000078096 永野精肉店 679-2214 神崎郡福崎町福崎新196-3 790221154 飲食店営業(4)その他 一般 永野 悦子 中播(中健)第31-74 令和4年11月30日 令和10年11月30日 令和4年11月30日
000028 5000078125 岩元商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 岩元 輝男 中播(中健)第31-105 令和2年1月20日 令和7年2月28日 昭和59年1月1日
000028 5000078208 ㈱いわさわストア－ 679-2334 神崎郡市川町鶴居41-4 790280020 魚介類販売業 一般 株式会社　いわさわストア－ 代表取締役 岩澤 絹子 679-2334 兵庫県神崎郡市川町鶴居41番地の4 790280020 中播(中健)第34-3 平成30年8月24日 令和6年8月31日 昭和59年1月1日
000028 5000078215 藤本商店 679-2404 神崎郡神河町越知300-4 790330011 魚介類販売業 一般 藤本 利和 中播(中健)第34-6 令和4年2月14日 令和10年2月29日 令和4年2月14日
000028 5000078231 楠田商店 679-2211 神崎郡福崎町山崎704-1 790223126 魚介類販売業 一般 楠田 栄司 中播(中健)第34-6 令和2年11月13日 令和8年11月30日 昭和59年1月1日
000028 5000078237 株式会社ライフコーポレーション福崎店 679-2204 神崎郡福崎町西田原1706 790227731 魚介類販売業 一般 株式会社ライフコ－ポレ－ション 代表取締役 岩崎 高治 103-0023 東京都中央区日本橋本町三丁目6番2号 661506175 中播(中健)第34-2 令和3年5月10日 令和9年5月31日 昭和59年1月1日
000028 5000078246 イセダ屋　福崎店 679-2203 神崎郡福崎町南田原2965 790225119 魚介類販売業 一般 株式会社イセダ屋 代表取締役 伊勢田 大樹 672-8071 兵庫県姫路市飾磨区構四丁目55番地 792923168 中播(中健)第34-5 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 5000078257 藤本商店 000-0000 神河町内一円 魚介類販売業 自動車40L 藤本 利和 中播(中健)第35-4 令和5年1月12日 令和10年2月29日 令和5年1月12日
000028 5000078290 マックスバリュ西日本株式会社　市川店 679-2315 神崎郡市川町西川辺479 790262158 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目3番52号 825358513 中播(中健)第42-10 令和2年1月23日 令和8年2月28日 昭和59年1月1日
000028 5000078303 株式会社ライフコーポレーション福崎店 679-2204 神崎郡福崎町西田原1706 790227731 食肉販売業 一般 株式会社ライフコ－ポレ－ション 代表取締役 岩崎 高治 103-0023 東京都中央区日本橋本町三丁目6番2号 661506175 中播(中健)第42-1 令和3年5月10日 令和9年5月31日 昭和59年1月1日
000028 5000078306 イセダ屋　福崎店 679-2203 神崎郡福崎町南田原2965 790225119 食肉販売業 一般 株式会社イセダ屋 代表取締役 伊勢田 大樹 672-8071 兵庫県姫路市飾磨区構四丁目55番地 792923168 中播(中健)第42-6 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 5000078307 グルメミ－トにしおか 679-2213 神崎郡福崎町馬田162-1 790221017 食肉販売業 一般 有限会社　にしおか 代表取締役 西岡 哲也 679-2213 兵庫県神崎郡福崎町馬田162-1 790221017 中播(中健)第42-8 平成29年10月20日 令和5年11月30日 昭和59年1月1日
000028 5000078308 永野精肉店 679-2214 神崎郡福崎町福崎新196-3 790221154 食肉販売業 一般 永野 悦子 中播(中健)第41-3 令和4年11月30日 令和10年11月30日 令和4年11月30日
000028 5000078633 加瀬澤製餡所 679-2214 神崎郡福崎町福崎新259-1 790221052 あん類製造業 一般 加瀬澤 一男 中播(中健)第38-1 平成29年7月20日 令和5年8月31日 昭和59年1月1日
000028 5000078657 播州こうじや 679-3114 神崎郡神河町新野677 790340258 みそ又はしょうゆ製造業 一般 浦上 恭治 中播(中健)第43-2 令和5年2月16日 令和11年2月28日 令和5年2月16日
000028 5000078660 有本商店 679-2204 神崎郡福崎町西田原1900-2 790222534 アイスクリーム類製造業 一般 有本 猛 中播(中健)第39-1 令和5年4月24日 令和11年5月31日 令和5年4月24日
000028 5000078687 藤本製菓 679-2327 神崎郡市川町近平355 790260204 菓子製造業 一般 藤本 初義 中播(中健)第32-11 平成29年8月1日 令和5年8月31日 昭和59年1月1日
000028 5000078697 (有)　上田商店 679-2413 神崎郡神河町中村77 790320039 菓子製造業 一般 有限会社上田商店 代表取締役 上田 義隆 679-2413 兵庫県神崎郡神河町中村77 790320039 中播(中健)第32-16 令和2年11月12日 令和8年11月30日 昭和59年1月1日
000028 5000078698 株式会社ライフコーポレーション福崎店 679-2204 神崎郡福崎町西田原1706 790227731 菓子製造業 一般 株式会社ライフコ－ポレ－ション 代表取締役 岩崎 高治 103-0023 東京都中央区日本橋本町三丁目6番2号 661506175 中播(中健)第32-1 令和3年5月10日 令和9年5月31日 昭和59年1月1日
000028 5000078702 後藤製パン所 679-2323 神崎郡市川町甘地859-1 790260009 菓子製造業 一般 後藤 茂 中播(中健)第33-6 令和4年8月5日 令和10年8月31日 令和4年8月5日
000028 5000078722 生活研究グル－プもち麦会 679-2202 神崎郡福崎町八千種3718-1 790225805 菓子製造業 一般 植岡 洋子 中播(中健)第32-23 平成30年11月14日 令和6年11月30日 昭和59年1月1日
000028 5000078728 姫路北病院　喫茶室 679-2203 神崎郡福崎町南田原1134-2 790220770 喫茶店営業 一般 医療法人内海慈仁会姫路北病院 理事長 内海 浩彦 663-8247 兵庫県西宮市津門稲荷町5番8号 790220770 中播(中健)第37-14 令和2年7月27日 令和8年8月31日 昭和59年1月1日
000028 5000078734 有本商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 喫茶店営業 露店 有本 猛 中播(中健)第37-13 令和1年10月17日 令和6年11月30日 昭和59年1月1日
000028 5000078912 寺前醤油店 679-3121 神崎郡神河町上岩278 790340015 みそ又はしょうゆ製造業 一般 大中 將 中播(中健)第43-3 令和5年2月27日 令和10年2月29日 令和5年2月27日
000028 5000078935 前嶋豆腐店 679-3102 神崎郡神河町栗348 790350350 豆腐製造業 一般 立岩 久美子 中播(中健)第47-1 平成30年11月26日 令和6年11月30日 昭和59年1月1日
000028 5000078941 有限会社　相沢食産 679-2215 神崎郡福崎町西治2-48 790227118 納豆製造業 一般 有限会社　相沢食産 代表取締役 相沢 勝也 679-2215 兵庫県神崎郡福崎町西治2-48 790227118 中播(中健)第48-1 令和2年11月20日 令和8年11月30日 昭和59年1月1日
000028 5000079028 林檎の木 679-3115 神崎郡神河町比延35-2 790340150 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大森 久代 中播(中健)第31-9 令和1年5月13日 令和7年5月31日 平成13年5月17日
000028 5000079061 老人ディサービスセンターすみよしの郷 679-2201 神崎郡福崎町大貫446-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス㈱ 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目3番20号 664588801 中播(中健)第31-11 令和1年5月13日 令和7年5月31日 平成13年3月21日
000028 5000079066 福崎高等学校食堂 679-2212 神崎郡福崎町福田234-1 790221200 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 アールシー食品株式会社 代表取締役 南 裕文 671-2221 兵庫県姫路市青山北2丁目14-22 792668522 中播(中健)第31-14 令和1年5月15日 令和7年5月31日 平成13年3月27日
000028 5000079082 和 679-2215 神崎郡福崎町西治1277-1 790223305 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 佐用 和明 中播(中健)第31-71 令和1年8月5日 令和7年8月31日 平成13年8月6日
000028 5000079097 もちむぎのやかた 679-2204 神崎郡福崎町西田原1022-4 790231500 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 株式会社もちむぎ食品センター 代表取締役 植岡 進也 679-2204 兵庫県神崎郡福崎町西田原1022-4 790220569 中播(中健)第31-64 令和3年11月19日 令和9年11月30日 令和3年11月19日
000028 5000079131 喫茶姉妹 679-2204 神崎郡福崎町西田原1310-1 790220182 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松岡 武美 中播(中健)第31-86 令和1年10月28日 令和7年11月30日 平成13年10月19日
000028 5000079132 海舟丸 679-2204 神崎郡福崎町西田原1653-1 790227258 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 (有)長尾商店 代表取締役 大石 建文 679-2204 兵庫県神崎郡福崎町西田原1653-1 790222618 中播(中健)第31-82 令和1年10月24日 令和7年11月30日 平成13年10月19日
000028 5000079160 カラオケ凪 679-3114 神崎郡神河町新野170-3 790317585 飲食店営業(4)その他 一般 西田 淳子 中播(中健)第31-109 令和2年1月30日 令和8年2月28日 平成13年12月5日
000028 5000079167 寿屋 679-2315 神崎郡市川町西川辺178-11 790260136 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 高橋 泰道 中播(中健)第31-113 令和2年2月5日 令和8年2月28日 平成14年1月15日
000028 5000079411 福崎町第1ディサービスなぐさの郷営業所 679-2215 神崎郡福崎町西治474-6 790230300 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス㈱ 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目3番20号 664588801 中播(中健)第31-6 令和2年5月19日 令和8年5月31日 平成14年3月25日
000028 5000079412 廻る寿司まつり福崎店 679-2204 神崎郡福崎町西田原1689 790240888 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ㈲くろすけ 代表取締役 多田 栄司 679-2204 兵庫県神崎郡福崎町西田原1878-1 790231896 中播(中健)第31-7 令和2年5月19日 令和8年5月31日 平成14年3月28日
000028 5000079911 夢庵　兵庫福崎店 679-2203 神崎郡福崎町南田原2221-3 790232631 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-8580 東京都武蔵野市西久保1-25-8 422375218 中播(中健)第31-17 令和2年7月8日 令和8年8月31日 平成14年7月18日
000028 5000079914 茶房　若柳 679-2214 神崎郡福崎町福崎新210-1 790222962 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 つや子 中播(中健)第31-27 令和2年8月18日 令和8年8月31日 平成14年7月17日
000028 5000079965 スナック　恵 679-2203 神崎郡福崎町南田原2993 790230018 飲食店営業(4)その他 一般 堀尾 恵子 中播(中健)第31-35 令和2年10月27日 令和8年11月30日 平成14年11月1日
000028 5000080012 天然温泉かさがた温泉せせらぎの湯  せせらぎ厨房おひさま 679-2301 神崎郡市川町上牛尾794 790271926 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 エーモン産業株式会社 代表取締役 川岸 浩二 679-2304 兵庫県神崎郡市川町下瀬加129番地 790271922 中播(中健)第31-47 令和3年1月26日 令和9年2月28日 平成15年1月30日
000028 5000080051 ゆうかり作業所 679-2323 神崎郡市川町甘地535-2 790262428 菓子製造業 一般 社会福祉法人　いづみ福祉会 理事長 小寺 義裕 679-2323 兵庫県神崎郡市川町甘地535-2 790262428 中播(中健)第32-4 令和3年5月12日 令和9年5月31日 平成15年3月27日
000028 5000080067 マックスバリュ　市川店 679-2315 神崎郡市川町西川辺479 790262158 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目3番52号 825358513 中播(中健)第31-12 令和3年5月10日 令和9年5月31日 平成15年4月19日
000028 5000080068 マックスバリュ　市川店 679-2315 神崎郡市川町西川辺479 790262158 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目3番52号 825358513 中播(中健)第31-13 令和3年5月10日 令和9年5月31日 平成15年4月19日
000028 5000080069 マックスバリュ　市川店 679-2315 神崎郡市川町西川辺479 790262158 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目3番52号 825358513 中播(中健)第34-1 令和3年5月10日 令和9年5月31日 平成15年4月19日
000028 5000080089 彩華 679-2415 神崎郡神河町福本858-6 790322153 飲食店営業(4)その他 一般 宮永 英樹 中播(中健)第31-21 令和3年5月20日 令和9年5月31日 平成15年5月27日
000028 5000080162 明日香　福崎店 679-2214 神崎郡福崎町福崎新343-1 790222474 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤井 節也 中播(中健)第31-65 令和3年11月16日 令和9年11月30日 令和3年11月16日
000028 5000080184 九州ラーメン本店 679-2212 神崎郡福崎町福田498-3 790232209 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 古淵 洋 中播(中健)第31-87 令和4年2月8日 令和10年2月29日 令和4年2月8日
000028 5000080195 らーめん八角　福崎店 679-2204 神崎郡福崎町西田原1178 790228680 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西脇化成株式会社 代表取締役 福永 大地 677-0052 兵庫県西脇市和田町711 795222173 中播(中健)第31-29 令和4年5月27日 令和10年5月31日 令和4年5月27日
000028 5000080313 有限会社　ヘルスショップ 679-2414 神崎郡神河町粟賀町385 790322536 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　ヘルスショップ 代表取締役 藤原 千昭 679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町385 790322536 中播(中健)第31-79 令和5年1月13日 令和11年2月28日 令和5年1月13日
000028 5000080323 Diamond 679-2204 神崎郡福崎町西田原1303-2 790225515 飲食店営業(4)その他 一般 稲津 香織里 中播(中健)第31-84 令和5年2月1日 令和11年2月28日 令和5年2月1日
000028 5000080333 ㈲魚げん 679-2201 神崎郡福崎町大貫580 790227339 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 (有)魚げん 代表取締役 東原 尚子 679-2204 兵庫県神崎郡福崎町西田原1289 790358556 中播(中健)第31-5 平成31年4月24日 令和8年5月31日 平成17年3月11日
000028 5000080343 福崎大和会館内相生ケータリング 福崎店 679-2215 神崎郡福崎町高橋621-5 790241500 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社大和生研 代表取締役 山下 裕史 670-0936 兵庫県姫路市古二階町63 792890117 中播(中健)第31-17 令和1年5月17日 令和8年5月31日 平成17年4月7日
000028 5000080354 こんにちは 679-2215 神崎郡福崎町西治20 790220501 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社協和 代表取締役 尾上 勝也 679-2215 兵庫県神崎郡福崎町西治20 790220501 中播(中健)第31-19 平成29年5月15日 令和5年5月31日 平成17年5月10日
000028 5000080358 旬彩蔵 福崎 野菜工房 679-2214 神崎郡福崎町福崎新432 790241800 飲食店営業(4)その他 一般 兵庫西農業協同組合 代表理事組合長 福本 博之 670-0940 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町216 792815711 中播(中健)第31-6 平成31年4月26日 令和8年5月31日 平成17年5月18日
000028 5000080367 ひまわり工房 679-2327 神崎郡市川町近平29-1 790260280 飲食店営業(4)その他 一般 村田 たか子 中播(中健)第31-57 平成29年8月25日 令和5年8月31日 平成17年6月13日
000028 5000080373 旬彩蔵 福崎 野菜工房 679-2214 神崎郡福崎町福崎新432 790241800 菓子製造業 一般 兵庫西農業協同組合 代表理事組合長 福本 博之 670-0940 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町216 792815711 中播(中健)第32-20 令和1年7月17日 令和8年8月31日 平成17年6月17日
000028 5000080375 大円食品工業株式会社 679-2215 神崎郡福崎町西治862-23 790225420 酒類製造業 一般 大円食品工業株式会社 代表取締役 藤本 栄一郎 679-2215 兵庫県神崎郡福崎町西治862-23 790225420 中播(中健)第46-1 令和1年7月26日 令和8年8月31日 平成17年6月22日
000028 5000080409 おおかわち水車公園 679-3121 神崎郡神河町上岩87-1 790341666 みそ製造業 一般 神河町 町長 山名 宗悟 679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64 790340001 中播(中健)第44-1 平成29年11月20日 令和5年11月30日 平成17年9月22日
000028 5000080418 朝採り会 679-2423 神崎郡神河町寺野155 790321054 菓子製造業 一般 尾谷 クニエ 中播(中健)第32-17 平成29年11月29日 令和5年11月30日 平成17年10月5日
000028 5000080422 しあわせの黄色いハンカチ 679-2337 神崎郡市川町屋形1040-6 790280788 菓子製造業 一般 河原 陽子 中播(中健)第32-18 平成29年11月22日 令和5年11月30日 平成17年10月24日
000028 5000080427 しあわせの黄色いハンカチ 679-2337 神崎郡市川町屋形1040-6 790280788 喫茶店営業 一般 河原 陽子 中播(中健)第37-24 平成29年11月22日 令和5年11月30日 平成17年11月9日
000028 5000080460 サタディサン 679-2204 神崎郡福崎町西田原233-3 790230711 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石原 功大 中播(中健)第31-108 平成30年2月27日 令和6年2月29日 平成17年12月28日
000028 5000080479 礼ハウス 679-2432 神崎郡神河町大山405 790320199 そうざい製造業 一般 西田 礼子 中播(中健)第50-1 平成30年5月15日 令和6年5月31日 平成18年3月1日
000028 5000080488 エーコープ粟賀店 679-2414 神崎郡神河町粟賀町321-1 790321933 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田１丁目51番1号 726765670 中播(中健)第31-6 平成30年4月24日 令和6年5月31日 平成18年3月17日
000028 5000080489 エーコープ粟賀店 679-2414 神崎郡神河町粟賀町321-1 790321933 魚介類販売業 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田１丁目51番1号 726765670 中播(中健)第34-1 平成30年4月24日 令和6年5月31日 平成18年3月17日
000028 5000080491 エーコープ粟賀店 679-2414 神崎郡神河町粟賀町321-1 790321933 食肉販売業 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田１丁目51番1号 726765670 中播(中健)第42-2 平成30年4月24日 令和6年5月31日 平成18年3月17日
000028 5000080502 平家そば処 交流庵 679-3104 神崎郡神河町川上トノム子801 790318100 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 幸夫 中播(中健)第31-14 平成30年5月15日 令和6年5月31日 平成18年3月22日
000028 5000080507 福崎町立図書館 679-2215 神崎郡福崎町西治360-1 790223790 喫茶店営業 一般 福崎町 福崎町長 尾﨑 吉晴 679-2203 兵庫県神崎郡福崎町南田原3116-1 790220560 中播(中健)第37-3 平成30年5月11日 令和6年5月31日 平成18年4月4日
000028 5000080515 ロッテリア福崎ライフ店 679-2204 神崎郡福崎町西田原1706 790227738 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ＡＣＴ 代表取締役 濱 英樹 590-0113 大阪府堺市南区晴美台3丁11-3 722966753 中播(中健)第31-10 平成30年4月24日 令和6年5月31日 平成18年4月28日
000028 5000080528 珈琲茶蔵 679-2214 神崎郡福崎町福崎新458-1 790230003 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三木 基史 中播(中健)第31-63 平成30年8月21日 令和6年8月31日 平成18年7月7日
000028 5000080550 余田屋 679-3116 神崎郡神河町寺前30-2 790340006 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤田 充保 中播(中健)第31-80 平成30年11月15日 令和6年11月30日 平成18年10月3日
000028 5000080554 フレッシュバザール福崎店 679-2203 神崎郡福崎町南田原2703-1 790231330 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 中播(中健)第31-96 令和1年11月18日 令和7年11月30日 平成18年10月17日
000028 5000080555 フレッシュバザール福崎店 679-2203 神崎郡福崎町南田原2703-1 790231330 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 中播(中健)第31-97 令和1年11月18日 令和7年11月30日 平成18年10月17日
000028 5000080556 フレッシュバザール福崎店 679-2203 神崎郡福崎町南田原2703-1 790231330 魚介類販売業 一般 株式会社　さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 中播(中健)第34-8 令和1年11月18日 令和7年11月30日 平成18年10月17日
000028 5000080568 HOTEL VILLAｰNATURE 679-2211 神崎郡福崎町山崎385-1･2 790228300 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社サクセス・ライフ 代表取締役 山田 涼一 679-2211 兵庫県神崎郡福崎町山崎385-2 790228300 中播(中健)第31-85 平成30年11月28日 令和6年11月30日 平成18年11月27日
000028 5000080579 波つく 679-2424 神崎郡神河町柏尾48-1 790320122 飲食店営業(4)その他 一般 難波 栄一 中播(中健)第31-101 平成31年2月7日 令和7年2月28日 平成18年12月20日
000028 5000080585 不動の郷工房 679-2404 神崎郡神河町越知42-2 飲食店営業(4)その他 一般 谷坂 勝憲 中播(中健)第31-108 平成31年2月22日 令和7年2月28日 平成19年2月7日
000028 5000080588 ぎゃらりー＆喫茶やまだ 679-2412 神崎郡神河町山田846-24 喫茶店営業 一般 林 幹雄 中播(中健)第37-36 平成31年2月7日 令和7年2月28日 平成19年2月26日
000028 5000080602 Trabajo 679-2215 神崎郡福崎町西治460-2 790225896 菓子製造業 一般 廣野 由香 中播(中健)第32-3 令和1年5月15日 令和7年5月31日 平成19年4月25日
000028 5000080606 神崎フードセンター 679-2414 神崎郡神河町粟賀町430 790312655 菓子製造業 一般 株式会社　神崎フード 代表取締役 藤井 永司 679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町430 790312655 中播(中健)第32-3 令和3年5月14日 令和10年5月31日 平成19年5月9日
000028 5000080607 神崎フードセンター 679-2414 神崎郡神河町粟賀町430 790312655 そうざい製造業 一般 株式会社　神崎フード 代表取締役 藤井 永司 679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町430 790312655 中播(中健)第50-1 令和3年5月14日 令和10年5月31日 平成19年5月9日
000028 5000080618 市川ゴルフ 679-2313 神崎郡市川町西田中589 790261800 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ZILLION 代表取締役 髙橋 亜弥 460-0008 愛知県名古屋市中区栄二丁目8番12号 522200708 中播(中健)第31-72 令和1年8月5日 令和7年8月31日 平成19年7月24日
000028 5000080629 うまいもん横丁　福崎店 679-2204 神崎郡福崎町西田原1641 790243888 飲食店営業(4)その他 一般 西脇化成㈱ 代表取締役社長 福永 大地 677-0052 兵庫県西脇市和田町711 795222173 中播(中健)第31-85 令和1年10月28日 令和7年11月30日 平成19年10月24日
000028 5000080649 学生食堂喫茶ｺｰﾅｰ 679-2217 神崎郡福崎町高岡1966-5 790222620 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 学校法人都築学園 理事長 都築 仁子 815-8511 福岡県福岡市南区玉川町22-1 925410161 中播(中健)第31-49 令和3年2月1日 令和9年2月28日 平成19年12月28日
000028 5000080651 学生第一食堂 679-2217 神崎郡福崎町高岡1966-5 790222620 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 学校法人都築学園 理事長 都築 仁子 815-8511 福岡県福岡市南区玉川町22-1 925410161 中播(中健)第31-48 令和3年2月1日 令和9年2月28日 平成19年12月28日
000028 5000080656 手打うどんのやまざる 679-2302 神崎郡市川町下牛尾346 790270029 めん類製造業 一般 岡本 明美 中播(中健)第49-1 令和2年1月30日 令和8年2月28日 平成20年1月29日
000028 5000080683 もちむぎ食品センター 000-0000 県下一円（但し、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 喫茶店営業 露店 株式会社もちむぎ食品センター 代表取締役 植岡 進也 679-2204 兵庫県神崎郡福崎町西田原1022-4 790220569 中播(中健)第37-2 平成30年4月26日 令和5年5月31日 平成20年4月2日
000028 5000080700 福崎町保健センター 679-2204 神崎郡福崎町西田原1397-1 790220560 菓子製造業 一般 福崎町 町長 尾﨑 吉晴 679-2203 兵庫県神崎郡福崎町南田原3116番地の1 790220560 中播(中健)第32-4 令和2年5月19日 令和8年5月31日 平成20年5月12日
000028 5000080723 天下一品　福崎店 679-2203 神崎郡福崎町南田原2994-1 790227553 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 リザルトデザイン株式会社 代表取締役 井上 顕滋 672-8048 兵庫県姫路市飾磨区三宅一丁目26番地 792315108 中播(中健)第31-23 令和2年8月18日 令和8年8月31日 平成20年6月27日
000028 5000080724 Ｙショップ村営ふれあいマーケット長谷店 679-3103 神崎郡神河町長谷1058 790350355 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　長谷 代表取締役 立垣　昇 679-3103 兵庫県神崎郡神河町長谷1058 790350355 中播(中健)第31-45 令和3年8月20日 令和9年8月31日 令和3年8月20日
000028 5000080735 やきとりさつま 679-2203 神崎郡福崎町南田原2993-1 790225571 飲食店営業(4)その他 一般 岩本 ミエ子 中播(中健)第31-21 令和2年8月3日 令和8年8月31日 平成20年7月31日
000028 5000080758 スナックいろは 679-3116 神崎郡神河町寺前46-6 790341087 飲食店営業(4)その他 一般 片岡 奈美 中播(中健)第31-53 令和3年1月26日 令和9年2月28日 平成20年12月12日
000028 5000080766 セブン－イレブン 福崎高橋店 679-2216 神崎郡福崎町高橋619-1 790223352 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 岡本 太一 中播(中健)第31-82 令和5年1月23日 令和12年2月28日 令和5年1月23日
000028 5000080775 さくら 679-2424 神崎郡神河町柏尾127-1 790321724 飲食店営業(4)その他 一般 岡本 里美 中播(中健)第31-55 令和3年2月1日 令和9年2月28日 平成21年2月9日
000028 5000080779 エーデルワイス 679-2431 神崎郡神河町猪篠1868番地 790322911 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社クラウデイト 代表取締役 義本 宰 679-2431 兵庫県神崎郡神河町猪篠1868番地 790322911 中播(中健)第31-23 令和3年5月20日 令和9年5月31日 平成21年3月10日
000028 5000080780 アルペンローゼ 679-2431 神崎郡神河町猪篠1868番地 790322911 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社クラウデイト 代表取締役 義本 宰 679-2431 兵庫県神崎郡神河町猪篠1868番地 790322911 中播(中健)第31-24 令和3年5月20日 令和9年5月31日 平成21年3月10日
000028 5000080781 ベルク 679-2431 神崎郡神河町猪篠1868番地 790322911 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社クラウデイト 代表取締役 義本 宰 679-2431 兵庫県神崎郡神河町猪篠1868番地 790322911 中播(中健)第31-25 令和3年5月20日 令和9年5月31日 平成21年3月10日
000028 5000080786 ホルン 679-2431 神崎郡神河町猪篠1868番地 790322911 菓子製造業 一般 株式会社クラウデイト 代表取締役 義本 宰 679-2431 兵庫県神崎郡神河町猪篠1868番地 790322911 中播(中健)第32-5 令和3年5月20日 令和9年5月31日 平成21年3月10日
000028 5000080787 ホルン 679-2431 神崎郡神河町猪篠1868番地 790322911 乳製品製造業 一般 株式会社クラウデイト 代表取締役 義本 宰 679-2431 兵庫県神崎郡神河町猪篠1868番地 790322911 中播(中健)第33-1 令和3年5月20日 令和9年5月31日 平成21年3月10日
000028 5000080789 ホルン 679-2431 神崎郡神河町猪篠1868番地 790322911 アイスクリーム類製造業 一般 株式会社クラウデイト 代表取締役 義本 宰 679-2431 兵庫県神崎郡神河町猪篠1868番地 790322911 中播(中健)第39-1 令和3年5月20日 令和9年5月31日 平成21年3月10日
000028 5000080790 魚国総本社・神崎27420 679-2215 神崎郡福崎町西治817-1 790227332 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社魚国総本社 代表取締役社長 田所 伸浩 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町一丁目6番19号 664785723 中播(中健)第31-9 令和3年5月6日 令和9年5月31日 平成21年3月23日
000028 5000080792 市川神姫レストラン 679-2337 神崎郡市川町屋形1054-37 播但道(下り線) 790249600 飲食店営業(4)その他 一般 神姫フードサービス株式会社 代表取締役 伊藤 克也 670-0965 兵庫県姫路市東延末3丁目50姫路駅南マークビル１階 792883835 中播(中健)第31-22 令和4年5月19日 令和11年5月31日 令和4年5月19日



000028 5000080794 マエダストアー 679-2213 神崎郡福崎町馬田144番 790220231 魚介類販売業 一般 前田 喜成 中播(中健)第34-3 令和3年5月11日 令和9年5月31日 平成21年3月31日
000028 5000080798 市川神姫レストラン 下り線 679-2337 神崎郡市川町屋形1054-37 播但道(下り線) 790249600 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 神姫フードサービス株式会社 代表取締役 伊藤 克也 670-0965 兵庫県姫路市東延末3丁目50姫路駅南マークビル１階 792883835 中播(中健)第31-3 令和5年4月25日 令和12年5月31日 令和5年4月25日
000028 5000080799 市川神姫レストラン 上り線 679-2337 神崎郡市川町屋形1054-37 播但道(上り線) 790249600 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 神姫フードサービス株式会社 代表取締役 伊藤 克也 670-0965 兵庫県姫路市東延末3丁目50姫路駅南マークビル１階 792883835 中播(中健)第31-8 令和3年5月6日 令和9年5月31日 平成21年4月7日
000028 5000080807 ジャックと豆の木 679-2212 神崎郡福崎町福田498-3 790227608 飲食店営業(4)その他 一般 藤井 知沙 中播(中健)第31-31 令和3年5月31日 令和9年5月31日 平成21年5月7日
000028 5000080808 こまどめ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 駒留 重明 中播(中健)第31-2 平成31年4月18日 令和6年5月31日 平成21年5月12日
000028 5000080847 セブン－イレブン福崎東田原店 679-2205 神崎郡福崎町東田原579 790227705 飲食店営業(4)その他 一般 山中 広志 中播(中健)第31-40 令和3年7月29日 令和9年8月31日 令和3年7月29日
000028 5000080870 シルバーガーデン福崎 679-2212 神崎郡福崎町福田275-1 790228055 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 富士産業株式会社 代表取締役 中村 勝彦 105-0004 東京都港区新橋5丁目32番7号 354006111 中播(中健)第31-47 令和4年8月17日 令和10年8月31日 令和4年8月17日
000028 5000080871 丸亀製麺　福崎店 679-2204 神崎郡福崎町西田原1819番1 790225521 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社丸亀製麺 代表取締役 山口 寛 150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-21-1渋谷ソラスタ19F 342218900 中播(中健)第31-42 令和4年8月5日 令和10年8月31日 令和4年8月5日
000028 5000080874 とこたこ工房 679-2204 神崎郡福崎町西田原1043-1 飲食店営業(4)その他 露店 新見 登喜子 中播(中健)第31-88 令和1年10月29日 令和6年11月30日 平成21年9月11日
000028 5000080877 一杯屋 679-2414 神崎郡神河町粟賀町675-1 飲食店営業(4)その他 一般 石橋 譲 中播(中健)第31-62 令和3年11月19日 令和9年11月30日 令和3年11月19日
000028 5000080890 喫茶ナウ 679-2414 神崎郡神河町粟賀町416 790321915 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上田 健介 中播(中健)第31-61 令和3年11月19日 令和9年11月30日 令和3年11月19日
000028 5000080891 アプリコットの会 679-2432 神崎郡神河町大山405 790320199 菓子製造業 一般 西田 礼子 中播(中健)第32-10 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 5000080893 マックスバリュ神河店 679-2414 神崎郡神河町粟賀町363番地 790323122 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目3番52号 825358513 中播(中健)第34-4 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 5000080894 マックスバリュ神河店 679-2414 神崎郡神河町粟賀町363番地 790323122 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目3番52号 825358513 中播(中健)第42-5 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 5000080895 マックスバリュ神河店 679-2414 神崎郡神河町粟賀町363番地 790323122 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目3番52号 825358513 中播(中健)第31-69 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 5000080896 マックスバリュ神河店 679-2414 神崎郡神河町粟賀町363番地 790323122 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目3番52号 825358513 中播(中健)第31-70 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 5000080898 マックスバリュ神河店 679-2414 神崎郡神河町粟賀町363番地 790323122 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目3番52号 825358513 中播(中健)第32-9 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 5000080906 ファーム加門 679-3121 神崎郡神河町上岩87 そうざい製造業 一般 加門 忠夫 中播(中健)第50-5 令和4年2月25日 令和10年2月29日 令和4年2月25日
000028 5000080914 市川の里 千代 679-2314 神崎郡市川町北田中378-10 790260366 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 寺岡 惠子 中播(中健)第31-92 令和4年2月25日 令和10年2月29日 令和4年2月25日
000028 5000080915 福崎東洋ゴルフ倶楽部 679-2215 神崎郡福崎町西治2110-1 790221248 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社隨縁リゾート 代表取締役 古井 明徳 556-0017 大阪府大阪市浪速区湊町一丁目２番３号マルイト難波ビル 666478771 中播(中健)第31-95 令和4年2月25日 令和10年2月29日 令和4年2月25日
000028 5000080916 福崎東洋ゴルフ倶楽部 679-2215 神崎郡福崎町西治2110-1 790221248 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社隨縁リゾート 代表取締役 古井 明徳 556-0017 大阪府大阪市浪速区湊町一丁目２番３号マルイト難波ビル 666478771 中播(中健)第31-96 令和4年2月25日 令和10年2月29日 令和4年2月25日
000028 5000080917 福崎東洋ゴルフ倶楽部 679-2215 神崎郡福崎町西治2110-1 790221248 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社隨縁リゾート 代表取締役 古井 明徳 556-0017 大阪府大阪市浪速区湊町一丁目２番３号マルイト難波ビル 666478771 中播(中健)第31-97 令和4年2月25日 令和10年2月29日 令和4年2月25日
000028 5000080932 本格手打うどん　田舎や 679-2203 神崎郡福崎町南田原3018-1 790242345 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 伸二 中播(中健)第31-17 令和4年5月17日 令和10年5月31日 令和4年5月17日
000028 5000080939 ラー麺　ずんどう屋 679-2204 神崎郡福崎町西田原1350-1 790226848 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＺＵＮＤ 代表取締役社長 馬場 紳介 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋4丁目8番13号 663548001 中播(中健)第31-27 令和4年5月20日 令和10年5月31日 令和4年5月20日
000028 5000080943 きっさ　ゆず 679-2203 神崎郡福崎町南田原2993 790228280 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 椋野 博代 中播(中健)第31-7 令和4年4月21日 令和10年5月31日 令和4年4月21日
000028 5000080945 河内営農組合 679-2302 神崎郡市川町下牛尾2557-1 みそ又はしょうゆ製造業 一般 宝谷 昌信 中播(中健)第43-1 令和4年5月24日 令和10年5月31日 令和4年5月24日
000028 5000080953 珈琲専菓sora 679-2317 神崎郡市川町浅野335-1 790280767 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 稲垣 直樹 中播(中健)第31-48 令和4年8月17日 令和10年8月31日 令和4年8月17日
000028 5000080959 柳月堂　玉川 679-2425 神崎郡神河町東柏尾671-11 790320557 菓子製造業 一般 竹内 智昭 中播(中健)第33-7 令和4年8月1日 令和10年8月31日 令和4年8月1日
000028 5000080970 魚げん 679-2204 神崎郡福崎町西田原1469 790223390 魚介類販売業 一般 志水 宏行 中播(中健)第35-2 令和4年11月25日 令和10年11月30日 令和4年11月25日
000028 5000080978 パン有本 679-2314 神崎郡市川町北田中字城越378-10 790263321 菓子製造業 一般 有本 竹宏 中播(中健)第33-10 令和4年11月9日 令和10年11月30日 令和4年11月9日
000028 5000081010 凸版印刷㈱社員食堂 679-2216 神崎郡福崎町高橋290-29 790231501 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 マインフーズサービス株式会社 代表取締役 峯 林太郎 661-0024 兵庫県尼崎市三反田町2丁目20-9 664274633 中播(中健)第31-6 平成29年4月24日 令和6年5月31日 平成23年3月10日
000028 5000130826 田角商店 679-2334 神崎郡市川町鶴居50-9 790280125 飲食店営業(4)その他 一般 田角 洋一 中播(中健)第31-48 平成29年7月28日 令和5年8月31日 平成23年6月30日
000028 5000130827 田角商店 679-2334 神崎郡市川町鶴居50-9 790280125 菓子製造業 一般 田角 洋一 中播(中健)第32-12 平成29年7月28日 令和5年8月31日 平成23年6月30日
000028 5000131011 どれみ菓子 679-2202 神崎郡福崎町八千種3807-2 790225865 菓子製造業 一般 中塚 尚子 中播(中健)第32-13 平成29年7月28日 令和5年8月31日 平成23年7月26日
000028 5000131925 甚六 679-2431 神崎郡神河町猪篠2127 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小林 英明 中播(中健)第31-71 平成29年10月26日 令和5年11月30日 平成23年9月22日
000028 5000132990 神戸唐唐亭　福崎店 679-2203 神崎郡福崎町南田原3030 790227771 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ㈱神戸唐唐亭 代表取締役 森田 秀樹 675-0017 兵庫県加古川市野口町良野1543番地 794215629 中播(中健)第31-91 平成30年1月16日 令和6年2月29日 平成23年12月13日
000028 5000133098 新日本製麺株式会社 679-2215 神崎郡福崎町西治1295 790224348 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 新日本製麺株式会社 代表取締役 牛尾 周平 679-2215 兵庫県神崎郡福崎町西治1295 790224348 中播(中健)第35-2 平成30年2月8日 令和6年2月29日 平成23年12月20日
000028 5000133240 あみん 679-2414 神崎郡神河町粟賀町263 飲食店営業(4)その他 一般 木村 聖子 中播(中健)第31-110 平成30年2月27日 令和6年2月29日 平成24年1月4日
000028 5000133366 株式会社山田営農 679-2412 神崎郡神河町山田30-1 790321796 めん類製造業 一般 株式会社山田営農 代表取締役 廣岡 典幸 679-2412 兵庫県神崎郡神河町山田30-1 790321796 中播(中健)第49-2 平成30年1月26日 令和6年2月29日 平成24年1月16日
000028 5000134136 Cafe＆雑貨　Leaf 679-2204 神崎郡福崎町西田原1768-9 飲食店営業(4)その他 一般 福岡 美佳 中播(中健)第31-12 平成30年4月26日 令和6年5月31日 平成24年3月5日
000028 5000134958 カラオケ喫茶　音・ステージ 679-2203 神崎郡福崎町南田原3018の1 790231007 飲食店営業(4)その他 一般 前田 房子 中播(中健)第31-11 平成30年4月24日 令和6年5月31日 平成24年5月2日
000028 5000135519 天然温泉かさがた温泉せせらぎの湯  せせらぎ厨房おひさま 679-2301 神崎郡市川町上牛尾794 790271926 菓子製造業 一般 エーモン産業株式会社 代表取締役 川岸 浩二 679-2304 兵庫県神崎郡市川町下瀬加129番地 790271922 中播(中健)第32-13 平成30年7月11日 令和6年8月31日 平成24年6月8日
000028 5000135953 株式会社福星堂 679-2215 神崎郡福崎町西治2番地 790230654 菓子製造業 一般 株式会社福星堂 代表取締役 小松 英隆 679-2215 兵庫県神崎郡福崎町西治2番地 790230654 中播(中健)第32-12 平成30年7月11日 令和6年8月31日 平成24年7月17日
000028 5000136069 北山食品 679-2215 神崎郡福崎町西治558-1 790230588 食肉販売業 一般 北山 信彦 中播(中健)第42-3 平成30年7月11日 令和6年8月31日 平成24年7月24日
000028 5000136373 神崎木工芸センター「かんざきピノキオ館」 679-2412 神崎郡神河町山田30-1 790321796 喫茶店営業 一般 株式会社山田営農 代表取締役 廣岡 典幸 679-2412 兵庫県神崎郡神河町山田30-1 790321796 中播(中健)第37-10 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成24年8月17日
000028 5000136475 薪窯パン工房　丸藤 679-2432 神崎郡神河町大山197-1 菓子製造業 一般 藤田 政一 中播(中健)第32-14 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成24年8月23日
000028 5000136476 薪窯パン工房　丸藤 679-2432 神崎郡神河町大山197-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤田 政一 中播(中健)第31-51 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成24年8月23日
000028 5000136896 千寿製薬株式会社内社員食堂 679-2215 神崎郡福崎町西治767-7 790222671 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 マインフーズサービス株式会社 代表取締役 峯 林太郎 661-0024 兵庫県尼崎市三反田町2丁目20-9 664274633 中播(中健)第31-75 平成30年10月23日 令和6年11月30日 平成24年9月24日
000028 5000136936 峰の会作業所 679-2204 神崎郡福崎町西田原1399-1 790227537 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人中播磨峰の会 理事長 大塚 記美代 679-2204 兵庫県神崎郡福崎町西田原1399-1 790227537 中播(中健)第32-25 平成30年11月26日 令和6年11月30日 平成24年9月27日
000028 5000137365 株式会社ビギン 679-2211 神崎郡福崎町山崎889 790231623 そうざい製造業 一般 株式会社ビギン 代表取締役社長 田中 秀夫 679-2211 兵庫県神崎郡福崎町山崎字庵ノ下886番地1 790231623 中播(中健)第50-1 令和1年10月29日 令和8年11月30日 平成24年10月30日
000028 5000137385 松里 679-2304 神崎郡市川町下瀬加787 790270055 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北 修一 中播(中健)第31-79 平成30年11月15日 令和6年11月30日 平成24年11月1日
000028 5000138199 栗原ファーム 679-3103 神崎郡神河町長谷919 790350122 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 栗原 達雄 中播(中健)第35-1 平成31年2月20日 令和7年2月28日 平成24年12月27日
000028 5000138200 栗原ファーム 679-3103 神崎郡神河町長谷919 790350122 そうざい製造業 一般 栗原 達雄 中播(中健)第50-6 平成31年2月20日 令和7年2月28日 平成24年12月27日
000028 5000138468 ボンマルシェ福崎店オープンキッチン 679-2204 神崎郡福崎町西田原1394 790222511 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社銀ビルストアー 代表取締役 大塚 兼史 670-0912 兵庫県姫路市南町31 792880001 中播(中健)第31-96 平成31年1月31日 令和7年2月28日 平成25年1月28日
000028 5000138469 ボンマルシェ福崎店セントラルキッチン 679-2204 神崎郡福崎町西田原1394 790222511 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社銀ビルストアー 代表取締役 大塚 兼史 670-0912 兵庫県姫路市南町31 792880001 中播(中健)第31-97 平成31年1月31日 令和7年2月28日 平成25年1月28日
000028 5000138471 ボンマルシェ福崎店 679-2204 神崎郡福崎町西田原1394 790222511 菓子製造業 一般 株式会社銀ビルストアー 代表取締役 大塚 兼史 670-0912 兵庫県姫路市南町31 792880001 中播(中健)第32-34 平成31年1月31日 令和7年2月28日 平成25年1月28日
000028 5000138722 ファミリーマート福崎辻川西店 679-2204 神崎郡福崎町西田原1295-1 790242017 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社よし田 代表取締役 吉田 博之 675-2102 兵庫県加西市中野町57番地 790490321 中播(中健)第31-107 平成31年2月20日 令和7年2月28日 平成25年2月18日
000028 5000139058 宮城商店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店40L 宮城 美惠子 中播(中健)第31-8 令和5年4月18日 令和10年5月31日 令和5年4月18日
000028 5000139060 たこやきや1号 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店80L 藤原 節子 中播(中健)第31-2 令和5年4月10日 令和10年5月31日 令和5年4月10日
000028 5000139088 橋本商店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店80L 橋本 弘蔵 中播(中健)第31-9 令和5年4月18日 令和10年5月31日 令和5年4月18日
000028 5000139188 昔ごはんとおやつの時間　楽や 679-2433 神崎郡神河町杉440番地2 790322322 飲食店営業(4)その他 一般 高橋 陽子 中播(中健)第31-16 令和1年5月15日 令和7年5月31日 平成25年3月22日
000028 5000139189 昔ごはんとおやつの時間　楽や 679-2433 神崎郡神河町杉440番地2 790322322 菓子製造業 一般 高橋 陽子 中播(中健)第32-4 令和1年5月15日 令和7年5月31日 平成25年3月22日
000028 5000139357 こっとん亭 679-3121 神崎郡神河町上岩87の1 790341666 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森本 恭平 中播(中健)第31-15 令和1年5月15日 令和7年5月31日 平成25年3月29日
000028 5000139847 フレッシュバザール福崎店 679-2203 神崎郡福崎町南田原2703-1 790231330 菓子製造業 一般 株式会社　さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 中播(中健)第32-2 令和2年5月8日 令和9年5月31日 平成25年5月9日
000028 5000139857 ラ・ムー福崎店 679-2203 神崎郡福崎町南田原2941 790245300 菓子製造業 一般 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南704番地の5 864351100 中播(中健)第32-5 令和1年5月17日 令和7年5月31日 平成25年5月9日
000028 5000139858 ラ・ムー福崎店 679-2203 神崎郡福崎町南田原2941 790245300 飲食店営業(4)その他 一般 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南704番地の5 864351100 中播(中健)第31-18 令和1年5月17日 令和7年5月31日 平成25年5月9日
000028 5000139860 ラ・ムー福崎店 679-2203 神崎郡福崎町南田原2941 790245300 菓子製造業 一般 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南704番地の5 864351100 中播(中健)第32-6 令和1年5月17日 令和7年5月31日 平成25年5月9日
000028 5000139861 ラ・ムー福崎店 679-2203 神崎郡福崎町南田原2941 790245300 飲食店営業(4)その他 一般 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南704番地の5 864351100 中播(中健)第31-19 令和1年5月17日 令和7年5月31日 平成25年5月9日
000028 5000139863 ラ・ムー福崎店 679-2203 神崎郡福崎町南田原2941 790245300 魚介類販売業 一般 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南704番地の5 864351100 中播(中健)第34-1 令和1年5月17日 令和7年5月31日 平成25年5月9日
000028 5000139864 ラ・ムー福崎店 679-2203 神崎郡福崎町南田原2941 790245300 飲食店営業(4)その他 一般 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南704番地の5 864351100 中播(中健)第31-20 令和1年5月17日 令和7年5月31日 平成25年5月9日
000028 5000139865 ラ・ムー福崎店 679-2203 神崎郡福崎町南田原2941 790245300 食肉販売業 一般 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南704番地の5 864351100 中播(中健)第42-2 令和1年5月17日 令和7年5月31日 平成25年5月9日
000028 5000139998 風和里 679-2337 神崎郡市川町屋形148-2 790280115 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 片岡 正伸 中播(中健)第31-13 令和1年5月13日 令和7年5月31日 平成25年5月16日
000028 5000140805 株式会社エーコープ近畿　粟賀店 679-2414 神崎郡神河町粟賀町321-1 790321933 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社エーコープ近畿 代表取締役 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田１丁目51番1号 726765670 中播(中健)第31-49 平成30年7月31日 令和5年8月31日 平成25年7月16日
000028 5000140806 寺浦商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 寺浦 陽二 中播(中健)第31-38 平成30年7月6日 令和5年8月31日 平成25年7月16日
000028 5000140807 寺浦商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 寺浦 明彦 中播(中健)第31-37 平成30年7月6日 令和5年8月31日 平成25年7月16日
000028 5000140828 一番亭 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 新井 保子 中播(中健)第31-60 平成30年8月13日 令和5年8月31日 平成25年7月17日
000028 5000140833 はたけやま商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 畠山 尚志 中播(中健)第31-67 平成30年8月31日 令和5年8月31日 平成25年7月18日
000028 5000140854 一番亭 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 新井 紳司 中播(中健)第31-59 平成30年8月13日 令和5年8月31日 平成25年7月18日
000028 5000140902 金谷商店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く） 792279273 飲食店営業(4)その他 露店 金谷 栄造 中播(中健)第31-35 平成30年7月6日 令和5年8月31日 平成25年7月23日
000028 5000140910 北村商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 北村 俊春 中播(中健)第31-42 平成30年7月11日 令和5年8月31日 平成25年7月23日
000028 5000140911 北村商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 北村 俊春 中播(中健)第31-43 平成30年7月11日 令和5年8月31日 平成25年7月23日
000028 5000140913 北村商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 北村 俊春 中播(中健)第32-11 平成30年7月11日 令和5年8月31日 平成25年7月23日
000028 5000140917 平野商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 平野 礼子 中播(中健)第31-36 平成30年7月6日 令和5年8月31日 平成25年7月23日
000028 5000140920 大清食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 大角 良子 中播(中健)第32-17 平成30年8月20日 令和5年8月31日 平成25年7月23日
000028 5000140932 ゼネラルスタッフ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 三岡 弘幸 中播(中健)第31-65 平成30年8月24日 令和5年8月31日 平成25年7月23日
000028 5000140975 大一食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 （有）大一食品 取締役 大角 一郎 670-0808 兵庫県姫路市白国2-14-1 792250999 中播(中健)第32-15 平成30年8月1日 令和5年8月31日 平成25年7月23日
000028 5000140985 キッチン天 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 田中 一成 中播(中健)第31-47 平成30年7月11日 令和5年8月31日 平成25年7月23日
000028 5000141248 寺浦商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 寺浦 陽二 中播(中健)第31-39 平成30年7月6日 令和5年8月31日 平成25年7月30日
000028 5000141249 寺浦商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 寺浦 陽二 中播(中健)第31-40 平成30年7月6日 令和5年8月31日 平成25年7月30日
000028 5000141395 峠 679-2315 神崎郡市川町西川辺1095-3 790260950 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大北 洋子 中播(中健)第31-70 令和1年8月5日 令和7年8月31日 平成25年8月7日
000028 5000141654 ローソン神崎粟賀店 679-2414 神崎郡神河町粟賀町483-1 790312077 飲食店営業(4)その他 一般 竹下 秀樹 中播(中健)第31-73 令和1年8月5日 令和7年8月31日 平成25年8月27日
000028 5000141903 なかよし集会所 679-2321 神崎郡市川町千原２０１－１ 790262569 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石本 勝利 中播(中健)第31-82 平成30年11月26日 令和5年11月30日 平成25年9月13日
000028 5000142037 株式会社キャリー 679-2204 神崎郡福崎町西田原1358 790225659 菓子製造業 一般 株式会社キャリー 代表取締役 尾田 眞吾 679-2204 兵庫県神崎郡福崎町西田原1358番 792323035 中播(中健)第32-24 令和1年11月20日 令和7年11月30日 平成25年9月26日
000028 5000142040 ㈱デービー精工福崎工場1F自販機コーナー 679-2215 神崎郡福崎町西治817 790226511 喫茶店営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210701 中播(中健)第37-29 平成30年11月26日 令和5年11月30日 平成25年9月26日
000028 5000142489 (株)正徳　福崎工場 679-2215 神崎郡福崎町西治１１０１－１１ 790358383 豆腐製造業 一般 (株)正徳 代表取締役 正徳 英俊 672-8016 兵庫県姫路市木場１３３８ 792460101 中播(中健)第47-1 令和1年10月24日 令和7年11月30日 平成25年10月31日
000028 5000142896 チョコット 679-2434 神崎郡神河町吉冨７７６－３ 790321415 飲食店営業(4)その他 一般 細岡 由美子 中播(中健)第31-93 令和1年11月11日 令和7年11月30日 平成25年11月25日
000028 5000143089 神戸北野珈琲 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 有限会社ヴィ・ロード 代表取締役 中塚 克弘 670-0801 兵庫県姫路市仁豊野１２７番地の１ 792640041 中播(中健)第31-92 平成31年1月16日 令和6年2月29日 平成25年12月5日
000028 5000143417 寺浦商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 寺浦 明彦 中播(中健)第32-30 平成31年1月17日 令和6年2月29日 平成26年1月8日
000028 5000143445 らー麺　八番 679-2415 神崎郡神河町福本557-4 790322155 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山﨑 之裕 中播(中健)第31-108 令和2年1月28日 令和8年2月28日 平成26年1月10日
000028 5000143690 フォレスト市川ゴルフ倶楽部（レストラン） 679-2318 神崎郡市川町小畑字池谷2916-1 790261660 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社バンリューゴルフ 代表取締役 村上 真之助 670-0826 兵庫県姫路市楠町99番地5 中播(中健)第31-114 令和2年2月5日 令和8年2月28日 平成26年1月31日
000028 5000143926 La.mia.Casa　ラ.ミア.カーサ 679-2414 神崎郡神河町粟賀町297 790320651 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 冨岡 雅明 中播(中健)第31-107 令和2年1月23日 令和8年2月28日 平成26年2月17日
000028 5000144500 サンアロイ工業㈱食堂 679-2203 神崎郡福崎町高橋290-44 790242280 喫茶店営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210701 中播(中健)第37-2 平成31年4月25日 令和6年5月31日 平成26年3月18日
000028 5000144717 ばくの家 679-2405 神崎郡神河町岩屋466-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田口 和博 中播(中健)第31-8 令和2年5月19日 令和8年5月31日 平成26年3月28日
000028 5000145304 金谷商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 金谷 栄造 中播(中健)第32-2 平成31年4月17日 令和6年5月31日 平成26年4月25日
000028 5000145481 ローソン市川町西川辺店 679-2315 神崎郡市川町西川辺208番1 飲食店営業(4)その他 一般 笹倉 健史 中播(中健)第31-11 令和3年5月6日 令和10年5月31日 平成26年5月12日
000028 5000145680 むのじじょう 679-2204 神崎郡福崎町西田原1235 790220114 菓子製造業 一般 古井 徹夫 中播(中健)第32-5 令和2年5月27日 令和8年5月31日 平成26年5月23日
000028 5000146120 ファイヤーバード 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 灘 紗也子 中播(中健)第31-74 令和1年8月20日 令和6年8月31日 平成26年6月20日
000028 5000146388 大前商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 大前 政美 中播(中健)第31-57 令和1年7月12日 令和6年8月31日 平成26年7月4日
000028 5000146397 北村商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 木村 義忠 中播(中健)第31-69 令和1年7月31日 令和6年8月31日 平成26年7月4日
000028 5000146554 牧野 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 牧野 政美 中播(中健)第31-59 令和1年7月12日 令和6年8月31日 平成26年7月10日
000028 5000146556 茅野 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 茅野 修平 中播(中健)第31-64 令和1年7月12日 令和6年8月31日 平成26年7月10日
000028 5000146557 佃 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 佃 誠 中播(中健)第31-63 令和1年7月12日 令和6年8月31日 平成26年7月10日



000028 5000146559 ゼネラルスタッフ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 鶴 直人 中播(中健)第31-75 令和1年8月30日 令和6年8月31日 平成26年7月10日
000028 5000146562 ゼネラルスタッフ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 祖浦 節男 中播(中健)第31-76 令和1年8月30日 令和6年8月31日 平成26年7月10日
000028 5000146569 岡﨑商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 岡﨑 信人 中播(中健)第31-60 令和1年7月12日 令和6年8月31日 平成26年7月11日
000028 5000146571 田中商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 田中 啓嗣 中播(中健)第31-61 令和1年7月12日 令和6年8月31日 平成26年7月11日
000028 5000146573 福田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 福田 綾 中播(中健)第31-62 令和1年7月12日 令和6年8月31日 平成26年7月11日
000028 5000146574 門脇商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 門脇 孝美 中播(中健)第32-17 令和1年7月12日 令和6年8月31日 平成26年7月11日
000028 5000146575 服部商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 服部 達哉 中播(中健)第32-18 令和1年7月12日 令和6年8月31日 平成26年7月11日
000028 5000146576 天野商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 天野 龍輔 中播(中健)第32-19 令和1年7月12日 令和6年8月31日 平成26年7月11日
000028 5000146744 きたのカフェ 679-2204 神崎郡福崎町西田原697-5 790228108 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤森 千恵 中播(中健)第31-18 令和2年7月13日 令和8年8月31日 平成26年7月18日
000028 5000146957 台湾料理　豊源（市川店） 679-2315 神崎郡市川町西川辺554-1 790263356 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 翔輝株式会社 代表取締役 山岸 雅男 501-1132 岐阜県岐阜市折立887番地 582395678 中播(中健)第31-24 令和2年8月18日 令和8年8月31日 平成26年7月29日
000028 5000147231 繁乃家 679-2315 神崎郡市川町西川辺170 790260071 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森口 章吾 中播(中健)第31-26 令和2年8月18日 令和8年8月31日 平成26年8月14日
000028 5000147232 繁乃家 679-2315 神崎郡市川町西川辺172 790260071 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 森口 章吾 中播(中健)第31-25 令和2年8月18日 令和8年8月31日 平成26年8月14日
000028 5000147617 やきとり鶏勝 679-2203 神崎郡福崎町南田原2993-1 790226221 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡本 謙二 中播(中健)第31-43 令和2年11月30日 令和8年11月30日 平成26年9月8日
000028 5000148266 てっちり　魚げん 679-2204 神崎郡福崎町西田原1289 790222552 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 髙部 千代美 中播(中健)第31-42 令和2年11月20日 令和8年11月30日 平成26年10月28日
000028 5000148684 ローソン神崎南インター店 679-2415 神崎郡神河町福本663-1 790323367 飲食店営業(4)その他 一般 竹下 秀樹 中播(中健)第31-63 令和3年11月19日 令和10年11月30日 令和3年11月19日
000028 5000148689 ファータイ 679-2424 神崎郡神河町柏尾637-4 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 稲垣 プラガーイ 中播(中健)第31-38 令和2年10月27日 令和8年11月30日 平成26年11月25日
000028 5000148886 西大貫自治会 679-2201 神崎郡福崎町大貫2313番地 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西大貫自治会 代表者 吉識 秋光 679-2201 兵庫県神崎郡福崎町大貫2313番地 790221523 中播(中健)第31-54 令和3年1月26日 令和9年2月28日 平成26年12月5日
000028 5000149900 やさい工房 岡本 679-2302 神崎郡市川町下牛尾305 790270247 そうざい製造業 一般 岡本 京二 中播(中健)第50-3 令和3年1月26日 令和9年2月28日 平成27年2月26日
000028 5000150260 ホテルモンテ・ローザ  レストラン　アルムの森 679-3103 神崎郡神河町長谷987 790350777 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社田舎暮し 代表取締役 福富 宏三 669-5252 兵庫県朝来市和田山町竹田２６１番地１ 中播(中健)第31-19 令和3年5月14日 令和9年5月31日 平成27年3月24日
000028 5000150261 峰山高原ホテル リラクシア 679-3125 神崎郡神河町上小田881-146 790341516 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社MEリゾート播磨 代表取締役 正垣 努 679-3125 兵庫県神崎郡神河町上小田881番地146 790341516 中播(中健)第31-7 令和3年5月6日 令和9年5月31日 平成27年3月24日
000028 5000150447 塚本食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、及び明石市を除く。） 飲食店営業(4)その他 露店 塚本 澄雄 中播(中健)第31-2 令和2年4月17日 令和7年5月31日 平成27年3月27日
000028 5000150450 岡部食品 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市及び明石市を除く。） 飲食店営業(4)その他 露店 岡部 あゆみ 中播(中健)第31-3 令和2年4月17日 令和7年5月31日 平成27年3月27日
000028 5000150488 ビコーズ 679-2414 神崎郡神河町粟賀町520番地1 790323737 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮﨑 和雄 中播(中健)第31-29 令和3年5月24日 令和9年5月31日 平成27年3月30日
000028 5000151245 大阪屋 679-2204 神崎郡福崎町西田原210-2 飲食店営業(4)その他 露店 大門 登志子 中播(中健)第31-5 令和2年5月19日 令和7年5月31日 平成27年5月20日
000028 5000151246 大阪屋 679-2204 神崎郡福崎町西田原210-2 菓子製造業 露店 大門 登志子 中播(中健)第32-3 令和2年5月19日 令和7年5月31日 平成27年5月20日
000028 5000151418 マルヤス 679-2212 神崎郡福崎町福田382-1 790232985 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中田 広美 中播(中健)第31-28 令和3年5月24日 令和9年5月31日 平成27年5月27日
000028 5000151425 株式会社ライフコーポレーション福崎店 679-2204 神崎郡福崎町西田原1706 790227731 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ライフコ－ポレ－ション 代表取締役 岩崎 高治 103-0023 東京都中央区日本橋本町三丁目6番2号 661506175 中播(中健)第31-16 令和3年5月10日 令和9年5月31日 平成27年5月27日
000028 5000151479 古民家レストラン＆カントリー雑貨STICK 679-2431 神崎郡神河町猪篠2094番地 790358755 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中田 早苗 中播(中健)第31-22 令和3年5月20日 令和9年5月31日 平成27年5月28日
000028 5000151543 福伸電機㈱本社工場自販機コーナー(CCW受託) 679-2212 神崎郡福崎町福田447-1 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 中播(中健)第37-4 令和2年5月19日 令和7年5月31日 平成27年5月29日
000028 5000151627 cafe　ＯＫＵ 679-2325 神崎郡市川町奥742-5 790262401 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中岡 由起子 中播(中健)第31-50 令和3年8月30日 令和9年8月31日 令和3年8月30日
000028 5000151802 カフェagio（アージオ) 679-2326 神崎郡市川町谷923 790359455 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 河西 悦子 中播(中健)第31-49 令和3年8月30日 令和9年8月31日 令和3年8月30日
000028 5000151807 ワンステップ　市川ロジスティックセンター 679-2303 神崎郡市川町上瀬加1748-21 792888385 喫茶店営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210701 中播(中健)第37-11 令和2年7月20日 令和7年8月31日 平成27年6月17日
000028 5000151867 いちかわ精肉店 679-2315 神崎郡市川町西川辺446 790262886 食肉販売業 一般 堀田 充洋 中播(中健)第42-4 令和3年8月25日 令和9年8月31日 令和3年8月25日
000028 5000151959 金谷商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 金谷 満恵 中播(中健)第31-15 令和2年7月15日 令和7年8月31日 平成27年6月29日
000028 5000151960 金谷商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 金谷 満恵 中播(中健)第32-9 令和2年7月15日 令和7年8月31日 平成27年6月29日
000028 5000151961 田中商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 田中 正 中播(中健)第32-10 令和2年7月15日 令和7年8月31日 平成27年6月29日
000028 5000151963 田中商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 田中 亮宇 中播(中健)第32-11 令和2年7月15日 令和7年8月31日 平成27年6月29日
000028 5000151985 神戸北野珈琲 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く。） 飲食店営業(4)その他 露店 有限会社ヴィ・ロード 代表取締役 中塚 克弘 670-0801 兵庫県姫路市仁豊野127番地の1 792640041 中播(中健)第31-28 令和2年8月21日 令和7年8月31日 平成27年6月29日
000028 5000152103 上ちゃん 679-3103 神崎郡神河町長谷1015-4 790350623 食肉処理業 一般 上垣 昇 中播(中健)第41-1 令和3年7月26日 令和9年8月31日 令和3年7月26日
000028 5000152309 廻鮮寿し　たいの鯛　福崎店 679-2203 神崎郡福崎町南田原3139-1 790359114 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ティーエーアイ 代表取締役 山本 圭一 679-4134 兵庫県たつの市誉田町広山24-1 791631488 中播(中健)第31-42 令和3年8月11日 令和9年8月31日 令和3年8月11日
000028 5000152391 大清食品 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市及び明石市を除く。） 菓子製造業 露店 大角 光平 中播(中健)第32-13 令和2年7月7日 令和7年8月31日 平成27年7月28日
000028 5000152673 株式会社ビギン 679-2211 神崎郡福崎町山崎889 790231623 食肉販売業 一般 株式会社ビギン 代表取締役社長 田中 秀夫 679-2211 兵庫県神崎郡福崎町山崎字庵ノ下886番地1 790231623 中播(中健)第42-3 令和3年8月24日 令和10年8月31日 令和3年8月24日
000028 5000152676 あられ 679-3103 神崎郡神河町長谷1015-4 790350623 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上垣 昇 中播(中健)第31-39 令和3年7月26日 令和9年8月31日 令和3年7月26日
000028 5000152677 ヤマサ蒲鉾株式会社 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市及び明石市を除く。） 飲食店営業(4)その他 露店 ヤマサ蒲鉾株式会社 代表取締役社長 名田 和由 671-2122 兵庫県姫路市夢前町置本327-16 793353555 中播(中健)第31-16 令和2年7月7日 令和7年8月31日 平成27年8月14日
000028 5000152766 ＪＡ兵庫西旬彩蔵 679-2214 神崎郡福崎町福崎新432 790241800 喫茶店営業 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町二丁目54番地 792365800 中播(中健)第37-10 令和2年7月8日 令和7年8月31日 平成27年8月21日
000028 5000152961 Pizzeria　da　FIORE 679-2214 神崎郡福崎町福崎新字内屋敷178番地1 790220055 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西岡 直人 中播(中健)第31-46 令和3年8月24日 令和9年8月31日 令和3年8月24日
000028 5000153924 囲炉裏の宿　豊楽 679-3125 神崎郡神河町上小田字上ノ山332番地 790340120 飲食店営業(3)旅館 一般 森本 敬司 中播(中健)第31-66 令和3年11月16日 令和9年11月30日 令和3年11月16日
000028 5000154002 囲炉裏の宿　豊楽　ロビー 679-3125 神崎郡神河町上小田字上ノ山332番地 790340120 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 森本 敬司 中播(中健)第31-67 令和3年11月16日 令和9年11月30日 令和3年11月16日
000028 5000154293 株式会社　難波ベーカリー 679-2212 神崎郡福崎町福田100-3 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社難波ベーカリー 代表取締役 難波 剛助 679-2212 兵庫県神崎郡福崎町福田560番地2 793360632 中播(中健)第31-94 令和4年2月25日 令和10年2月29日 令和4年2月25日
000028 5000154415 株式会社　山田営農 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 790321796 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社山田営農 代表取締役 廣岡 典幸 679-2412 兵庫県神崎郡神河町山田30番地の1 790321796 中播(中健)第31-57 令和3年2月26日 令和8年2月28日 平成27年12月17日
000028 5000154418 PIZZA Auto Felice 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 木村 由香 中播(中健)第31-46 令和3年1月26日 令和8年2月28日 平成27年12月17日
000028 5000154814 特別養護老人ホームあやめ苑内厨房 679-3115 神崎郡神河町比延277 790341771 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 富士産業株式会社 代表取締役 中村 勝彦 105-0004 東京都港区新橋5丁目32番7号 354006111 中播(中健)第31-91 令和4年2月24日 令和10年2月29日 令和4年2月24日
000028 5000154833 ミートショップ松井 679-2204 神崎郡福崎町西田原1264-3 790220129 飲食店営業(4)その他 一般 松井 隆 中播(中健)第31-88 令和4年2月8日 令和10年2月29日 令和4年2月8日
000028 5000154834 ミートショップ松井 679-2204 神崎郡福崎町西田原1264-3 790220129 食肉販売業 一般 松井 隆 中播(中健)第42-8 令和4年2月8日 令和10年2月29日 令和4年2月8日
000028 5000154867 やまざる 679-2302 神崎郡市川町下牛尾346 790270029 菓子製造業 一般 岡本 明美 中播(中健)第32-13 令和4年2月8日 令和10年2月29日 令和4年2月8日
000028 5000155236 丸新精肉店 679-2421 神崎郡神河町加納350 790358829 食肉販売業 一般 前川 徹夫 中播(中健)第42-7 令和4年1月20日 令和10年2月29日 令和4年1月20日
000028 5000155801 リフレッシュパーク市川 679-2302 神崎郡市川町下牛尾2557-1 790270313 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社夢屋 代表取締役 安福 武美 669-5252 兵庫県朝来市和田山町竹田261-1 796668750 中播(中健)第31-16 令和4年5月17日 令和10年5月31日 令和4年5月17日
000028 5000155921 ＣｏＣｏ．Ｒｅ 679-3103 神崎郡神河町長谷728-1 飲食店営業(4)その他 一般 小島 龍子 中播(中健)第31-9 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 5000155943 エーコープ粟賀店 679-2414 神崎郡神河町粟賀町321-1 790321933 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田１丁目51番1号 726765670 中播(中健)第31-2 令和4年4月20日 令和10年5月31日 令和4年4月20日
000028 5000155968 新日本製麺株式会社 679-2215 神崎郡福崎町西治1295 790224348 麺類製造業 一般 新日本製麺株式会社 代表取締役 牛尾 周平 679-2215 兵庫県神崎郡福崎町西治1295 790224348 中播(中健)第47-1 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 5000156002 しあわせのひなた 679-2431 神崎郡神河町猪篠1番地 790359889 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 脇田 澄子 中播(中健)第31-23 令和4年5月20日 令和10年5月31日 令和4年5月20日
000028 5000156210 平野商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 仙石 博之 中播(中健)第31-3 令和3年4月26日 令和8年5月31日 平成28年4月13日
000028 5000156220 平野商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 平野 祥子 中播(中健)第31-2 令和3年4月26日 令和8年5月31日 平成28年4月13日
000028 5000156287 サンライズ工業（株）工場内コーナー④6W1238 679-2325 神崎郡市川町奥603 790245580 喫茶店営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210701 中播(中健)第37-3 令和3年5月24日 令和8年5月31日 平成28年4月15日
000028 5000156549 手打そば　敏八 679-3124 神崎郡神河町南小田919-1 790341583 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 玉田 敏明 中播(中健)第31-24 令和4年5月20日 令和10年5月31日 令和4年5月20日
000028 5000156621 橋本飲食店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 橋本 里子 中播(中健)第31-4 令和3年4月26日 令和8年5月31日 平成28年5月11日
000028 5000156622 タコヤキ　ハシモト 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 橋本 ひとみ 中播(中健)第31-5 令和3年4月26日 令和8年5月31日 平成28年5月11日
000028 5000156741 シフォンケーキとプリンの店　ＨＡＲＵＮ 679-2203 神崎郡福崎町南田原2183-3 790206381 菓子製造業 一般 長谷川 暢宏 中播(中健)第33-3 令和4年5月18日 令和10年5月31日 令和4年5月18日
000028 5000156884 マックスバリュ　市川店 679-2315 神崎郡市川町西川辺479 790262158 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目3番52号 825358513 中播(中健)第33-4 令和4年5月24日 令和11年5月31日 令和4年5月24日
000028 5000157190 そば食事処　和心 679-2414 神崎郡神河町粟賀町581-1 790320032 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松原 正樹 中播(中健)第31-51 令和4年8月26日 令和9年8月31日 令和4年8月26日
000028 5000157199 広瀬商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 広瀬 恵美 中播(中健)第31-37 令和3年7月16日 令和8年8月31日 令和3年7月16日
000028 5000157200 沼田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 沼田 明 中播(中健)第31-38 令和3年7月16日 令和8年8月31日 令和3年7月16日
000028 5000157291 峰山高原ホテル リラクシア 679-3125 神崎郡神河町上小田881-146 790341516 食肉販売業 一般 株式会社MEリゾート播磨 代表取締役 正垣 努 679-3125 兵庫県神崎郡神河町上小田881番地146 790341516 中播(中健)第41-2 令和4年7月22日 令和10年8月31日 令和4年7月22日
000028 5000157292 峰山高原ホテル リラクシア 679-3125 神崎郡神河町上小田881-146 790341516 魚介類販売業 一般 株式会社MEリゾート播磨 代表取締役 正垣 努 679-3125 兵庫県神崎郡神河町上小田881番地146 790341516 中播(中健)第35-1 令和4年7月22日 令和10年8月31日 令和4年7月22日
000028 5000157392 まるしん 679-2414 神崎郡神河町粟賀町263 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木村 聖子 中播(中健)第31-54 令和4年8月31日 令和10年8月31日 令和4年8月31日
000028 5000157741 ぎゃらりー＆喫茶やまだ 679-2412 神崎郡神河町山田846-24 菓子製造業 一般 林 幹雄 中播(中健)第33-9 令和4年8月29日 令和10年8月31日 令和4年8月29日
000028 5000158364 津田豆腐店 679-2336 神崎郡市川町沢294-3 790280090 豆腐製造業 一般 津田 隼人 中播(中健)第45-1 令和4年8月19日 令和10年8月31日 令和4年8月19日
000028 5000158365 ㈱フジ工業 市川町 軒下（CCBJI受託） 679-2313 神崎郡市川町西田中62-5 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 中播(中健)第54-1 令和3年8月18日 令和9年8月31日 令和3年8月18日
000028 5000158441 瀬尾高圧工業(株)市川工場　事務所棟 679-2333 神崎郡市川町神崎869-20 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210701 中播(中健)第54-3 令和3年11月1日 令和9年11月30日 令和3年11月1日
000028 5000158443 瀬尾高圧工業(株)市川工場　Ｃ棟 679-2333 神崎郡市川町神崎869-20 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210701 中播(中健)第54-5 令和3年11月1日 令和9年11月30日 令和3年11月1日
000028 5000158567 神河町商工会女性部 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市及び明石市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店40L 神河町商工会 会長 森本 守雄 679-2413 兵庫県神崎郡神河町中村29 790320295 中播(中健)第31-55 令和3年10月29日 令和8年11月30日 令和3年10月29日
000028 5000159210 株式会社神崎フード 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 790312655 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社神崎フード 代表取締役 藤井 永司 679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町430番地 790312655 中播(中健)第31-59 令和3年11月9日 令和8年11月30日 令和3年11月9日
000028 5000159275 リフレッシュパーク市川 679-2302 神崎郡市川町下牛尾2557-1 790270313 魚介類販売業 一般 株式会社夢屋 代表取締役 安福 武美 669-5252 兵庫県朝来市和田山町竹田261の1 796742910 中播(中健)第35-3 令和4年11月29日 令和10年11月30日 令和4年11月29日
000028 5000159365 凉屋 679-2324 神崎郡市川町坂戸字中垣内449 食肉処理業 一般 凉笠 茂 中播(中健)第40-1 令和4年10月28日 令和10年11月30日 令和4年10月28日
000028 5000159480 プチハウスまさと 679-2214 神崎郡福崎町福崎新399-4 790225335 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉田 清人 中播(中健)第31-71 令和4年11月22日 令和10年11月30日 令和4年11月22日
000028 5000159558 瀬尾高圧工業(株)市川工場　中工場 679-2333 神崎郡市川町神崎869-20 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210701 中播(中健)第54-4 令和3年11月1日 令和9年11月30日 令和3年11月1日
000028 5000159850 kajiyano 679-3103 神崎郡神河町長谷197 790350673 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山口 奈央 中播(中健)第31-80 令和5年1月24日 令和11年2月28日 令和5年1月24日
000028 5000159851 kajiyano 679-3103 神崎郡神河町長谷197 790350673 菓子製造業 一般 山口 奈央 中播(中健)第33-15 令和5年1月24日 令和11年2月28日 令和5年1月24日
000028 5000160235 cafe 衣都 679-3103 神崎郡神河町長谷1199 790350330 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社北垂 代表取締役 佐々木 文徳 679-3103 兵庫県神崎郡神河町長谷1199 790350330 中播(中健)第31-85 令和5年2月9日 令和11年2月28日 令和5年2月9日
000028 5000160672 喫茶お好み焼　佳代 679-2303 神崎郡市川町上瀬加931-3 790270338 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小野田 恵美 中播(中健)第31-81 令和5年1月26日 令和11年2月28日 令和5年1月26日
000028 5000160769 一般社団法人寺前駅前銀座商店会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市西宮市及び明石市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店40L 一般社団法人寺前駅前銀座商店会 代表理事 荒木 正嗣 679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前218番地の1 790340641 中播(中健)第31-85 令和4年2月7日 令和9年2月28日 令和4年2月7日
000028 5000161193 そうざいショップ三福 679-2212 神崎郡福崎町福田323-1 790222632 飲食店営業(4)その他 一般 井上 博幸 中播(中健)第31-5 令和5年4月26日 令和11年5月31日 令和5年4月26日
000028 5000161359 市川町観光協会 679-2315 神崎郡市川町西川辺715 790261040 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長田 そのみ 中播(中健)第31-89 平成29年3月29日 令和6年5月31日 平成29年3月29日
000028 5000161360 市川町観光協会 679-2315 神崎郡市川町西川辺715 790261040 菓子製造業 一般 長田 そのみ 中播(中健)第32-25 平成29年3月29日 令和6年5月31日 平成29年3月29日
000028 5000161727 core・sa 679-2301 神崎郡市川町上牛尾1901-2 790358422 菓子製造業 一般 吉永 英司 中播(中健)第32-1 平成29年4月20日 令和5年5月31日 平成29年4月20日
000028 5000161810 すき家　福崎店 679-2203 神崎郡福崎町南田原字ﾊﾂｸﾞﾛ2970-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 357838850 中播(中健)第31-7 平成29年4月26日 令和6年5月31日 平成29年4月26日
000028 5000161813 コーヒーハウス　たるや 679-2214 神崎郡福崎町福崎新262-1 790225583 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 村岡 絹子 中播(中健)第31-4 平成29年4月26日 令和5年5月31日 平成29年4月26日
000028 5000161869 市川町保健福祉センター 679-2323 神崎郡市川町甘地323-1 790261999 飲食店営業(4)その他 一般 市川町長 岩見 武三 中播(中健)第31-5 平成29年4月26日 令和6年5月31日 平成29年4月26日
000028 5000161871 スナック　Ｆｕ 679-2204 神崎郡福崎町西田原1212-4 飲食店営業(4)その他 一般 内藤 歩 中播(中健)第31-3 平成29年4月26日 令和5年5月31日 平成29年4月26日
000028 5000161925 福崎東洋ゴルフ倶楽部 679-2215 神崎郡福崎町西治2110-1 790221248 菓子製造業 一般 株式会社隨縁リゾート 代表取締役 古井 明徳 556-0017 大阪府大阪市浪速区湊町一丁目２番３号マルイト難波ビル 666478771 中播(中健)第33-4 令和5年4月26日 令和11年5月31日 令和5年4月26日
000028 5000161939 鶴居校区交流広場事業 679-2334 神崎郡市川町鶴居108-1 790281692 飲食店営業(4)その他 一般 藤波 順子 中播(中健)第31-13 平成29年4月28日 令和5年5月31日 平成29年4月28日
000028 5000161942 棚田ＬＯＶＥＲＳ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 特定非営利活動法人棚田ＬＯＶＥＲＳ 理事 永菅 千鶴子 679-2326 兵庫県神崎郡市川町谷915 790280030 中播(中健)第31-10 令和4年4月28日 令和9年5月31日 令和4年4月28日
000028 5000162055 一番亭　三原商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 新井 秀利 中播(中健)第31-3 令和4年4月19日 令和9年5月31日 令和4年4月19日
000028 5000162229 かさがた温泉　せせらぎの湯　ふところ館 679-2301 神崎郡市川町上牛尾2073-12 790271919 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 エーモン産業株式会社 代表取締役 川岸 浩二 679-2304 兵庫県神崎郡市川町下瀬加129番地 790271922 中播(中健)第31-30 令和4年5月31日 令和10年5月31日 令和4年5月31日
000028 5000162472 オーガニックコート 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 田中 秀樹 中播(中健)第31-45 令和4年8月9日 令和9年8月31日 令和4年8月9日
000028 5000162556 蕎麦処咲 679-2413 神崎郡神河町中村80 790339549 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 衣笠 咲子 中播(中健)第31-25 平成29年6月8日 令和5年8月31日 平成29年6月8日
000028 5000162751 サークル 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店40L 三枝 達矢 中播(中健)第31-44 令和4年8月9日 令和9年8月31日 令和4年8月9日
000028 5000162776 播州そばの学校 679-2318 神崎郡市川町小畑2799 790270309 めん類製造業 一般 山下 義宣 中播(中健)第49-1 平成29年6月23日 令和5年8月31日 平成29年6月23日
000028 5000162979 ビードロ 679-2217 神崎郡福崎町高岡1824-3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩村 初代 中播(中健)第31-38 平成29年6月30日 令和5年8月31日 平成29年6月30日
000028 5000163137 グルメミ－トにしおか 679-2213 神崎郡福崎町馬田162-1 790221017 食肉処理業 一般 有限会社　にしおか 代表取締役 西岡 哲也 679-2213 兵庫県神崎郡福崎町馬田162-1 790221017 中播(中健)第41-1 平成29年7月25日 令和5年8月31日 平成29年7月25日
000028 5000163138 グルメミ－トにしおか 679-2213 神崎郡福崎町馬田162-1 790221017 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 有限会社　にしおか 代表取締役 西岡 哲也 679-2213 兵庫県神崎郡福崎町馬田162-1 790221017 中播(中健)第35-1 平成29年7月25日 令和5年8月31日 平成29年7月25日
000028 5000163139 福崎町保健センター 679-2204 神崎郡福崎町西田原1397-1 790220560 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福崎町 町長 尾﨑 吉晴 679-2203 兵庫県神崎郡福崎町南田原3116番地の1 790220560 中播(中健)第31-42 平成29年7月18日 令和5年8月31日 平成29年7月18日



000028 5000163152 たこやき　ちえちゃん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店80L 松岡 泰二 中播(中健)第31-43 令和4年8月5日 令和9年8月31日 令和4年8月5日
000028 5000163223 CoCoTTE 679-2313 神崎郡市川町西田中498-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 阿南 直子 中播(中健)第31-46 平成29年7月20日 令和5年8月31日 平成29年7月20日
000028 5000163556 Cafe ikoi 679-3121 神崎郡神河町上岩3-2 790341101 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大中 啓史 中播(中健)第31-55 平成29年8月14日 令和5年8月31日 平成29年8月14日
000028 5000163584 ふれあい喫茶　きずな 679-3123 神崎郡神河町宮野427-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 野田 かずみ 中播(中健)第31-52 平成29年8月15日 令和5年8月31日 平成29年8月15日
000028 5000163804 中華料理　天龍 679-2214 神崎郡福崎町福崎新345-1 790226660 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西岡 明美 中播(中健)第31-61 平成29年8月30日 令和5年8月31日 平成29年8月30日
000028 5000163838 荒木商店 679-3116 神崎郡神河町寺前47-1 790340018 菓子製造業 一般 荒木 正嗣 中播(中健)第32-14 平成29年8月30日 令和5年8月31日 平成29年8月30日
000028 5000164226 Ｒごはん 679-2302 神崎郡市川町下牛尾49 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川中 梨江 中播(中健)第31-63 平成29年9月29日 令和5年11月30日 平成29年9月29日
000028 5000164227 Ｒごはん 679-2302 神崎郡市川町下牛尾49 菓子製造業 一般 川中 梨江 中播(中健)第32-15 平成29年9月29日 令和5年11月30日 平成29年9月29日
000028 5000164422 福崎町もち麦生産組合 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 福崎町 町長 尾﨑 吉晴 679-2203 兵庫県神崎郡福崎町南田原3116番地の1 790220560 中播(中健)第31-72 令和4年11月29日 令和9年11月30日 令和4年11月29日
000028 5000164425 福崎町商工会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 福崎町商工会 会長 大井 克哉 679-2212 兵庫県神崎郡福崎町福田116番地の1 790220558 中播(中健)第31-64 令和4年10月28日 令和9年11月30日 令和4年10月28日
000028 5000164708 ピザーラお届け号　11号車 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社フォーシーズ 代表取締役 浅野 秀則 107-0062 東京都港区南青山五丁目12番4号 334096000 中播(中健)第31-68 令和4年11月15日 令和9年11月30日 令和4年11月15日
000028 5000164848 やまざる 679-2302 神崎郡市川町下牛尾346 790270029 そうざい製造業 一般 岡本 明美 中播(中健)第50-1 平成29年11月16日 令和5年11月30日 平成29年11月16日
000028 5000164944 道の駅「銀の馬車道・神河」ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ 679-2434 神崎郡神河町吉冨88-10 790340960 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 神河町 神河町長 山名 宗悟 679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64 790340960 中播(中健)第31-75 平成29年11月22日 令和5年11月30日 平成29年11月22日
000028 5000165049 PIZZA Auto Felice 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 木村 智裕 中播(中健)第31-61 令和4年10月24日 令和9年11月30日 令和4年10月24日
000028 5000165098 コミュニティカフェ「Azurあじゅーる」 679-2212 神崎郡福崎町福田331-7 790221243 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 青田 泉 中播(中健)第31-79 平成29年11月29日 令和5年11月30日 平成29年11月29日
000028 5000165108 峰山高原リゾート 679-3125 神崎郡神河町上小田881-146 790341900 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社MEリゾート播磨 代表取締役 正垣 努 679-3125 兵庫県神崎郡神河町上小田881番地146 790341516 中播(中健)第31-80 平成29年11月29日 令和5年11月30日 平成29年11月29日
000028 5000165292 Palm tree 679-2203 神崎郡福崎町南田原2953-1 790243238 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡 浩之 中播(中健)第31-82 平成29年12月13日 令和6年2月29日 平成29年12月13日
000028 5000165298 Coddy's　house 679-3114 神崎郡神河町新野608 飲食店営業(3)旅館 一般 小寺 亜也香 中播(中健)第31-83 平成29年12月13日 令和6年2月29日 平成29年12月13日
000028 5000165419 にゅうにゅう工房 679-2304 神崎郡市川町下瀬加958-1 790270241 アイスクリーム類製造業 一般 高橋 まり子 中播(中健)第39-4 平成29年12月21日 令和6年2月29日 平成29年12月21日
000028 5000165420 にゅうにゅう工房 679-2304 神崎郡市川町下瀬加958-1 790270241 飲食店営業(4)その他 一般 高橋 まり子 中播(中健)第31-86 平成29年12月21日 令和6年2月29日 平成29年12月21日
000028 5000165421 にゅうにゅう工房 679-2304 神崎郡市川町下瀬加958-1 790270241 菓子製造業 一般 高橋 まり子 中播(中健)第32-20 平成29年12月21日 令和6年2月29日 平成29年12月21日
000028 5000165434 にゅうにゅう工房 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 高橋 まり子 中播(中健)第31-88 令和5年2月14日 令和10年2月29日 令和5年2月14日
000028 5000165799 粟賀の驛 679-2414 神崎郡神河町粟賀町170 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 萩原 幸亮 中播(中健)第31-92 平成30年1月26日 令和6年2月29日 平成30年1月26日
000028 5000166080 ごはんや　香 679-2413 神崎郡神河町中村41 790322212 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 柴田 香 中播(中健)第31-95 平成30年2月9日 令和6年2月29日 平成30年2月9日
000028 5000166140 ゆ鳥　福崎店 679-2204 神崎郡福崎町西田原1803-1 790359316 飲食店営業(4)その他 一般 別所 克祐 中播(中健)第31-96 平成30年2月15日 令和6年2月29日 平成30年2月15日
000028 5000166210 古里商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 古里 明子 中播(中健)第31-99 令和5年2月28日 令和10年2月29日 令和5年2月28日
000028 5000166264 出田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 出田 直 中播(中健)第31-89 令和5年2月28日 令和10年2月29日 令和5年2月28日
000028 5000166266 江島商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 江島 忍 中播(中健)第31-90 令和5年2月28日 令和10年2月29日 令和5年2月28日
000028 5000166411 コミュニティカフェ「Azurあじゅーる」 679-2212 神崎郡福崎町福田331-7 790221243 菓子製造業 一般 青田 泉 中播(中健)第32-25 平成30年2月28日 令和6年2月29日 平成30年2月28日
000028 5000166538 鶴居地域活性化センター 679-2334 神崎郡市川町鶴居26-5 790281280 飲食店営業(4)その他 一般 岡本 和久 中播(中健)第31-113 平成30年3月7日 令和6年5月31日 平成30年3月7日
000028 5000166569 もち麦ひろめ隊 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く) 790220560 菓子製造業 露店 福崎町 町長 尾﨑 吉晴 679-2203 兵庫県神崎郡福崎町南田原3116-1 790220560 中播(中健)第32-26 平成30年3月14日 令和5年5月31日 平成30年3月14日
000028 5000166640 アグリイノベーション神河加工研究施設 679-2413 神崎郡神河町中村126-3 790320850 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 アグリイノベーション神河株式会社 代表取締役 上田 秀文 679-2413 兵庫県神崎郡神河町中村126-3 790320850 中播(中健)第31-114 平成30年3月16日 令和6年5月31日 平成30年3月16日
000028 5000166641 アグリイノベーション神河加工研究施設 679-2413 神崎郡神河町中村126-3 790320850 菓子製造業 一般 アグリイノベーション神河株式会社 代表取締役 上田 秀文 679-2413 兵庫県神崎郡神河町中村126-3 790320850 中播(中健)第32-27 平成30年3月16日 令和6年5月31日 平成30年3月16日
000028 5000166815 福崎町給食共同調理センター 679-2203 神崎郡福崎町南田原420-7 790220710 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 コーベフーズ株式会社 代表取締役 久保 孝義 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目１番３号 783824700 中播(中健)第31-115 平成30年3月26日 令和7年5月31日 平成30年3月26日
000028 5000166817 今津商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 今津 潔 中播(中健)第31-117 平成30年3月26日 令和5年5月31日 平成30年3月26日
000028 5000166999 神河町観光協会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 浦上 京子 中播(中健)第31-1 平成30年4月3日 令和5年5月31日 平成30年4月3日
000028 5000167051 テイクエム 679-2214 神崎郡福崎町福崎新196-3 食肉処理業 一般 松本 岳也 中播(中健)第41-1 平成30年4月9日 令和6年5月31日 平成30年4月9日
000028 5000167052 テイクエム 679-2214 神崎郡福崎町福崎新196-3 食肉販売業 一般 松本 岳也 中播(中健)第42-1 平成30年4月9日 令和6年5月31日 平成30年4月9日
000028 5000167118 Cafe Salamander 679-2404 神崎郡神河町越知411番地 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤川 千博 中播(中健)第31-3 平成30年4月12日 令和6年5月31日 平成30年4月12日
000028 5000167448 仲井商店 679-2315 神崎郡市川町西川辺182-2 みそ製造業 一般 仲井 伸三 中播(中健)第44-1 平成30年5月8日 令和6年5月31日 平成30年5月8日
000028 5000167539 アグリイノベーション神河加工研究施設 679-2413 神崎郡神河町中村126-3 790320850 ソース類製造業 一般 アグリイノベーション神河株式会社 代表取締役 上田 秀文 679-2413 兵庫県神崎郡神河町中村126-3 790320850 中播(中健)第53-1 平成30年5月15日 令和6年5月31日 平成30年5月15日
000028 5000167615 地球コーヒー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 石田 純 中播(中健)第37-4 平成30年5月18日 令和5年5月31日 平成30年5月18日
000028 5000167701 藤原美穂 679-2434 神崎郡神河町吉冨88-10 790340960 菓子製造業 一般 藤原 美穂 中播(中健)第32-2 平成30年5月25日 令和6年5月31日 平成30年5月25日
000028 5000167703 アプリコットの会 679-2432 神崎郡神河町大山405 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 西田 礼子 中播(中健)第31-17 平成30年5月25日 令和6年5月31日 平成30年5月25日
000028 5000167728 はた屋 679-2203 神崎郡福崎町南田原3029-2 790339233 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 畑 圭一郎 中播(中健)第31-16 平成30年5月25日 令和6年5月31日 平成30年5月25日
000028 5000167797 農家のごはん　ことほぎ 679-2211 神崎郡福崎町山崎814番地 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 牛尾 祐美子 中播(中健)第31-18 平成30年5月31日 令和6年5月31日 平成30年5月31日
000028 5000167798 農家のごはん　ことほぎ 679-2211 神崎郡福崎町山崎814番地 菓子製造業 一般 牛尾 祐美子 中播(中健)第32-3 平成30年5月31日 令和6年5月31日 平成30年5月31日
000028 5000167822 熟成パン工房ＡＢＯＤＥＮ 679-2424 神崎郡神河町柏尾７０１－１ 飲食店営業(4)その他 一般 炭本 健吾 中播(中健)第31-19 平成30年5月31日 令和6年5月31日 平成30年5月31日
000028 5000167823 熟成パン工房ＡＢＯＤＥＮ 679-2424 神崎郡神河町柏尾７０１－１ 菓子製造業 一般 炭本 健吾 中播(中健)第32-4 平成30年5月31日 令和6年5月31日 平成30年5月31日
000028 5000167838 前田食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 前田 辰子 中播(中健)第31-20 平成30年6月4日 令和5年8月31日 平成30年6月4日
000028 5000167840 大谷食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 大谷 佳恵 中播(中健)第37-8 平成30年6月4日 令和5年8月31日 平成30年6月4日
000028 5000168115 ＶＥＲＴＵ 679-2313 神崎郡市川町西田中492-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 太田 祐次 中播(中健)第31-23 平成30年6月22日 令和6年8月31日 平成30年6月22日
000028 5000168116 一番亭 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 瀧口 千裕 中播(中健)第31-24 平成30年6月22日 令和5年8月31日 平成30年6月22日
000028 5000168117 一番亭 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 稲谷 璃奈 中播(中健)第31-25 平成30年6月22日 令和5年8月31日 平成30年6月22日
000028 5000168120 一番亭 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 新井 真由香 中播(中健)第31-26 平成30年6月22日 令和5年8月31日 平成30年6月22日
000028 5000168124 平川食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 平川 喜弘 中播(中健)第31-33 平成30年6月22日 令和5年8月31日 平成30年6月22日
000028 5000168127 澤田食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 澤田 英子 中播(中健)第31-32 平成30年6月22日 令和5年8月31日 平成30年6月22日
000028 5000168128 西畑食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 西畑 順司 中播(中健)第31-31 平成30年6月22日 令和5年8月31日 平成30年6月22日
000028 5000168129 米澤食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 米澤 幸剛 中播(中健)第31-30 平成30年6月22日 令和5年8月31日 平成30年6月22日
000028 5000168130 岩崎食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 岩崎 留美子 中播(中健)第31-29 平成30年6月22日 令和5年8月31日 平成30年6月22日
000028 5000168133 清水食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 清水 布美子 中播(中健)第31-28 平成30年6月22日 令和5年8月31日 平成30年6月22日
000028 5000168134 福元食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 福元 明人 中播(中健)第31-27 平成30年6月22日 令和5年8月31日 平成30年6月22日
000028 5000168135 眞岡食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 眞岡 明史 中播(中健)第32-6 平成30年6月22日 令和5年8月31日 平成30年6月22日
000028 5000168136 櫻井食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 櫻井 力也 中播(中健)第32-7 平成30年6月22日 令和5年8月31日 平成30年6月22日
000028 5000168137 丸目食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 丸目 博貴 中播(中健)第32-8 平成30年6月22日 令和5年8月31日 平成30年6月22日
000028 5000168404 福田健士郎 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 福田 健士郎 中播(中健)第31-41 平成30年7月11日 令和5年8月31日 平成30年7月11日
000028 5000168405 福田健士郎 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 福田 健士郎 中播(中健)第32-10 平成30年7月11日 令和5年8月31日 平成30年7月11日
000028 5000168417 北村商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 北村 幸二 中播(中健)第31-44 平成30年7月11日 令和5年8月31日 平成30年7月11日
000028 5000168418 北村商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 七村 健次 中播(中健)第31-45 平成30年7月11日 令和5年8月31日 平成30年7月11日
000028 5000168419 北村商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 河合 成展 中播(中健)第31-46 平成30年7月11日 令和5年8月31日 平成30年7月11日
000028 5000168558 クラウデイト 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社クラウデイト 代表取締役 義本 宰 679-2431 兵庫県神崎郡神河町猪篠1868番地 790322911 中播(中健)第31-52 平成30年7月24日 令和5年8月31日 平成30年7月24日
000028 5000168563 寺前楽座「まちの灯り」 679-3112 神崎郡神河町鍛治140番地1 790341886 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社寺前村振興公社 代表取締役 上野 英一 679-3112 兵庫県神崎郡神河町鍛治140番地1 790341886 中播(中健)第31-53 平成30年7月24日 令和6年8月31日 平成30年7月24日
000028 5000168564 寺前楽座「まちの灯り」 679-3112 神崎郡神河町鍛治140番地1 790341886 魚介類販売業 一般 株式会社寺前村振興公社 代表取締役 上野 英一 679-3112 兵庫県神崎郡神河町鍛治140番地1 790341886 中播(中健)第34-2 平成30年7月24日 令和6年8月31日 平成30年7月24日
000028 5000168567 お食事処ふくさき 679-2212 神崎郡福崎町福田355-4 790227578 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小西 邦芳 中播(中健)第31-54 平成30年7月24日 令和6年8月31日 平成30年7月24日
000028 5000168752 加門果樹園 679-3123 神崎郡神河町宮野94-5 790341044 菓子製造業 一般 加門 英樹 中播(中健)第32-16 平成30年8月7日 令和6年8月31日 平成30年8月7日
000028 5000168753 加門果樹園 679-3123 神崎郡神河町宮野94-5 790341044 そうざい製造業 一般 加門 英樹 中播(中健)第50-2 平成30年8月7日 令和6年8月31日 平成30年8月7日
000028 5000168754 加門果樹園 679-3123 神崎郡神河町宮野94-5 790341044 飲食店営業(4)その他 一般 加門 英樹 中播(中健)第31-57 平成30年8月7日 令和6年8月31日 平成30年8月7日
000028 5000168758 市川町商工会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 市川町商工会 会長 楠田 一利 679-2315 兵庫県神崎郡市川町西川辺１６３－１ 790260099 中播(中健)第31-58 平成30年8月6日 令和5年8月31日 平成30年8月6日
000028 5000168879 ふるさと庵　和ごころ　幟 679-2203 神崎郡福崎町南田原１８７－２ 790221725 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井奥 智則 中播(中健)第31-61 平成30年8月20日 令和6年8月31日 平成30年8月20日
000028 5000168892 ふれあい会館 679-3103 神崎郡神河町長谷1058 790350355 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社長谷 代表取締役 藤原 幸夫 679-3103 兵庫県神崎郡神河町長谷1058番地 790350001 中播(中健)第31-62 平成30年8月17日 令和6年8月31日 平成30年8月17日
000028 5000169082 タケムラ 679-2204 神崎郡福崎町西田原1506-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一般社団法人ノオト 代表理事 金野 幸雄 669-2361 兵庫県丹波篠山市丸山42番地 678788983 中播(中健)第31-66 平成30年8月31日 令和6年8月31日 平成30年8月31日
000028 5000169189 miya-pain 679-2413 神崎郡神河町中村58-5 790321948 菓子製造業 一般 宮垣 哲 中播(中健)第32-18 平成30年9月7日 令和6年11月30日 平成30年9月7日
000028 5000169190 miya-pain 679-2413 神崎郡神河町中村58-5 790321948 飲食店営業(4)その他 一般 宮垣 哲 中播(中健)第31-68 平成30年9月7日 令和6年11月30日 平成30年9月7日
000028 5000169233 キッチン　天 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 田中 一成 中播(中健)第32-19 平成30年9月12日 令和5年11月30日 平成30年9月12日
000028 5000169263 今津鮮魚 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 魚介類販売業 自動車 今津 潔 中播(中健)第34-4 平成30年9月13日 令和5年11月30日 平成30年9月13日
000028 5000169270 たべばたけ 679-2203 神崎郡福崎町南田原９９８－１ 菓子製造業 一般 藤井 直子 中播(中健)第32-20 平成30年9月13日 令和6年11月30日 平成30年9月13日
000028 5000169309 ウシオ精工株式会社第三工場 679-2203 神崎郡福崎町南田原１７５４－３ 喫茶店営業 自動販売機 株式会社　関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町２丁目５４番地 792365800 中播(中健)第37-16 平成30年9月18日 令和5年11月30日 平成30年9月18日
000028 5000169380 おかめ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 田作 直也 中播(中健)第31-69 平成30年9月25日 令和5年11月30日 平成30年9月25日
000028 5000169411 ホテルモンテローザ 679-3103 神崎郡神河町長谷987 790350777 菓子製造業 一般 株式会社田舎暮し 代表取締役 福富 宏三 669-5252 兵庫県朝来市和田山町竹田２６１番地１ 中播(中健)第32-21 平成30年9月27日 令和6年11月30日 平成30年9月27日
000028 5000169486 パン工房　幸福堂 679-2212 神崎郡福崎町福田299-5 飲食店営業(4)その他 一般 多田 幸央 中播(中健)第31-70 平成30年10月4日 令和6年11月30日 平成30年10月4日
000028 5000169487 パン工房　幸福堂 679-2212 神崎郡福崎町福田299-5 菓子製造業 一般 多田 幸央 中播(中健)第32-22 平成30年10月4日 令和6年11月30日 平成30年10月4日
000028 5000169664 福崎駅前振興会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 赤松 大弘 中播(中健)第31-72 平成30年10月17日 令和5年11月30日 平成30年10月17日
000028 5000169676 ｃｏ　ＨＡＲＥＲＵＹＡ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 長濱 亜希子 中播(中健)第31-73 平成30年10月18日 令和5年11月30日 平成30年10月18日
000028 5000169694 ＭＡＲＵＳＡＮＫＡＫＵ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 一宮 あすか 中播(中健)第31-74 平成30年10月19日 令和5年11月30日 平成30年10月19日
000028 5000169729 福崎町保健センター 679-2204 神崎郡福崎町西田原1397-1 790220560 そうざい製造業 一般 福崎町 町長 尾﨑 吉晴 679-2203 兵庫県神崎郡福崎町南田原3116番地の1 790220560 中播(中健)第50-4 平成30年10月25日 令和6年11月30日 平成30年10月25日
000028 5000169850 アグリイノベーション神河加工研究施設 679-2413 神崎郡神河町中村126-3 790320850 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー アグリイノベーション神河株式会社 代表取締役 上田 秀文 679-2413 兵庫県神崎郡神河町中村126-3 790320850 中播(中健)第39-2 平成30年10月31日 令和5年11月30日 平成30年10月31日
000028 5000170048 コモエスタ食堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山下 知男 中播(中健)第31-78 平成30年11月13日 令和5年11月30日 平成30年11月13日
000028 5000170125 珈琲専菓sora 679-2317 神崎郡市川町浅野335-1 790280767 菓子製造業 一般 稲垣 直樹 中播(中健)第32-24 平成30年11月15日 令和6年11月30日 平成30年11月15日
000028 5000170128 トラム 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 藤本 大介 中播(中健)第31-81 平成30年11月15日 令和5年11月30日 平成30年11月15日
000028 5000170205 ㈱日本ジェット　神崎工場　軒下 679-2412 神崎郡神河町山田786 790320362 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 中播(中健)第37-26 平成30年11月20日 令和5年11月30日 平成30年11月20日
000028 5000170248 あっちゃんファミリー 679-2432 神崎郡神河町大山631-2 菓子製造業 一般 成田 悦枝 中播(中健)第32-26 平成30年11月27日 令和6年11月30日 平成30年11月27日
000028 5000170249 中組隣保館 679-2432 神崎郡神河町大山631-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 澤田 正子 中播(中健)第31-84 平成30年11月27日 令和6年11月30日 平成30年11月27日
000028 5000170505 株式会社キャリー　出荷センター 679-2204 神崎郡福崎町西田原1943-1 790245659 菓子製造業 一般 株式会社キャリー 代表取締役 尾田 眞吾 679-2204 兵庫県神崎郡福崎町西田原1358番 790225659 中播(中健)第32-27 平成30年12月12日 令和7年2月28日 平成30年12月12日
000028 5000170548 カラオケ鈴蘭 679-2412 神崎郡神河町山田722-2 790323885 飲食店営業(4)その他 一般 石野 吉長 中播(中健)第31-86 平成30年12月13日 令和7年2月28日 平成30年12月13日
000028 5000170564 ７５３ＩＣＨＩＢＡ 679-2301 神崎郡市川町上牛尾1 飲食店営業(4)その他 一般 藤本 壮啓 中播(中健)第31-87 平成30年12月17日 令和7年2月28日 平成30年12月17日
000028 5000170565 ７５３ＩＣＨＩＢＡ 679-2301 神崎郡市川町上牛尾1 菓子製造業 一般 藤本 壮啓 中播(中健)第32-28 平成30年12月17日 令和7年2月28日 平成30年12月17日
000028 5000170648 仁屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 永指 裕基 中播(中健)第31-88 平成30年12月27日 令和6年2月29日 平成30年12月27日
000028 5000170695 卵らんハウス 679-2332 神崎郡市川町田中54番地の1 790280215 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社田隅養鶏場 代表取締役 田隅 元康 679-2332 兵庫県神崎郡市川町田中54番地の1 790280215 中播(中健)第31-89 平成31年1月9日 令和6年2月29日 平成31年1月9日
000028 5000170696 卵らんハウス 679-2332 神崎郡市川町田中54番地の1 790280215 菓子製造業 一般 有限会社田隅養鶏場 代表取締役 田隅 元康 679-2332 兵庫県神崎郡市川町田中54番地の1 790280215 中播(中健)第32-29 平成31年1月9日 令和6年2月29日 平成31年1月9日
000028 5000170711 勢賀の郷 679-2304 神崎郡市川町下瀬加1027番地 790248456 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮﨑 好郎 中播(中健)第31-90 平成31年1月11日 令和7年2月28日 平成31年1月11日
000028 5000170719 やさい工房岡本 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 790270247 飲食店営業(4)その他 露店 岡本 京二 中播(中健)第31-91 平成31年1月11日 令和6年2月29日 平成31年1月11日
000028 5000170780 のりちゃんたこばん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 鈴木 典子 中播(中健)第31-93 平成31年1月21日 令和6年2月29日 平成31年1月21日



000028 5000170781 のりちゃんたこばん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 鈴木 典子 中播(中健)第32-31 平成31年1月21日 令和6年2月29日 平成31年1月21日
000028 5000170892 鶴居地域活性化協議会  （鶴居地域活性化センター） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 790281280 飲食店営業(4)その他 露店 岡本 和久 中播(中健)第31-94 平成31年1月28日 令和6年2月29日 平成31年1月28日
000028 5000170917 セブン－イレブン 福崎井ノ口店 679-2204 神崎郡福崎町西田原223-1 790227707 飲食店営業(4)その他 一般 岡本 太一 中播(中健)第31-95 平成31年1月30日 令和8年2月28日 平成31年1月30日
000028 5000170993 日本一たい焼兵庫神崎市川店 679-2315 神崎郡市川町西川辺554-1 790339028 菓子製造業 一般 株式会社　山本ウィング51 代表取締役 山本 隆司 679-4212 兵庫県姫路市林田町松山709番地 795522817 中播(中健)第32-32 平成31年1月31日 令和7年2月28日 平成31年1月31日
000028 5000170995 鶴居地域活性化センター 679-2334 神崎郡市川町鶴居26-5 790281280 菓子製造業 一般 岡本 和久 中播(中健)第32-33 平成31年1月31日 令和7年2月28日 平成31年1月31日
000028 5000171053 瀬加御船営農生産組合　加工グループ 679-2304 神崎郡市川町下瀬加1867-6 790270066 みそ製造業 一般 佐伯 由美子 中播(中健)第44-2 平成31年2月7日 令和7年2月28日 平成31年2月7日
000028 5000171054 瀬加御船営農生産組合　加工グループ 679-2304 神崎郡市川町下瀬加1867-6 790270066 そうざい製造業 一般 佐伯 由美子 中播(中健)第50-5 平成31年2月7日 令和7年2月28日 平成31年2月7日
000028 5000171097 タッコー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 長谷川 龍雄 中播(中健)第31-102 平成31年2月14日 令和6年2月29日 平成31年2月14日
000028 5000171098 タッコー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 長谷川 龍雄 中播(中健)第32-35 平成31年2月14日 令和6年2月29日 平成31年2月14日
000028 5000171113 ゆる結す 679-2425 神崎郡神河町東柏尾79 790323020 飲食店営業(4)その他 一般 代表取締役 安田 賢三 679-2415 兵庫県神崎郡神河町福本290-1 中播(中健)第31-104 平成31年2月14日 令和7年2月28日 平成31年2月14日
000028 5000171117 かさがた温泉せせらぎの湯　せせらぎ亭 679-2301 神崎郡市川町上牛尾2073-12 790271919 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 エーモン産業株式会社 代表取締役 川岸 浩二 679-2304 兵庫県神崎郡市川町下瀬加129番地 790271922 中播(中健)第31-103 平成31年2月14日 令和7年2月28日 平成31年2月14日
000028 5000171135 島田商事 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 古里 貴志 中播(中健)第31-105 平成31年2月18日 令和6年2月29日 平成31年2月18日
000028 5000171137 島田商事 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 岡 奏 中播(中健)第31-106 平成31年2月18日 令和6年2月29日 平成31年2月18日
000028 5000171240 小島商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 小島 太一 中播(中健)第32-36 平成31年2月22日 令和6年2月29日 平成31年2月22日
000028 5000171241 小島商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 小島 幸太 中播(中健)第32-37 平成31年2月22日 令和6年2月29日 平成31年2月22日
000028 5000171242 小島商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 山本 直樹 中播(中健)第32-38 平成31年2月22日 令和6年2月29日 平成31年2月22日
000028 5000171284 岡田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 岡田 貴久 中播(中健)第31-109 平成31年2月22日 令和6年2月29日 平成31年2月22日
000028 5000171286 杉本商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 杉本 誠司 中播(中健)第31-110 平成31年2月22日 令和6年2月29日 平成31年2月22日
000028 5000171287 小瀧商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 小瀧 幸子 中播(中健)第31-111 平成31年2月22日 令和6年2月29日 平成31年2月22日
000028 5000171288 小瀧商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 小瀧 幸子 中播(中健)第32-39 平成31年2月22日 令和6年2月29日 平成31年2月22日
000028 5000171289 宮下食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 宮下 実香 中播(中健)第32-40 平成31年2月22日 令和6年2月29日 平成31年2月22日
000028 5000171307 井上食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 井上 怜 中播(中健)第32-41 平成31年2月22日 令和6年2月29日 平成31年2月22日
000028 5000171461 さっちゃん'ｓ　ｋｉｔｃｈｅｎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 ヤマサ蒲鉾株式会社 代表取締役社長 名田 和由 671-2122 兵庫県姫路市夢前町置本327-16 793353555 中播(中健)第31-114 平成31年3月6日 令和6年5月31日 平成31年3月6日
000028 5000171556 キンキサイン株式会社　本社第二工場 679-2415 神崎郡神河町福本767-18 790323155 清涼飲料水製造業 一般 キンキサイン株式会社 代表取締役 山口 祖廣 670-0964 兵庫県姫路市豊沢町156番地姫路アドバンスビル 792803185 中播(中健)第52-1 平成31年3月14日 令和8年5月31日 平成31年3月14日
000028 5000171588 nekko farm 679-2301 神崎郡市川町上牛尾863-4 菓子製造業 一般 関根 明奈 中播(中健)第32-42 平成31年3月13日 令和7年5月31日 平成31年3月13日
000028 5000171589 nekko farm 679-2301 神崎郡市川町上牛尾863-4 みそ製造業 一般 関根 明奈 中播(中健)第44-3 平成31年3月13日 令和7年5月31日 平成31年3月13日
000028 5000171592 野菜好み焼き「みき」 679-2434 神崎郡神河町吉冨88-10 790320878 飲食店営業(4)その他 露店 中本 美喜子 中播(中健)第31-115 平成31年3月14日 令和6年5月31日 平成31年3月14日
000028 5000171601 679-2414 神崎郡神河町粟賀町142 790320796 飲食店営業(4)その他 一般 井上 麻由美 中播(中健)第31-116 平成31年3月14日 令和7年5月31日 平成31年3月14日
000028 5000171655 古民家「しろめて」 679-2301 神崎郡市川町上牛尾801-3 飲食店営業(3)旅館 一般 永菅 裕一 中播(中健)第31-117 平成31年3月20日 令和7年5月31日 平成31年3月20日
000028 5000171658 Cherry mamma 679-2334 神崎郡市川町鶴居267-2 菓子製造業 一般 藤本 由紀子 中播(中健)第32-43 平成31年3月20日 令和7年5月31日 平成31年3月20日
000028 5000171661 南大貫公民館 679-2201 神崎郡福崎町大貫446-1 飲食店営業(4)その他 一般 前田 泰良 中播(中健)第31-118 平成31年3月20日 令和7年5月31日 平成31年3月20日
000028 5000171666 ころころカフェ 679-2332 神崎郡市川町田中33-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山下 江利子 中播(中健)第31-120 平成31年3月20日 令和7年5月31日 平成31年3月20日
000028 5000171979 フレッシュバザール福崎店 679-2203 神崎郡福崎町南田原2703-1 790231330 喫茶店営業 自動販売機 株式会社　さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 中播(中健)第37-1 平成31年4月10日 令和6年5月31日 平成31年4月10日
000028 5000172019 くらしのおと 679-2301 神崎郡市川町上牛尾146-1 790358927 飲食店営業(3)旅館 一般 前田 婦美子 中播(中健)第31-1 平成31年4月26日 令和7年5月31日 平成31年4月26日
000028 5000172020 くらしのおと 679-2301 神崎郡市川町上牛尾146-1 790358927 菓子製造業 一般 前田 婦美子 中播(中健)第32-1 平成31年4月26日 令和7年5月31日 平成31年4月26日
000028 5000172021 くらしのおと 679-2301 神崎郡市川町上牛尾146-1 790358927 みそ製造業 一般 前田 婦美子 中播(中健)第44-1 平成31年4月26日 令和7年5月31日 平成31年4月26日
000028 5000172118 ヴィレッジによん 679-2323 神崎郡市川町甘地187番地の1 790263024 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小野マルタマフーズ株式会社 代表取締役 畑 昭身 675-1367 兵庫県小野市敷地町1412番地の1 794631154 中播(中健)第31-3 平成31年4月24日 令和8年5月31日 平成31年4月24日
000028 5000172159 桃香庵 679-3114 神崎郡神河町新野587 790340363 飲食店営業(4)その他 一般 藤田 秀男 中播(中健)第31-4 平成31年4月24日 令和7年5月31日 平成31年4月24日
000028 5000172343 さとやま珈琲 679-2326 神崎郡市川町谷471 飲食店営業(4)その他 一般 岩城 里子 中播(中健)第31-7 令和1年5月13日 令和7年5月31日 令和1年5月13日
000028 5000172344 台湾料理　味香園 679-2415 神崎郡神河町福本748番地 790358087 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 韓 天智 中播(中健)第31-10 令和1年5月13日 令和7年5月31日 令和1年5月13日
000028 5000172400 七野（たこ焼） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 七野 恭一 中播(中健)第31-22 令和1年5月20日 令和6年5月31日 令和1年5月20日
000028 5000172519 島田商事 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 矢田 優 中播(中健)第31-23 令和1年5月24日 令和6年5月31日 令和1年5月24日
000028 5000172520 島田商事 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 高島 一太 中播(中健)第31-24 令和1年5月24日 令和6年5月31日 令和1年5月24日
000028 5000172581 ローソン福崎北店 679-2204 神崎郡福崎町西田原字村西1173-1 790222771 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社エム・アイ・ディ 代表取締役 松本 小百合 672-8081 兵庫県姫路市飾磨区高町2丁目336番地1 792371781 中播(中健)第31-25 令和1年5月29日 令和7年5月31日 令和1年5月29日
000028 5000172660 大清食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 大角 光平 中播(中健)第31-26 令和1年5月31日 令和6年5月31日 令和1年5月31日
000028 5000172718 ボンマルシェ福崎店 679-2204 神崎郡福崎町西田原1394 790222511 喫茶店営業 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創士 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町２丁目５４番地 792365800 中播(中健)第37-6 令和1年6月5日 令和6年8月31日 令和1年6月5日
000028 5000172844 石川商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 宮本 哲也 中播(中健)第32-7 令和1年6月13日 令和6年8月31日 令和1年6月13日
000028 5000172869 寺浦・小林企画 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 小林 誠弥 中播(中健)第31-27 令和1年6月17日 令和6年8月31日 令和1年6月17日
000028 5000172870 寺浦・島田企画 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 島田 健太朗 中播(中健)第31-28 令和1年6月17日 令和6年8月31日 令和1年6月17日
000028 5000172885 藤原商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 藤原 智裕 中播(中健)第32-9 令和1年6月18日 令和6年8月31日 令和1年6月18日
000028 5000172953 秋田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 秋田 有輝 中播(中健)第31-39 令和1年6月20日 令和6年8月31日 令和1年6月20日
000028 5000172954 岡住商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 岡住 亮一 中播(中健)第31-40 令和1年6月20日 令和6年8月31日 令和1年6月20日
000028 5000172955 竹内商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 竹内 駿介 中播(中健)第31-31 令和1年6月20日 令和6年8月31日 令和1年6月20日
000028 5000172956 寺内商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 寺内 謙太 中播(中健)第31-32 令和1年6月20日 令和6年8月31日 令和1年6月20日
000028 5000172957 芝井商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 芝井 一 中播(中健)第31-33 令和1年6月20日 令和6年8月31日 令和1年6月20日
000028 5000172960 永田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 永田 慎二 中播(中健)第31-34 令和1年6月20日 令和6年8月31日 令和1年6月20日
000028 5000172961 板東商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 板東 穂乃香 中播(中健)第31-35 令和1年6月20日 令和6年8月31日 令和1年6月20日
000028 5000172962 園田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 園田 明子 中播(中健)第31-36 令和1年6月20日 令和6年8月31日 令和1年6月20日
000028 5000172963 谷口商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 谷口 敏宏 中播(中健)第32-10 令和1年6月20日 令和6年8月31日 令和1年6月20日
000028 5000172964 岡﨑商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 岡﨑 仁美 中播(中健)第32-11 令和1年6月20日 令和6年8月31日 令和1年6月20日
000028 5000172965 二木商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 二木 善臣 中播(中健)第32-12 令和1年6月20日 令和6年8月31日 令和1年6月20日
000028 5000172966 中山商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中山 久子 中播(中健)第31-37 令和1年6月20日 令和6年8月31日 令和1年6月20日
000028 5000172967 中山商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 中山 久子 中播(中健)第32-13 令和1年6月20日 令和6年8月31日 令和1年6月20日
000028 5000172968 成廣商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 成廣 慶太 中播(中健)第31-38 令和1年6月20日 令和6年8月31日 令和1年6月20日
000028 5000172969 成廣商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 成廣 慶太 中播(中健)第32-14 令和1年6月20日 令和6年8月31日 令和1年6月20日
000028 5000173012 ホルン屋台 679-2431 神崎郡神河町猪篠1868番地 790322911 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社クラウデイト 代表取締役 義本 宰 679-2431 兵庫県神崎郡神河町猪篠1868番地 790322911 中播(中健)第31-29 令和1年6月21日 令和6年8月31日 令和1年6月21日
000028 5000173013 喫茶　かおん 679-2302 神崎郡市川町下牛尾783 790270777 飲食店営業(4)その他 一般 森口 ちどり 中播(中健)第31-41 令和1年6月21日 令和7年8月31日 令和1年6月21日
000028 5000173014 三石商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 三石 久司 中播(中健)第31-44 令和1年6月24日 令和6年8月31日 令和1年6月24日
000028 5000173015 尾上商店・(株)キーファー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 尾上 純 中播(中健)第31-45 令和1年6月24日 令和6年8月31日 令和1年6月24日
000028 5000173016 中井商店・(株)キーファー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中井 紀明 中播(中健)第31-46 令和1年6月24日 令和6年8月31日 令和1年6月24日
000028 5000173024 山口商店・(株)キーファー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山口 裕二 中播(中健)第31-47 令和1年6月24日 令和6年8月31日 令和1年6月24日
000028 5000173026 工藤商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 工藤 春生 中播(中健)第31-48 令和1年6月24日 令和6年8月31日 令和1年6月24日
000028 5000173028 中村食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中村 友紀 中播(中健)第31-49 令和1年6月24日 令和6年8月31日 令和1年6月24日
000028 5000173029 大木真紀商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 大木 真紀 中播(中健)第31-50 令和1年6月24日 令和6年8月31日 令和1年6月24日
000028 5000173036 門脇食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 門脇 冨志代 中播(中健)第31-42 令和1年6月24日 令和6年8月31日 令和1年6月24日
000028 5000173037 村田食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 村田 英二 中播(中健)第31-43 令和1年6月24日 令和6年8月31日 令和1年6月24日
000028 5000173038 髙田食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 髙田 元子 中播(中健)第32-15 令和1年6月24日 令和6年8月31日 令和1年6月24日
000028 5000173067 山本商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山本 美咲 中播(中健)第31-51 令和1年6月26日 令和6年8月31日 令和1年6月26日
000028 5000173072 関西電力　寺前寮 679-3112 神崎郡神河町鍛治230 790341215 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社関電アメニックス 代表取締役 奥田 直人 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4-11-12 662530081 中播(中健)第31-52 令和1年6月26日 令和7年8月31日 令和1年6月26日
000028 5000173116 まっちゃん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 松田 隆幸 中播(中健)第31-53 令和1年6月28日 令和6年8月31日 令和1年6月28日
000028 5000173133 安福商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 安福 渉 中播(中健)第31-54 令和1年7月2日 令和6年8月31日 令和1年7月2日
000028 5000173264 松風 679-2315 神崎郡市川町西川辺817-1 飲食店営業(4)その他 一般 松岡 風史 中播(中健)第31-65 令和1年7月12日 令和6年8月31日 令和1年7月12日
000028 5000173266 まるかず商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 西川 昇 中播(中健)第31-56 令和1年7月12日 令和6年8月31日 令和1年7月12日
000028 5000173267 田中商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 田中 正 中播(中健)第31-58 令和1年7月12日 令和6年8月31日 令和1年7月12日
000028 5000173410 ローソン福崎南田原店 679-2203 神崎郡福崎町南田原2217-1 790231515 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社エム・アイ・ディ 代表取締役 松本 小百合 672-8081 兵庫県姫路市飾磨区高町二丁目336番地の1 中播(中健)第31-66 令和1年7月26日 令和8年8月31日 令和1年7月26日
000028 5000173450 北川精肉店 679-3116 神崎郡神河町寺前88-3 790340026 食肉販売業 一般 北川 敏一 中播(中健)第42-7 令和1年7月29日 令和7年8月31日 令和1年7月29日
000028 5000173451 北川精肉店 679-3116 神崎郡神河町寺前88-3 790340026 飲食店営業(4)その他 一般 北川 敏一 中播(中健)第31-68 令和1年7月29日 令和7年8月31日 令和1年7月29日
000028 5000173455 Cafe Muku 679-2203 神崎郡福崎町南田原2232-1 790339778 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松本 有美 中播(中健)第31-67 令和1年7月29日 令和7年8月31日 令和1年7月29日
000028 5000173774 ころころカフェ 679-2332 神崎郡市川町田中33-1 菓子製造業 一般 山下 江利子 中播(中健)第32-21 令和1年8月23日 令和7年8月31日 令和1年8月23日
000028 5000173886 寺浦商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 792477911 飲食店営業(4)その他 露店 寺浦 由美子 中播(中健)第31-77 令和1年9月4日 令和6年11月30日 令和1年9月4日
000028 5000174211 福崎町駅前観光交流センター 679-2212 神崎郡福崎町福田302-11 790219060 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＰＡＧＥ 代表取締役 箸本 史朗 679-2204 兵庫県神崎郡福崎町西田原1506-1 中播(中健)第31-78 令和1年9月30日 令和7年11月30日 令和1年9月30日
000028 5000174212 福崎町辻川観光交流センター 679-2204 神崎郡福崎町西田原1470-1 790219053 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＰＡＧＥ 代表取締役 箸本 史朗 679-2204 兵庫県神崎郡福崎町西田原1506-1 中播(中健)第31-79 令和1年9月30日 令和7年11月30日 令和1年9月30日
000028 5000174301 お好み焼き　しげちゃん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 野上 茂 中播(中健)第31-80 令和1年10月9日 令和6年11月30日 令和1年10月9日
000028 5000174376 からあげ専門店みのや 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 美野 和人 中播(中健)第31-81 令和1年10月16日 令和6年11月30日 令和1年10月16日
000028 5000174540 ZUNBURG福崎本店 679-2203 神崎郡福崎町南田原2387-1 790230198 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ZUNBURG 代表取締役 馬場 紳介 679-2203 兵庫県神崎郡福崎町南田原2387-1 790230198 中播(中健)第31-89 令和1年10月30日 令和7年11月30日 令和1年10月30日
000028 5000174692 IKOMAI CAFE 679-2414 神崎郡神河町粟賀町577-1 飲食店営業(4)その他 一般 髙木 英貴 中播(中健)第31-92 令和1年11月11日 令和7年11月30日 令和1年11月11日
000028 5000174731 たこ焼　よしむら 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 吉村 聡 中播(中健)第31-94 令和1年11月13日 令和6年11月30日 令和1年11月13日
000028 5000174786 松尾屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 本原 和美 中播(中健)第31-98 令和1年11月19日 令和6年11月30日 令和1年11月19日
000028 5000174827 マルアイ福崎店 679-2203 神崎郡福崎町南田原3060番地 790226280 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野225番地1 794305181 中播(中健)第31-99 令和1年11月21日 令和8年11月30日 令和1年11月21日
000028 5000174828 マルアイ福崎店 679-2203 神崎郡福崎町南田原3060番地 790226280 食肉販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野225番地1 794305181 中播(中健)第42-9 令和1年11月21日 令和8年11月30日 令和1年11月21日
000028 5000174830 マルアイ福崎店 679-2203 神崎郡福崎町南田原3060番地 790226280 魚介類販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野225番地1 794305181 中播(中健)第34-9 令和1年11月21日 令和8年11月30日 令和1年11月21日
000028 5000174927 大畑区県民交流広場　ふれあい喫茶「ほっと」 679-2403 神崎郡神河町大畑406-3 飲食店営業(4)その他 一般 井上 隆文 中播(中健)第31-101 令和1年11月28日 令和7年11月30日 令和1年11月28日
000028 5000175047 Pizzeria　da　FIORE 679-2214 神崎郡福崎町福崎新字内屋敷178番地1 790220055 菓子製造業 一般 西岡 直人 中播(中健)第32-25 令和1年12月4日 令和8年2月28日 令和1年12月4日
000028 5000175058 Happiness Canteen 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 渡邊 努 中播(中健)第31-102 令和1年12月5日 令和7年2月28日 令和1年12月5日
000028 5000175245 グリーンエコー笠形農村環境改善センター１F  農産加工実習室 679-2411 神崎郡神河町根宇野1019-13 790321307 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社神崎フード 代表取締役 藤井 永司 679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町430 790312655 中播(中健)第31-103 令和1年12月19日 令和8年2月28日 令和1年12月19日
000028 5000175642 古民家喫茶　動き人 679-2217 神崎郡福崎町高岡1141-2 790206252 飲食店営業(4)その他 一般 中田 博哉 中播(中健)第31-106 令和2年1月22日 令和8年2月28日 令和2年1月22日
000028 5000175769 ph cafe 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社planter's high 代表取締役 吉田 直木 664-0861 兵庫県伊丹市稲野町1-87-1 722002923 中播(中健)第31-111 令和2年1月31日 令和7年2月28日 令和2年1月31日
000028 5000175770 ph cafe 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 株式会社planter's high 代表取締役 吉田 直木 664-0861 兵庫県伊丹市稲野町1-87-1 722002923 中播(中健)第32-26 令和2年1月31日 令和7年2月28日 令和2年1月31日
000028 5000175954 かみかわ倶楽部　春夏秋冬 679-2413 神崎郡神河町中村161 790312111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人宝寿会 理事長 小野田 準子 679-2415 兵庫県神崎郡神河町福本字中茶屋山1241番地3 790322257 中播(中健)第31-116 令和2年2月19日 令和8年2月28日 令和2年2月19日
000028 5000175973 古商 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山本 昌幸 中播(中健)第31-117 令和2年2月18日 令和7年2月28日 令和2年2月18日
000028 5000175978 古商 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 佐藤 厚子 中播(中健)第31-118 令和2年2月18日 令和7年2月28日 令和2年2月18日
000028 5000175982 古商 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 原口 活治 中播(中健)第31-119 令和2年2月18日 令和7年2月28日 令和2年2月18日



000028 5000176042 妖怪BOOK CAFE 679-2204 神崎郡福崎町西田原1022-1 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社レック 代表取締役 高橋 泉 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町一丁目3番3号 783600920 中播(中健)第31-120 令和2年2月21日 令和8年2月28日 令和2年2月21日
000028 5000176064 鹿野食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 鹿野 嘉庸 中播(中健)第31-121 令和2年2月21日 令和7年2月28日 令和2年2月21日
000028 5000176067 大田食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 大田 竜夜 中播(中健)第31-122 令和2年2月21日 令和7年2月28日 令和2年2月21日
000028 5000176068 三木食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 三木 崇久 中播(中健)第31-123 令和2年2月21日 令和7年2月28日 令和2年2月21日
000028 5000176071 加村食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 加村 翔太 中播(中健)第31-124 令和2年2月21日 令和7年2月28日 令和2年2月21日
000028 5000176072 関口食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 関口 眞智子 中播(中健)第31-125 令和2年2月21日 令和7年2月28日 令和2年2月21日
000028 5000176077 村本食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 村本 貴志 中播(中健)第31-126 令和2年2月21日 令和7年2月28日 令和2年2月21日
000028 5000176078 村本食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 村本 貴志 中播(中健)第32-27 令和2年2月21日 令和7年2月28日 令和2年2月21日
000028 5000176079 岡田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 岡田 貴久 中播(中健)第32-28 令和2年2月21日 令和7年2月28日 令和2年2月21日
000028 5000176081 大上食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 大上 翔伍 中播(中健)第32-29 令和2年2月21日 令和7年2月28日 令和2年2月21日
000028 5000176141 妖怪BOOK CAFE 679-2204 神崎郡福崎町西田原1022-1 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社レック 代表取締役 高橋 泉 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町一丁目3番3号 783600920 中播(中健)第39-2 令和2年2月27日 令和7年2月28日 令和2年2月27日
000028 5000176190 Spice　Spice 679-2334 神崎郡市川町鶴居313-1 飲食店営業(4)その他 一般 溝端 綾美 中播(中健)第31-128 令和2年3月3日 令和7年5月31日 令和2年3月3日
000028 5000176191 Spice　Spice 679-2334 神崎郡市川町鶴居313-1 菓子製造業 一般 溝端 綾美 中播(中健)第32-30 令和2年3月3日 令和7年5月31日 令和2年3月3日
000028 5000176202 OUCHI CAFE 花華 679-3116 神崎郡神河町寺前91 790340538 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 良子 中播(中健)第31-129 令和2年3月3日 令和8年5月31日 令和2年3月3日
000028 5000176244 もち麦アイデア会 679-2202 神崎郡福崎町八千種3718-1 790225805 菓子製造業 一般 鎌谷 泉 中播(中健)第32-31 令和2年3月10日 令和8年5月31日 令和2年3月10日
000028 5000176345 思い出博物館 679-2301 神崎郡市川町上牛尾786 790270002 喫茶店営業 自動販売機 エーモン産業株式会社 代表取締役 川岸 浩二 679-2304 兵庫県神崎郡市川町下瀬加129番地 790271922 中播(中健)第37-25 令和2年3月16日 令和7年5月31日 令和2年3月16日
000028 5000176381 あやどん 679-2215 神崎郡福崎町西治412-10 790226089 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 喜多山建工株式会社 代表取締役 北山 雄一 675-0115 兵庫県加古川市平岡町一色608番地の1CASAいけざわ106号 794417947 中播(中健)第31-130 令和2年3月18日 令和8年5月31日 令和2年3月18日
000028 5000176696 Farm kitchen 三木家 679-2204 神崎郡福崎町西田原1106 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社レック 代表取締役 高橋 泉 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町一丁目３番３号 中播(中健)第31-1 令和2年4月14日 令和8年5月31日 令和2年4月14日
000028 5000176863 FEEL EASY CAFE 679-2204 神崎郡福崎町西田原1692-1 790230808 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社一 代表取締役 千家 浩平 679-2204 兵庫県神崎郡福崎町西田原1692-1 790230808 中播(中健)第31-4 令和2年4月28日 令和8年5月31日 令和2年4月28日
000028 5000176864 FEEL EASY CAFE 679-2204 神崎郡福崎町西田原1692-1 790230808 菓子製造業 一般 株式会社一 代表取締役 千家 浩平 679-2204 兵庫県神崎郡福崎町西田原1692-1 790230808 中播(中健)第32-1 令和2年4月28日 令和8年5月31日 令和2年4月28日
000028 5000176929 エーモン工業㈱１Ｆ 679-2203 神崎郡福崎町南田原2077-1 790226262 喫茶店営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210701 中播(中健)第37-1 令和2年5月8日 令和7年5月31日 令和2年5月8日
000028 5000176930 神戸唐唐亭福崎店 679-2203 神崎郡福崎町南田原3030 790227771 食肉販売業 一般 ㈱神戸唐唐亭 代表取締役 森田 秀樹 675-0017 兵庫県加古川市野口町良野1543番地 794215629 中播(中健)第42-1 令和2年5月8日 令和8年5月31日 令和2年5月8日
000028 5000176987 焼肉の牛太　福崎店 679-2204 神崎郡福崎町西田原1686-1 790227729 食肉販売業 一般 株式会社焼肉の牛太 代表取締役 松田 清治 670-0826 兵庫県姫路市楠町113 792215129 中播(中健)第42-2 令和2年5月14日 令和8年5月31日 令和2年5月14日
000028 5000177044 市川高校食堂 679-2316 神崎郡市川町東川辺776 790260751 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森口 章吾 中播(中健)第31-9 令和2年5月19日 令和8年5月31日 令和2年5月19日
000028 5000177055 ハリマ共和物産㈱ 679-2215 神崎郡福崎町西治978-23 790245700 喫茶店営業 自動販売機 ナショナル・ベンディング株式会社 代表取締役 藤山 雄一郎 108-0014 東京都港区芝四丁目10番3号 334459311 中播(中健)第37-5 令和2年5月20日 令和7年5月31日 令和2年5月20日
000028 5000177059 GLAMINKA 679-3124 神崎郡神河町南小田958 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社glaminka 大西 猛 679-5323 兵庫県佐用郡佐用町若州568番地1 中播(中健)第31-12 令和2年5月20日 令和8年5月31日 令和2年5月20日
000028 5000177217 アイティオーティック株式会社第２工場 679-2315 神崎郡市川町西川辺707 790263500 喫茶店営業 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町2-54 792365800 中播(中健)第37-6 令和2年6月4日 令和7年8月31日 令和2年6月4日
000028 5000177218 華 679-2413 神崎郡神河町中村759 そうざい製造業 一般 藤原 美穂 中播(中健)第50-1 令和2年6月4日 令和8年8月31日 令和2年6月4日
000028 5000177219 華 679-2413 神崎郡神河町中村759 菓子製造業 一般 藤原 美穂 中播(中健)第32-6 令和2年6月4日 令和8年8月31日 令和2年6月4日
000028 5000177420 天然かさがた温泉　せせらぎの湯 679-2301 神崎郡市川町上牛尾半瀬2073-12 790271919 喫茶店営業 露店 エーモン産業株式会社 代表取締役 川岸 浩二 679-2304 兵庫県神崎郡市川町下瀬加129番地 790271922 中播(中健)第37-9 令和2年6月23日 令和7年8月31日 令和2年6月23日
000028 5000177424 OUCHI CAFE 花華 679-3116 神崎郡神河町寺前91 790340538 菓子製造業 一般 藤原 良子 中播(中健)第32-7 令和2年6月23日 令和8年8月31日 令和2年6月23日
000028 5000177443 橋本商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 橋本 弘蔵 中播(中健)第31-23 令和2年6月24日 令和7年8月31日 令和2年6月24日
000028 5000177444 橋本商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 橋本 弘蔵 中播(中健)第32-8 令和2年6月24日 令和7年8月31日 令和2年6月24日
000028 5000177542 ローソン福崎西治店 679-2215 神崎郡福崎町西治字北ノ岡1492-18 790231232 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｋ・Ｍ・Ｃ 代表取締役 森井 幸司 671-2201 兵庫県姫路市書写2454番地5 792660688 中播(中健)第31-14 令和2年7月2日 令和9年8月31日 令和2年7月2日
000028 5000177658 黒田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 黒田 茉弥 中播(中健)第32-12 令和2年7月15日 令和7年8月31日 令和2年7月15日
000028 5000177704 手打ちそば勢賀の郷 679-2304 神崎郡市川町下瀬加1148-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福岡 孝義 中播(中健)第31-20 令和2年7月20日 令和8年8月31日 令和2年7月20日
000028 5000177760 菓旬処彩 679-2414 神崎郡神河町粟賀町580 790320039 喫茶店営業 一般 有限会社上田商店 代表取締役 上田 義隆 679-2413 兵庫県神崎郡神河町中村77 790320039 中播(中健)第37-15 令和2年7月27日 令和8年8月31日 令和2年7月27日
000028 5000177788 かさがた温泉　せせらぎの湯 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 エーモン産業株式会社 川岸 浩二 679-2304 兵庫県神崎郡市川町下瀬加129番地 790271922 中播(中健)第37-16 令和2年7月30日 令和7年8月31日 令和2年7月30日
000028 5000178156 勢賀の郷 679-2304 神崎郡市川町下瀬加1027番地 790248456 そうざい製造業 一般 宮﨑 好郎 中播(中健)第50-2 令和2年9月3日 令和8年11月30日 令和2年9月3日
000028 5000178157 勢賀の郷 679-2304 神崎郡市川町下瀬加1027番地 790248456 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 宮﨑 好郎 中播(中健)第35-1 令和2年9月3日 令和8年11月30日 令和2年9月3日
000028 5000178237 Tea Garden せんれい 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社　仙霊 野村 俊介 679-2434 兵庫県神崎郡神河町吉冨557-1 5031384284 中播(中健)第31-29 令和2年9月15日 令和7年11月30日 令和2年9月15日
000028 5000178324 権兵衛辻川店 679-2315 神崎郡市川町西川辺27-10 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 田中 修 中播(中健)第31-30 令和2年9月24日 令和8年11月30日 令和2年9月24日
000028 5000178327 小林農場合同会社 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 小林農場合同会社 代表社員 小林 笑代 671-0101 兵庫県姫路市大塩町2206-8 中播(中健)第31-31 令和2年9月24日 令和7年11月30日 令和2年9月24日
000028 5000178369 箸っこ 679-2203 神崎郡福崎町南田原2993-1伸和ビル102 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 古田 さゆり 中播(中健)第31-32 令和2年9月30日 令和8年11月30日 令和2年9月30日
000028 5000178411 ジビエ犬見 679-3103 神崎郡神河町長谷78 食肉処理業 一般 藤井 務 中播(中健)第41-1 令和2年9月30日 令和8年11月30日 令和2年9月30日
000028 5000178412 ジビエ犬見 679-3103 神崎郡神河町長谷78 食肉販売業 一般 藤井 務 中播(中健)第42-7 令和2年9月30日 令和8年11月30日 令和2年9月30日
000028 5000178413 ジビエ犬見 679-3103 神崎郡神河町長谷78 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 藤井 務 中播(中健)第35-2 令和2年9月30日 令和8年11月30日 令和2年9月30日
000028 5000178565 古民家カフェゆう庵 679-2201 神崎郡福崎町大貫317 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷岡 裕子 中播(中健)第31-36 令和2年10月21日 令和8年11月30日 令和2年10月21日
000028 5000178589 旬彩蔵福崎 679-2214 神崎郡福崎町福崎新432 790241800 魚介類販売業 一般 兵庫西農業協同組合 代表理事組合長 福本 博之 670-0940 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町216 792815711 中播(中健)第34-5 令和2年10月22日 令和8年11月30日 令和2年10月22日
000028 5000178590 ケンコー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 長谷波 智晴 中播(中健)第31-37 令和2年10月22日 令和7年11月30日 令和2年10月22日
000028 5000178634 ファータイ 679-2424 神崎郡神河町柏尾637-4 790322220 菓子製造業 一般 稲垣 プラガーイ 中播(中健)第32-14 令和2年10月27日 令和8年11月30日 令和2年10月27日
000028 5000178832 株式会社日本料理京 679-2204 神崎郡福崎町西田原1420-3 790232050 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社日本料理京 代表取締役 田中 ひとみ 673-0044 兵庫県明石市藤江313番地の1岸本ﾏﾝｼｮﾝ5B 中播(中健)第31-40 令和2年11月5日 令和8年11月30日 令和2年11月5日
000028 5000178859 まっちゃん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 松田 隆幸 中播(中健)第32-17 令和2年11月13日 令和7年11月30日 令和2年11月13日
000028 5000178956 株式会社神崎フード 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 株式会社神崎フード 代表取締役 藤井 永司 679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町430番地 790312655 中播(中健)第32-18 令和2年11月20日 令和7年11月30日 令和2年11月20日
000028 5000179181 SUBODH ASIAN DINING 679-2414 神崎郡神河町粟賀町263番地の1 790323062 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社DHAKAL INTERNATIONAL 代表社員 ダカル・ レワティ・ラマン 770-0861 徳島県徳島市住吉三丁目1番7号 7014551862 中播(中健)第31-44 令和2年12月16日 令和9年2月28日 令和2年12月16日
000028 5000179370 KANON 679-2204 神崎郡福崎町西田原1405番地の3 790222170 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 増田 美貴子 中播(中健)第31-45 令和3年1月14日 令和10年2月29日 令和3年1月14日
000028 5000179371 KANON 679-2204 神崎郡福崎町西田原1405番地の3 790222170 菓子製造業 一般 増田 美貴子 中播(中健)第32-19 令和3年1月14日 令和10年2月29日 令和3年1月14日
000028 5000179725 居酒屋愛 679-2214 神崎郡福崎町福崎新376-23 790225387 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 あさゑ 中播(中健)第31-56 令和3年2月16日 令和8年2月28日 令和3年2月16日
000028 5000179908 かみかわ倶楽部春夏秋冬 679-2413 神崎郡神河町中村161 790312111 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 社会福祉法人宝寿会 理事長 小野田 準子 679-2415 兵庫県神崎郡神河町福本字中茶屋山1241番地3 790322257 中播(中健)第35-3 令和3年3月1日 令和9年5月31日 令和3年3月1日
000028 5000179909 かみかわ倶楽部春夏秋冬 679-2413 神崎郡神河町中村161 790312111 食肉販売業 一般 社会福祉法人宝寿会 理事長 小野田 準子 679-2415 兵庫県神崎郡神河町福本字中茶屋山1241番地3 790322257 中播(中健)第42-11 令和3年3月1日 令和9年5月31日 令和3年3月1日
000028 5000180029 呑み処友ちゃん 679-2414 神崎郡神河町粟賀町675-1 飲食店営業(4)その他 一般 安達 光 中播(中健)第31-58 令和3年3月10日 令和9年5月31日 令和3年3月10日
000028 5000180161 Bar　Il　Frutto 679-2212 神崎郡福崎町福田331-7 790389024 飲食店営業(4)その他 一般 本田 晃士 中播(中健)第31-61 令和3年3月23日 令和9年5月31日 令和3年3月23日
000028 5000180163 小林農場合同会社 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 小林農場合同会社 代表社員 小林 笑代 671-0101 兵庫県姫路市大塩町2206-8 792587330 中播(中健)第32-22 令和3年3月23日 令和8年5月31日 令和3年3月23日
000028 5000180164 cafe hanul 679-3116 神崎郡神河町寺前207-7 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 尾田 美貴 中播(中健)第31-60 令和3年3月23日 令和9年5月31日 令和3年3月23日
000028 5000180165 cafe hanul 679-3116 神崎郡神河町寺前207-7 菓子製造業 一般 尾田 美貴 中播(中健)第32-21 令和3年3月23日 令和9年5月31日 令和3年3月23日
000028 5000180194 福寿園内厨房 679-2204 神崎郡福崎町西田原1037 790220412 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 富士産業株式会社 代表取締役 中村 勝彦 105-0004 東京都港区新橋五丁目32番7号 654006111 中播(中健)第66-63 令和3年3月24日 令和10年5月31日 令和3年3月24日
000028 5000180197 手作り工房いちみや 679-2413 神崎郡神河町中村29 みそ製造業 一般 一宮 八千代 中播(中健)第44-1 令和3年3月24日 令和9年5月31日 令和3年3月24日
000028 5000180198 グリーンハット 679-2311 神崎郡市川町上田中41-1 飲食店営業(4)その他 一般 尾花 勲 中播(中健)第31-62 令和3年3月24日 令和9年5月31日 令和3年3月24日
000028 5000180201 よう子さんのタコ焼き 679-3124 神崎郡神河町南小田1481-1 790340091 飲食店営業(4)その他 一般 立石 富章 中播(中健)第31-64 令和3年3月29日 令和9年5月31日 令和3年3月29日
000028 5000180407 名も無いピザ屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 梶原 康輔 中播(中健)第31-1 令和3年4月13日 令和8年5月31日 令和3年4月13日
000028 5000180586 Shop＆Space　byBeautyPlus+ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 ＲＫクリエイト株式会社 代表取締役 中山 祥子 670-0882 兵庫県姫路市広峰2-1-8 792607770 中播(中健)第31-6 令和3年4月26日 令和8年5月31日 令和3年4月26日
000028 5000180788 un=not 679-2215 神崎郡福崎町西治2-29 790220654 飲食店営業(4)その他 一般 森下 希貴 中播(中健)第31-17 令和3年5月11日 令和9年5月31日 令和3年5月11日
000028 5000180789 un=not 679-2215 神崎郡福崎町西治2-29 790220654 菓子製造業 一般 森下 希貴 中播(中健)第32-2 令和3年5月11日 令和9年5月31日 令和3年5月11日
000028 5000180812 有庵 679-2217 神崎郡福崎町高岡1441-2 790389156 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤井 秀之 中播(中健)第31-18 令和3年5月12日 令和9年5月31日 令和3年5月12日
000028 5000180830 パン＆コーヒー ゆうかり 679-2323 神崎郡市川町甘地535-2 790262428 喫茶店営業 一般 社会福祉法人　いづみ福祉会 理事長 小寺 義裕 679-2323 兵庫県神崎郡市川町甘地535-2 790262428 中播(中健)第37-1 令和3年5月12日 令和9年5月31日 令和3年5月12日
000028 5000180933 堀田畜産 679-2335 神崎郡市川町美佐221-2 食肉販売業 一般 堀田 康雄 中播(中健)第42-2 令和3年5月21日 令和9年5月31日 令和3年5月21日
000028 5000180948 播州姫路　橋本商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 橋本 清彦 中播(中健)第31-27 令和3年5月20日 令和8年5月31日 令和3年5月20日
000028 5000180949 播州姫路　橋本商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 橋本 清彦 中播(中健)第32-6 令和3年5月20日 令和8年5月31日 令和3年5月20日
000028 5000180950 chakrabar　チャクラバール 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 岩井 桂子 中播(中健)第31-26 令和3年5月20日 令和8年5月31日 令和3年5月20日
000028 5000181127 タニグチ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店40L 谷口 順子 中播(中健)第31-32 令和3年6月1日 令和8年8月31日 令和3年6月1日
000028 5000181191 澤ブルーベリーファーム 679-2315 神崎郡市川町西川辺963 790260678 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 澤田 和之 中播(中健)第31-33 令和3年6月7日 令和9年8月31日 令和3年6月7日
000028 5000181296 五代目　やまや本舗 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 山口 晋也 中播(中健)第31-34 令和3年6月14日 令和8年8月31日 令和3年6月14日
000028 5000181579 天然かさがた温泉せせらぎの湯　AND sense FARM 679-2301 神崎郡市川町上牛尾半瀬2073-12 790271919 飲食店営業(4)その他 一般 エーモン産業株式会社 代表取締役 川岸 浩二 679-2304 兵庫県神崎郡市川町下瀬加129番地 790271922 中播(中健)第31-35 令和3年6月29日 令和9年8月31日 令和3年6月29日
000028 5000181712 ゼネラルスタッフ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 三岡 弘幸 中播(中健)第31-36 令和3年7月6日 令和8年8月31日 令和3年7月6日
000028 5000181740 レイディバグ 679-2203 神崎郡福崎町南田原2232-1 790339778 菓子製造業 一般 松本 有美 中播(中健)第32-7 令和3年7月7日 令和9年8月31日 令和3年7月7日
000028 5000181984 手作り工房いちみや 679-2404 神崎郡神河町越知711 790330552 漬物製造業 一般 一宮 八千代 中播(中健)第55-1 令和3年7月20日 令和9年8月31日 令和3年7月20日
000028 5000182014 ＶＥＲＴＵ 679-2313 神崎郡市川町西田中492-1 そうざい製造業 一般 太田 祐次 中播(中健)第50-2 令和3年7月21日 令和9年8月31日 令和3年7月21日
000028 5000182040 株式会社マンダム福崎工場 679-2216 神崎郡福崎町高橋290-28 790225361 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＬＥＯＣ 代表取締役 田島 利行 100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 352208550 中播(中健)第31-41 令和3年7月30日 令和10年8月31日 令和3年7月30日
000028 5000182381 手羽唐専門店　きよた 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 大塚 喬太 中播(中健)第31-43 令和3年8月10日 令和8年8月31日 令和3年8月10日
000028 5000182638 ゼネラルスタッフ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 福田 健士郎 中播(中健)第31-48 令和3年8月25日 令和8年8月31日 令和3年8月25日
000028 5000182845 3286事業所 679-2302 神崎郡市川町下牛尾680 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 イフスコヘルスケア株式会社 代表取締役 髙石 清彦 553-0003 大阪府大阪市福島区福島7丁目15番26号 664583929 中播(中健)第31-51 令和3年9月2日 令和9年11月30日 令和3年9月2日
000028 5000182977 ディピカキッチン 679-2324 神崎郡市川町坂戸98-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森田 名美子 中播(中健)第31-52 令和3年9月14日 令和9年11月30日 令和3年9月14日
000028 5000183189 峰山高原ホテルリラクシア 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社MEリゾート播磨 代表取締役 正垣 努 679-3125 兵庫県神崎郡神河町上小田881-146 790341516 中播(中健)第31-53 令和3年9月21日 令和8年11月30日 令和3年9月21日
000028 5000183575 悠友山荘 679-3104 神崎郡神河町川上字長曽千町峠 飲食店営業(4)その他 露店40L 大谷 郁雄 中播(中健)第31-54 令和3年9月30日 令和8年11月30日 令和3年9月30日
000028 5000183605 かみかわ倶楽部　春夏秋冬 679-2413 神崎郡神河町中村161 790312111 そうざい製造業 一般 社会福祉法人宝寿会 理事長 小野田 準子 679-2415 兵庫県神崎郡神河町福本字中茶屋山1241番地3 790322257 中播(中健)第50-3 令和3年10月4日 令和9年11月30日 令和3年10月4日
000028 5000183839 喫茶アダン 679-2303 神崎郡市川町上瀬加1707-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前田 栄美代 中播(中健)第31-56 令和3年10月11日 令和9年11月30日 令和3年10月11日
000028 5000184634 白光堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 服部 達哉 中播(中健)第31-57 令和3年11月5日 令和8年11月30日 令和3年11月5日
000028 5000184646 めちゃ旨！炭火焼き鳥松風 679-2204 神崎郡福崎町西田原1683-1 790224466 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松岡 風吏 中播(中健)第31-58 令和3年11月5日 令和9年11月30日 令和3年11月5日
000028 5000184776 おばなふぁ～む 679-2311 神崎郡市川町上田中281 漬物製造業 一般 尾花 哲也 中播(中健)第55-2 令和3年11月15日 令和9年11月30日 令和3年11月15日
000028 5000185000 菓子工房shouette（シュエット） 679-2311 神崎郡市川町上田中319 菓子製造業 一般 安井 世里子 中播(中健)第32-8 令和3年11月17日 令和9年11月30日 令和3年11月17日
000028 5000186125 (株)西兵庫 679-2215 神崎郡福崎町西治1101-42 790222232 そうざい製造業 一般 (株)西兵庫 代表取締役 大西 智明 679-2215 兵庫県神崎郡福崎町西治1101-42 790222232 中播(中健)第50-4 令和3年12月7日 令和10年2月29日 令和3年12月7日
000028 5000186347 三時のchay 679-2214 神崎郡福崎町福崎新329-27 菓子製造業 一般 赤松 雅子 中播(中健)第32-11 令和3年12月10日 令和10年2月29日 令和3年12月10日
000028 5000186526 文珠荘 679-2205 神崎郡福崎町東田原1891 790224051 飲食店営業(3)旅館 一般 メディカ・ジャパン株式会社 代表取締役 林 伸昭 651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通7-1-30フコク生命ビル6F 782418080 中播(中健)第31-75 令和3年12月20日 令和10年2月29日 令和3年12月20日
000028 5000186595 cafe age 97 679-2425 神崎郡神河町東柏尾656-1 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 千尋 中播(中健)第31-76 令和3年12月23日 令和10年2月29日 令和3年12月23日
000028 5000186788 文珠荘 679-2205 神崎郡福崎町東田原1891 790224051 飲食店営業(4)その他 一般 メディカ・ジャパン株式会社 代表取締役 林 伸昭 651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通7-1-30フコク生命ビル6F 782418080 中播(中健)第31-77 令和4年1月4日 令和10年2月29日 令和4年1月4日
000028 5000187068 牛尾農場 679-2301 神崎郡市川町上牛尾608-1 みそ又はしょうゆ製造業 一般 牛尾 真道 中播(中健)第64-1 令和4年1月24日 令和10年2月29日 令和4年1月24日
000028 5000187070 キッチン天 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 田中 一成 中播(中健)第31-78 令和4年1月24日 令和9年2月28日 令和4年1月24日
000028 5000187211 たこ焼きまぁくん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社Ｍ－ＥＮＧ 代表取締役 大谷 将人 671-2201 兵庫県姫路市書写1019番地191ハイツ中尾6 中播(中健)第31-82 令和4年2月2日 令和9年2月28日 令和4年2月2日
000028 5000187226 麺バス亭 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 合同会社藤原事務所 代表社員 藤原 一彦 679-2143 兵庫県姫路市香寺町中仁野119番地 中播(中健)第31-83 令和4年2月2日 令和9年2月28日 令和4年2月2日
000028 5000187273 Gallery＆Tea Room　りんごの木 679-2213 神崎郡福崎町馬田21 790231339 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 滝脇 久美子 中播(中健)第31-84 令和4年2月2日 令和10年2月29日 令和4年2月2日
000028 5000187274 Gallery＆Tea Room　りんごの木 679-2213 神崎郡福崎町馬田21 790231339 菓子製造業 一般 滝脇 久美子 中播(中健)第32-12 令和4年2月2日 令和10年2月29日 令和4年2月2日
000028 5000187387 Patisserie PLUIE　パティスリー プリュイ 679-2431 神崎郡神河町猪篠39番地 菓子製造業 一般 岡本 涼子 中播(中健)第32-14 令和4年2月8日 令和10年2月29日 令和4年2月8日



000028 5000187576 こもれびの家 679-2204 神崎郡福崎町西田原1341-1 790358996 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ジョイケア株式会社 代表取締役 田中 小百合 679-2204 兵庫県神崎郡福崎町西田原1335番地キャッスルコート福崎 790358915 中播(中健)第31-93 令和4年2月24日 令和10年2月29日 令和4年2月24日
000028 5000187631 ａ．（エー ドット） 679-2313 神崎郡市川町西田中2-3 飲食店営業(4)その他 一般 青田 幸恵 中播(中健)第31-99 令和4年3月1日 令和10年5月31日 令和4年3月1日
000028 5000187636 北海道バタークレープ姫路店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 北脇 悠喜 中播(中健)第31-98 令和4年3月1日 令和9年5月31日 令和4年3月1日
000028 5000187758 栗原ファーム 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 栗原 達雄 中播(中健)第31-100 令和4年3月8日 令和9年5月31日 令和4年3月8日
000028 5000187866 新田ふるさと村 679-2401 神崎郡神河町新田340-1 790330870 そうざい製造業 一般 株式会社ＭＥリゾート播磨 代表取締役 正垣 努 679-3125 兵庫県神崎郡神河町上小田881-146 790341516 中播(中健)第50-6 令和4年3月15日 令和10年5月31日 令和4年3月15日
000028 5000187867 新田ふるさと村 679-2401 神崎郡神河町新田340-1 790330870 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＭＥリゾート播磨 代表取締役 正垣 努 679-3125 兵庫県神崎郡神河町上小田881-146 790341516 中播(中健)第31-101 令和4年3月15日 令和10年5月31日 令和4年3月15日
000028 5000187868 新田ふるさと村 679-2401 神崎郡神河町新田340-1 790330870 食肉販売業 一般 株式会社ＭＥリゾート播磨 代表取締役 正垣 努 679-3125 兵庫県神崎郡神河町上小田881-146 790341516 中播(中健)第42-9 令和4年3月15日 令和10年5月31日 令和4年3月15日
000028 5000188013 Ｐｉより（ピヨリ） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 千葉 めぐみ 中播(中健)第31-106 令和4年3月18日 令和9年5月31日 令和4年3月18日
000028 5000188014 かみかわ桜の山　桜華園 679-2425 神崎郡神河町東柏尾140 790322299 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 坂田 義博 中播(中健)第31-105 令和4年3月18日 令和10年5月31日 令和4年3月18日
000028 5000188040 神崎いこいの村　グリーンエコー笠形 679-2411 神崎郡神河町根宇野1019-13 790321307 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Dreamaway 代表取締役 藤田 真知子 679-2404 兵庫県神崎郡神河町越知914-3 790330215 中播(中健)第31-102 令和4年3月23日 令和11年5月31日 令和4年3月23日
000028 5000188041 神崎いこいの村　グリーンエコー笠形 679-2411 神崎郡神河町根宇野1019-13 790321307 食肉販売業 一般 株式会社Dreamaway 代表取締役 藤田 真知子 679-2404 兵庫県神崎郡神河町越知914-3 790330215 中播(中健)第42-10 令和4年3月23日 令和11年5月31日 令和4年3月23日
000028 5000188043 神崎いこいの村　グリーンエコー笠形 679-2411 神崎郡神河町根宇野1019-13 790321307 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 株式会社Dreamaway 代表取締役 藤田 真知子 679-2404 兵庫県神崎郡神河町越知914-3 790330215 中播(中健)第31-103 令和4年3月23日 令和11年5月31日 令和4年3月23日
000028 5000188045 神崎いこいの村　グリーンエコー笠形 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社Dreamaway 代表取締役 藤田 真知子 679-2404 兵庫県神崎郡神河町越知914-3 790330215 中播(中健)第31-104 令和4年3月23日 令和9年5月31日 令和4年3月23日
000028 5000188056 カーミンの観光案内所 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 一般社団法人神河町観光協会 代表理事 藤井 永司 679-3112 兵庫県神崎郡神河町鍛治142番地47 790341001 中播(中健)第31-107 令和4年3月23日 令和9年5月31日 令和4年3月23日
000028 5000188057 越知谷キャンプアグリビレッジ 679-2404 神崎郡神河町越知242-1 790389989 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 城崎米穀有限会社 代表取締役 成田 良平 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島917番地 796322931 中播(中健)第31-108 令和4年3月24日 令和10年5月31日 令和4年3月24日
000028 5000188058 越知谷キャンプアグリビレッジ 679-2404 神崎郡神河町越知242-1 790389989 食肉販売業 一般 城崎米穀有限会社 代表取締役 成田 良平 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島917番地 796322931 中播(中健)第42-11 令和4年3月24日 令和10年5月31日 令和4年3月24日
000028 5000188091 華乃彩 679-2415 神崎郡神河町福本850-1 790359144 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮永 英樹 中播(中健)第31-109 令和4年3月24日 令和10年5月31日 令和4年3月24日
000028 5000188400 Caroline Coffee Park 679-2425 神崎郡神河町東柏尾674-8 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 末永 聖 中播(中健)第31-1 令和4年4月7日 令和10年5月31日 令和4年4月7日
000028 5000188439 八千種営農加工場 679-2202 神崎郡福崎町八千種2420-1番地 漬物製造業 一般 株式会社八千種営農 代表取締役 城谷 憲敬 679-2202 兵庫県神崎郡福崎町八千種4746番地 790228007 中播(中健)第52-1 令和4年4月13日 令和10年5月31日 令和4年4月13日
000028 5000188534 喫茶ラヴリ 679-2202 神崎郡福崎町八千種2390-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ATE-LINK 代表取締役 松尾 守晃 670-0912 兵庫県姫路市南町8番地 792889699 中播(中健)第31-6 令和4年4月19日 令和10年5月31日 令和4年4月19日
000028 5000188535 ゼネラルスタッフ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 三岡 弘幸 中播(中健)第31-5 令和4年4月19日 令和9年5月31日 令和4年4月19日
000028 5000188536 一番亭 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 新井 敏和 中播(中健)第31-4 令和4年4月19日 令和9年5月31日 令和4年4月19日
000028 5000188622 広和(株)市川工場 679-2303 神崎郡市川町上瀬加474-1 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210701 中播(中健)第32-1 令和4年4月21日 令和10年5月31日 令和4年4月21日
000028 5000188694 杏 679-2213 神崎郡福崎町馬田214-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 植岡 友子 中播(中健)第31-8 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 5000188730 ふぅ　カフェ 679-2302 神崎郡市川町下牛尾1732-1 790359982 飲食店営業(4)その他 露店40L 一般社団法人グラビューハート 代表理事 金川 広美 679-2302 兵庫県神崎郡市川町下牛尾1732-1 790359982 中播(中健)第31-11 令和4年4月28日 令和9年5月31日 令和4年4月28日
000028 5000188835 兵庫植物工場事業協同組合 679-2303 神崎郡市川町上瀬加841番地 790270797 菓子製造業 一般 兵庫植物工場事業協同組合 代表理事 長郷 君也 650-0003 兵庫県神戸市中央区山本通1-7-23北野ヒルズ204号 788557191 中播(中健)第33-2 令和4年5月2日 令和10年5月31日 令和4年5月2日
000028 5000188838 リトリートフィールド 679-2214 神崎郡福崎町福崎新250-1 790205320 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人姫路こころの事業団 理事 濵中 美喜子 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲740番地206 792470250 中播(中健)第33-1 令和4年5月9日 令和10年5月31日 令和4年5月9日
000028 5000188929 みんなの味　七笑 679-2203 神崎郡福崎町南田原2982-1 790226800 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社糸縁 代表取締役 美濃 秀俊 679-3301 兵庫県朝来市生野町口銀谷2116-2 796794908 中播(中健)第31-14 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 5000188981 リフレッシュパーク市川 679-2302 神崎郡市川町下牛尾2557-1 790270313 食肉販売業 一般 株式会社夢屋 代表取締役 安福 武美 669-5252 兵庫県朝来市和田山町竹田261-1 796668750 中播(中健)第41-1 令和4年5月13日 令和10年5月31日 令和4年5月13日
000028 5000189060 Terumi Rose Jardin（テルミ ローズ　ジャルダン） 679-2201 神崎郡福崎町大貫284 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤本 照美 中播(中健)第31-26 令和4年5月19日 令和10年5月31日 令和4年5月19日
000028 5000189087 BLANC　TERRASSE 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社MASATO restaurant create 代表取締役 今西 政人 672-8071 兵庫県姫路市飾磨区構2丁目120 792876651 中播(中健)第31-19 令和4年5月20日 令和9年5月31日 令和4年5月20日
000028 5000189125 株式会社ゴードー関西工場 679-2333 神崎郡市川町神崎879-16 790282700 添加物製造業 一般 株式会社ゴードー 代表取締役社長 大川内 誠 103-0023 東京都中央区日本橋本石町4-6-7 332410750 中播(中健)第50-1 令和4年5月24日 令和10年5月31日 令和4年5月24日
000028 5000189299 塚崎食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 塚崎 泰史 中播(中健)第31-33 令和4年6月3日 令和9年8月31日 令和4年6月3日
000028 5000189300 大角食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 大角 由美 中播(中健)第31-34 令和4年6月3日 令和9年8月31日 令和4年6月3日
000028 5000189301 大一食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 大角 一郎 中播(中健)第31-31 令和4年6月3日 令和9年8月31日 令和4年6月3日
000028 5000189302 今井食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 今井 愛 中播(中健)第31-32 令和4年6月3日 令和9年8月31日 令和4年6月3日
000028 5000189359 有限会社　上田商店　菓旬処彩 679-2414 神崎郡神河町粟賀町580 790320039 菓子製造業 一般 有限会社　上田商店 代表取締役 上田 義隆 679-2413 兵庫県神崎郡神河町中村77 790320039 中播(中健)第33-5 令和4年6月6日 令和10年8月31日 令和4年6月6日
000028 5000189446 島田商事 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 南 太一 中播(中健)第31-35 令和4年6月14日 令和9年8月31日 令和4年6月14日
000028 5000189459 buOno 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 小野 剛嗣 中播(中健)第31-36 令和4年6月15日 令和9年8月31日 令和4年6月15日
000028 5000189590 粟賀ゴルフ倶楽部 679-2434 神崎郡神河町吉富1833-6 790321621 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社D-ライト 代表取締役 中村 浩士 673-0404 兵庫県三木市大村348-1 794602525 中播(中健)第31-37 令和4年6月24日 令和10年8月31日 令和4年6月24日
000028 5000189601 Ｒｓ’キッチン　旨い庵 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L ＵＭホールディングス株式会社 代表取締役 澤 康隆 670-0916 兵庫県姫路市久保町119番地 792884386 中播(中健)第31-38 令和4年6月28日 令和9年8月31日 令和4年6月28日
000028 5000189698 カフェ　リバーズラン 679-2424 神崎郡神河町柏尾471-3 790339500 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一般社団法人かみかわ移住定住サポートセンター 代表理事 山下 裕太 679-2424 兵庫県神崎郡神河町柏尾471-3 790339500 中播(中健)第31-39 令和4年7月7日 令和10年8月31日 令和4年7月7日
000028 5000189720 モッチモ・パスタ　福崎店 679-2203 神崎郡福崎町南田原2685-1 790232714 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ファリーナック 代表取締役 津田 克士 672-8090 兵庫県姫路市飾磨区今在家北3丁目115 792380260 中播(中健)第31-40 令和4年7月6日 令和10年8月31日 令和4年7月6日
000028 5000189840 Ｓｎａｃｋ＆Ｂａｒ　Ｍｏｅ 679-2204 神崎郡福崎町西田原1212-4 790359854 飲食店営業(4)その他 一般 守谷 絵里 中播(中健)第31-41 令和4年7月14日 令和10年8月31日 令和4年7月14日
000028 5000190152 木村製菓所 679-2212 神崎郡福崎町福田856 790220861 菓子製造業 一般 柿本 正之 中播(中健)第33-8 令和4年8月2日 令和9年8月31日 令和4年8月2日
000028 5000190301 からあげ専門店　みのや 679-2204 神崎郡福崎町西田原1645-1 飲食店営業(4)その他 一般 美野 和人 中播(中健)第31-46 令和4年8月16日 令和10年8月31日 令和4年8月16日
000028 5000190435 神河町観光交流センター 679-3112 神崎郡神河町鍛治142-47 790341001 飲食店営業(4)その他 一般 一般社団法人　神河町観光協会 代表理事 藤井 永司 679-3112 兵庫県神崎郡神河町鍛治142-47 790341001 中播(中健)第31-50 令和4年8月25日 令和10年8月31日 令和4年8月25日
000028 5000190453 ＳＢ corporation 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 菅原 章雄 中播(中健)第31-52 令和4年8月29日 令和9年8月31日 令和4年8月29日
000028 5000190604 Bar Il Frutto 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 本田 晃士 中播(中健)第31-55 令和4年9月9日 令和9年11月30日 令和4年9月9日
000028 5000190721 NANAIRO　KITCHEN 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 村田 侑子 中播(中健)第31-56 令和4年9月16日 令和9年11月30日 令和4年9月16日
000028 5000190806 いわむら商店　まるきち堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 岩村 綾芳 中播(中健)第31-58 令和4年9月27日 令和9年11月30日 令和4年9月27日
000028 5000190807 (株)キーファーまるきち堂たつの市ご当地グルメ開発委員会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 岩村 げん 中播(中健)第31-57 令和4年9月27日 令和9年11月30日 令和4年9月27日
000028 5000190918 居酒屋まるさん 679-2212 神崎郡福崎町福田381-4 790231233 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上山 由美子 中播(中健)第31-59 令和4年9月30日 令和10年11月30日 令和4年9月30日
000028 5000190951 田中屋 679-2203 神崎郡福崎町南田原2993-1 790359937 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山下 修弘 中播(中健)第31-60 令和4年10月5日 令和10年11月30日 令和4年10月5日
000028 5000191351 ビッグエコー福崎店 679-2203 神崎郡福崎町南田原2685-1 790227110 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社兵庫第一興商 代表取締役 中野 博史 651-0088 兵庫県神戸市中央区小野柄通4丁目1番14号 782323666 中播(中健)第31-65 令和4年10月28日 令和10年11月30日 令和4年10月28日
000028 5000191547 作業所はりまっ子福崎店 679-2204 神崎郡福崎町西田原1399-8 790232882 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 セルプはりま労働者協同組合 代表理事 本條 久美子 670-0814 兵庫県姫路市野里上野町1-1-6 中播(中健)第31-66 令和4年11月9日 令和10年11月30日 令和4年11月9日
000028 5000191593 笠形会館 679-2301 神崎郡市川町上牛尾94-1 菓子製造業 一般 永瀬 静 中播(中健)第33-11 令和4年11月11日 令和10年11月30日 令和4年11月11日
000028 5000191596 かんざき大黒茶屋 679-2434 神崎郡神河町吉冨88-10 790322837 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社神崎フード 代表取締役 藤井 永司 679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町430 790312655 中播(中健)第31-67 令和4年11月9日 令和10年11月30日 令和4年11月9日
000028 5000191664 4.9 ほっこり carry 679-2203 神崎郡福崎町南田原1927-1 790225501 菓子製造業 一般 岩崎 由佳 中播(中健)第33-12 令和4年11月14日 令和10年11月30日 令和4年11月14日
000028 5000191716 うずら食堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 加門 理絵 中播(中健)第31-69 令和4年11月17日 令和9年11月30日 令和4年11月17日
000028 5000191731 マックスバリュ神河店 679-2414 神崎郡神河町粟賀町363番地 790323122 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目3番52号 825358500 中播(中健)第32-2 令和4年11月17日 令和10年11月30日 令和4年11月17日
000028 5000191763 わらびもち館　治五郎 679-2203 神崎郡福崎町南田原3147-1 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社YANESEKO 代表取締役 矢根 和紀 675-0039 兵庫県加古川市加古川町粟津819-1 794408800 中播(中健)第31-70 令和4年11月18日 令和10年11月30日 令和4年11月18日
000028 5000191948 囲炉裏の宿　豊楽 679-3125 神崎郡神河町上小田332 790340120 食肉処理業 一般 森本 敬司 中播(中健)第40-2 令和4年11月30日 令和10年11月30日 令和4年11月30日
000028 5000192019 こびとぱん　福崎店 679-2203 神崎郡福崎町南田原2969-3　サラダ館福崎店内 790220074 飲食店営業(4)その他 一般 ヒサヤ株式会社 代表取締役 前田 久子 679-2203 兵庫県神崎郡福崎町南田原2969-3 790220074 中播(中健)第31-75 令和4年12月6日 令和11年2月28日 令和4年12月6日
000028 5000192108 Ｐｉｚｚａ Ｈｕｔ 福崎店 679-2203 神崎郡福崎町南田原3133-1 790339581 飲食店営業(4)その他 一般 日本ピザハット株式会社 代表取締役 中村 昭一 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-5 中播(中健)第31-73 令和4年12月16日 令和11年2月28日 令和4年12月16日
000028 5000192114 Bee Bakery 679-2327 神崎郡市川町近平376-3 菓子製造業 一般 楠田 千春 中播(中健)第33-13 令和4年12月16日 令和11年2月28日 令和4年12月16日
000028 5000192140 BAKERY燈LAMP 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社LeeVining 代表取締役 川原 龍雄 670-0012 兵庫県姫路市本町68平和不動産ビル1F西 792849775 中播(中健)第31-76 令和4年12月20日 令和10年2月29日 令和4年12月20日
000028 5000192141 Pizzeria da FIORE 679-2214 神崎郡福崎町福崎新字内屋敷178番地1 790220055 そうざい製造業 一般 西岡 直人 中播(中健)第48-1 令和4年12月20日 令和11年2月28日 令和4年12月20日
000028 5000192144 Dolceria Mimosa Primavera 679-2214 神崎郡福崎町福崎新字内屋敷178番地1 アイスクリーム類製造業 一般 西岡 直人 中播(中健)第39-1 令和4年12月20日 令和11年2月28日 令和4年12月20日
000028 5000192145 Dolceria Mimosa Primavera 679-2214 神崎郡福崎町福崎新178-1 菓子製造業 一般 西岡 妙子 中播(中健)第33-14 令和4年12月20日 令和11年2月28日 令和4年12月20日
000028 5000192168 Caroline Coffee Park 679-3125 神崎郡神河町上小田881-146 飲食店営業(4)その他 露店80L 末永 聖 中播(中健)第31-77 令和4年12月20日 令和10年2月29日 令和4年12月20日
000028 5000192234 Ｒｏｄａｎ　ロダン 679-2215 神崎郡福崎町西治1906-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前嶋 隆士 中播(中健)第31-78 令和4年12月28日 令和11年2月28日 令和4年12月28日
000028 5000192493 株式会社ウィザード　マクドナルド福崎店 679-2204 神崎郡福崎町西田原1418-3 790231780 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ウィザード 代表取締役 河村 幸男 565-0853 大阪府吹田市春日2丁目6番2-1109 中播(中健)第31-83 令和5年2月2日 令和12年2月28日 令和5年2月2日
000028 5000192597 きよしのキッチンカー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 今坂 あづさ 中播(中健)第31-86 令和5年2月9日 令和10年2月29日 令和5年2月9日
000028 5000192811 かみかわ倶楽部　春夏秋冬 679-2413 神崎郡神河町中村161 790312111 菓子製造業 一般 社会福祉法人　宝寿会 理事長 小野田 準子 679-2415 兵庫県神崎郡神河町福本字中茶屋山1241-3 790322257 中播(中健)第33-16 令和5年2月20日 令和11年2月28日 令和5年2月20日
000028 5000192849 新日本製麺株式会社 679-2215 神崎郡福崎町西治1295 790224348 そうざい製造業 一般 新日本製麺株式会社 代表取締役 牛尾 周平 679-2215 兵庫県神崎郡福崎町西治1295 790224348 中播(中健)第48-2 令和5年2月22日 令和11年2月28日 令和5年2月22日
000028 5000192901 高嶋商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 高嶋 健二 中播(中健)第31-91 令和5年2月28日 令和10年2月29日 令和5年2月28日
000028 5000192902 木村商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 木村 俊彦 中播(中健)第31-92 令和5年2月28日 令和10年2月29日 令和5年2月28日
000028 5000192903 大西 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 大西 美幸 中播(中健)第31-93 令和5年2月28日 令和10年2月29日 令和5年2月28日
000028 5000192904 森 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 森 紘嵩 中播(中健)第31-94 令和5年2月28日 令和10年2月29日 令和5年2月28日
000028 5000192905 松江 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 松江 幹博 中播(中健)第31-95 令和5年2月28日 令和10年2月29日 令和5年2月28日
000028 5000192906 川口商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 川口 恵 中播(中健)第31-96 令和5年2月28日 令和10年2月29日 令和5年2月28日
000028 5000192907 谷 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 谷 悠政 中播(中健)第31-97 令和5年2月28日 令和10年2月29日 令和5年2月28日
000028 5000192908 福田 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 福田 敬三 中播(中健)第31-98 令和5年2月28日 令和10年2月29日 令和5年2月28日
000028 5000192921 石岡　直樹 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 石岡 直樹 中播(中健)第31-100 令和5年2月28日 令和10年2月29日 令和5年2月28日
000028 5000192928 池田　彰邦 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 池田 彰邦 中播(中健)第31-101 令和5年2月28日 令和10年2月29日 令和5年2月28日
000028 5000192929 藤原　誠二 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 藤原 誠二 中播(中健)第31-102 令和5年2月28日 令和10年2月29日 令和5年2月28日
000028 5000192931 松本　康太 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 松本 康太 中播(中健)第31-103 令和5年2月28日 令和10年2月29日 令和5年2月28日
000028 5000192935 Bar Lounge Rady 679-2203 神崎郡福崎町南田原3136-1　101 飲食店営業(4)その他 一般 牧野 麻世 中播(中健)第31-105 令和5年2月28日 令和11年2月28日 令和5年2月28日
000028 5000192974 出葉食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 出葉 梨紗 中播(中健)第31-107 令和5年3月3日 令和10年5月31日 令和5年3月3日
000028 5000192975 濱野食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 濱野 麗美 中播(中健)第31-108 令和5年3月3日 令和10年5月31日 令和5年3月3日
000028 5000192977 森元食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 森元 隆浩 中播(中健)第31-109 令和5年3月3日 令和10年5月31日 令和5年3月3日
000028 5000192979 伊窪食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 伊窪 優紀 中播(中健)第31-110 令和5年3月3日 令和10年5月31日 令和5年3月3日
000028 5000192980 小山商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 小山 千枝子 中播(中健)第31-111 令和5年3月3日 令和10年5月31日 令和5年3月3日
000028 5000193001 ほっともっと　福崎町店 679-2204 神崎郡福崎町西田原1385-1 790243055 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社プレナス 代表取締役 塩井 辰男 812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目19番21号 924523600 中播(中健)第31-104 令和5年3月6日 令和11年5月31日 令和5年3月6日
000028 5000193034 ファミリーマート福崎南インター店 679-2203 神崎郡福崎町南田原2184-1 790242377 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社フクハラ 代表取締役 原田 福信 679-2313 兵庫県神崎郡市川町西田中514-16 790262628 中播(中健)第31-106 令和5年3月7日 令和11年5月31日 令和5年3月7日
000028 5000193177 Raison d'etre 福崎店（レゾンデートル） 679-2203 神崎郡福崎町南田原3136-1 菓子製造業 一般 株式会社ＫＴテック 代表取締役 北田 えり 679-2333 兵庫県神崎郡市川町神崎835番地 790280235 中播(中健)第33-17 令和5年3月15日 令和11年5月31日 令和5年3月15日
000028 5000193178 御統カフェ 679-3103 神崎郡神河町長谷931 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 竹ノ内 志織 中播(中健)第31-112 令和5年3月15日 令和11年5月31日 令和5年3月15日
000028 5000193391 わらびもち館　治五郎 679-2203 神崎郡福崎町南田原3147-1 菓子製造業 一般 株式会社YANESEKO 代表取締役 矢根 和紀 675-0039 兵庫県加古川市加古川町粟津819-1 794362188 中播(中健)第33-19 令和5年3月27日 令和11年5月31日 令和5年3月27日
000028 5000193396 株式会社神崎フード加工場 679-2411 神崎郡神河町根宇野1019-28 菓子製造業 一般 株式会社神崎フード 代表取締役 藤井 永司 679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町430番地 790312655 中播(中健)第33-18 令和5年3月27日 令和11年5月31日 令和5年3月27日
000028 5000193397 株式会社神崎フード加工場 679-2411 神崎郡神河町根宇野1019-28 密封包装食品製造業 一般 株式会社神崎フード 代表取締役 藤井 永司 679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町430番地 790312655 中播(中健)第38-1 令和5年3月27日 令和11年5月31日 令和5年3月27日
000028 5000193518 姫路からあげ本舗 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 松岡 貴仁 中播(中健)第31-113 令和5年3月30日 令和10年5月31日 令和5年3月30日
000028 5000193606 御統カフェ 679-3103 神崎郡神河町長谷931 菓子製造業 一般 竹ノ内 志織 中播(中健)第33-1 令和5年4月7日 令和11年5月31日 令和5年4月7日
000028 5000193607 こびとぱん　福崎店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L ヒサヤ株式会社 代表取締役 前田 久子 679-2203 兵庫県神崎郡福崎町南田原2969-3 790220074 中播(中健)第31-1 令和5年4月10日 令和10年5月31日 令和5年4月10日
000028 5000193612 こびとぱん　福崎店 679-2203 神崎郡福崎町南田原2969-3　サラダ館福崎店内 790220074 菓子製造業 一般 ヒサヤ株式会社 代表取締役 前田 久子 679-2203 兵庫県神崎郡福崎町南田原2969-3 790220074 中播(中健)第33-2 令和5年4月10日 令和11年5月31日 令和5年4月10日
000028 5000193677 オリークック 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 有本 正弘 中播(中健)第31-7 令和5年4月13日 令和10年5月31日 令和5年4月13日
000028 5000193905 営農組合作業場 679-2216 神崎郡福崎町高橋133-1 食品の小分け業 一般 農事組合法人高橋営農組合 代表理事 松本 廣幸 679-2216 兵庫県神崎郡福崎町高橋352 790223990 中播(中健)第53-1 令和5年4月26日 令和11年5月31日 令和5年4月26日
000028 6000081016 内藤製餡所 679-4171 たつの市龍野町北龍野405 あん類製造業 一般 小沼 喜勝 西播(龍健)第709-1 平成30年2月6日 令和6年2月29日 昭和59年1月1日
000028 6000081020 ＵＣＣ兵庫工場 679-4155 たつの市揖保町揖保中２２０－１ 791670578 かん詰又はびん詰食品製造業 一般 ユーシーシー上島珈琲株式会社 代表取締役 朝田 文彦 650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通５－１－６ 783048888 西播(龍健)第707-2 令和2年11月16日 令和8年11月30日 昭和59年1月1日
000028 6000081022 室津かじた 671-1332 たつの市御津町室津字柏 793240905 そうざい製造業 一般 梶田 泰正 西播(龍健)第722-14 令和2年2月18日 令和8年2月28日 昭和59年1月1日
000028 6000081025 割烹いぐち 671-1331 たつの市御津町岩見６０６－１ 793220395 そうざい製造業 一般 井口 義徳 西播(龍健)第25-6 令和4年10月19日 令和10年11月30日 令和4年10月19日
000028 6000081028 ブンセン株式会社本社南区工場 679-4313 たつの市新宮町新宮３８７ 791751151 そうざい製造業 一般 ブンセン株式会社 代表取締役 田中 智樹 679-4313 兵庫県たつの市新宮町新宮３８７ 791751151 西播(龍健)第722-9 平成30年7月19日 令和6年8月31日 昭和59年1月1日



000028 6000081030 ブンセン株式会社　本社中区工場 679-4313 たつの市新宮町新宮400 791751151 そうざい製造業 一般 ブンセン株式会社 代表取締役 田中 智樹 679-4313 兵庫県たつの市新宮町新宮３８７ 791751151 西播(龍健)第722-6 平成30年5月31日 令和6年5月31日 昭和59年1月1日
000028 6000081031 ブンセン株式会社本社北区工場 679-4313 たつの市新宮町新宮468 791751151 そうざい製造業 一般 ブンセン株式会社 代表取締役 田中 智樹 679-4313 兵庫県たつの市新宮町新宮３８７ 791751151 西播(龍健)第722-7 平成30年5月31日 令和6年5月31日 昭和59年1月1日
000028 6000081032 ブンセン株式会社本社西区工場 679-4313 たつの市新宮町新宮３２８ 791753755 そうざい製造業 一般 ブンセン株式会社 代表取締役 田中 智樹 679-4313 兵庫県たつの市新宮町新宮３８７ 791751151 西播(龍健)第722-4 令和2年5月21日 令和8年5月31日 昭和59年1月1日
000028 6000081036 （有）籠長本店たつの工場 671-1631 たつの市揖保川町山津屋１２０－１ 791722362 そうざい製造業 一般 有限会社籠長本店 代表取締役 670-0872 兵庫県姫路市八代７３９－５ 792220107 西播(龍健)第722-14 令和2年11月26日 令和8年11月30日 昭和59年1月1日
000028 6000081037 丸龍食品工業㈱龍野工場 679-4104 たつの市神岡町筒井112-1 791651333 そうざい製造業 一般 丸龍食品工業株式会社 代表取締役 宇治 英俊 672-8064 兵庫県姫路市飾磨区細江2003 792341300 西播(龍健)第722-13 平成29年11月21日 令和5年11月30日 昭和59年1月1日
000028 6000081041 株式会社ヤマリュウ 679-4124 たつの市龍野町中井２２０－１ 791630636 そうざい製造業 一般 株式会社ヤマリュウ 代表取締役 冨永 龍平 679-4124 兵庫県たつの市龍野町中井２２０番地の１ 791630636 西播(龍健)第722-18 令和3年2月10日 令和9年2月28日 昭和59年1月1日
000028 6000081044 ブンセン株式会社本社中区工場 679-4313 たつの市新宮町新宮４００ 791751151 みそ製造業 一般 ブンセン株式会社 代表取締役 田中 智樹 679-4313 兵庫県たつの市新宮町新宮３８７ 791751151 西播(龍健)第716-3 令和2年2月18日 令和8年2月28日 昭和59年1月1日
000028 6000081049 長方商店 679-4013 たつの市揖西町北山３８７ 791660112 みそ又はしょうゆ製造業 一般 長方 久美子 西播(龍健)第20-4 令和5年1月30日 令和11年2月28日 令和5年1月30日
000028 6000081052 末廣醤油株式会社 679-4173 たつの市龍野町門の外13 791620005 みそ製造業 一般 末廣醤油株式会社 代表取締役 末廣 卓也 679-4173 兵庫県たつの市龍野町門の外13 791620005 西播(龍健)第716-4 平成31年2月28日 令和7年2月28日 昭和59年1月1日
000028 6000081058 井口製粉(株) 679-4305 たつの市新宮町吉島５３１－１ 791770251 めん類製造業 一般 井口製粉株式会社 代表取締役 井口 英之 679-4305 兵庫県たつの市新宮町吉島５３１番地の１ 791770251 西播(龍健)第721-64 令和3年1月19日 令和9年2月28日 昭和59年1月1日
000028 6000081060 新宮製粉精麦㈱ 679-4313 たつの市新宮町新宮410 791750013 めん類製造業 一般 新宮製粉精麦株式会社 代表取締役 官野 元彦 679-4313 兵庫県たつの市新宮町新宮410 791750013 西播(龍健)第721-63 平成30年2月15日 令和6年2月29日 昭和59年1月1日
000028 6000081066 菅哉物産株式会社 679-4313 たつの市新宮町新宮410 791750218 麺類製造業 一般 菅哉物産株式会社 代表取締役 菅野 敦士 679-4313 兵庫県たつの市新宮町新宮410 791750218 西播(龍健)第24-53 令和3年11月9日 令和9年11月30日 令和3年11月9日
000028 6000081067 はりま製麺（株） 679-4313 たつの市新宮町新宮４１０ 791754328 めん類製造業 一般 はりま製麺株式会社 代表取締役 官野 元彦 679-4313 兵庫県たつの市新宮町新宮４１０ 791754328 西播(龍健)第721-41 令和1年11月22日 令和7年11月30日 昭和59年1月1日
000028 6000081095 横山実男製麺所 679-4343 たつの市新宮町大屋131 めん類製造業 一般 横山 実男 西播(龍健)第721-71 平成31年1月24日 令和7年2月28日 昭和59年1月1日
000028 6000081119 藤田時義製麺所 679-5155 たつの市新宮町栗町９０１ 麺類製造業 一般 藤田 時義 西播(龍健)第24-2 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 6000081127 衣笠木工所 679-4333 たつの市新宮町下野田４７０ 791752240 麺類製造業 一般 有限会社衣笠木工所 代表取締役 衣笠 秀和 679-4016 兵庫県たつの市揖西町南山３丁目７３番地 791663870 西播(龍健)第24-3 令和3年7月21日 令和9年8月31日 令和3年7月21日
000028 6000081129 大坪真一製麺所 679-4343 たつの市新宮町大屋１２５ めん類製造業 一般 大坪 真一 西播(龍健)第721-39 令和1年11月18日 令和7年11月30日 昭和59年1月1日
000028 6000081132 竹林成信製麺所 679-5154 たつの市新宮町鍛冶屋７２４ 麺類製造業 一般 竹林 成信 西播(龍健)第24-58 令和5年2月1日 令和10年2月29日 令和5年2月1日
000028 6000081133 安原久雄製麺所 679-4302 たつの市新宮町香山1431 めん類製造業 一般 安原 久雄 西播(龍健)第721-6 平成30年5月11日 令和6年5月31日 昭和59年1月1日
000028 6000081138 クサタニ食品工業（有） 679-4314 たつの市新宮町曽我井２８５ 791752065 めん類製造業 一般 クサタニ食品工業有限会社 代表取締役 草谷 峻祐 679-4314 兵庫県たつの市新宮町曽我井２８５番地 791752065 西播(龍健)第721-58 令和2年11月30日 令和8年11月30日 昭和59年1月1日
000028 6000081142 塩谷美智男製麺所 679-4316 たつの市新宮町芝田309-1 めん類製造業 一般 塩谷 美智男 西播(龍健)第721-70 平成31年1月24日 令和7年2月28日 昭和59年1月1日
000028 6000081144 小林弘幸製麺所 679-4331 たつの市新宮町市野保503 めん類製造業 一般 小林 弘幸 西播(龍健)第721-79 平成31年2月1日 令和7年2月28日 昭和59年1月1日
000028 6000081145 小林義正製麺所 679-4331 たつの市新宮町市野保353 791751755 めん類製造業 一般 小林 義正 西播(龍健)第721-67 平成31年1月16日 令和7年2月28日 昭和59年1月1日
000028 6000081149 武元製麺所 679-4344 たつの市新宮町善定９８２ めん類製造業 一般 武元 秀明 西播(龍健)第721-21 令和1年8月27日 令和7年8月31日 昭和59年1月1日
000028 6000081150 小林製麺所 679-4331 たつの市新宮町市野保505 めん類製造業 一般 小林 国広 西播(龍健)第721-16 平成30年8月8日 令和6年8月31日 昭和59年1月1日
000028 6000081154 有限会社フジイ 679-5162 たつの市新宮町上莇原８２９－２ 791780031 麺類製造業 一般 有限会社フジイ 代表取締役 藤井 国広 679-5162 兵庫県たつの市新宮町上莇原８２９番地の２ 791780031 西播(龍健)第24-54 令和3年11月15日 令和9年11月30日 令和3年11月15日
000028 6000081157 横田製麺所 679-4323 たつの市新宮町北村６５ 麺類製造業 一般 横田 孝輔 西播(龍健)第24-39 令和4年10月26日 令和10年11月30日 令和4年10月26日
000028 6000081158 森井弘司製麺所 679-4331 たつの市新宮町市野保４７１・４７２ 麺類製造業 一般 森井 弘司 西播(龍健)第24-35 令和4年10月20日 令和10年11月30日 令和4年10月20日
000028 6000081159 ㈱喜多村 679-4324 たつの市新宮町觜崎３２４－３ 791752006 麺類製造業 一般 株式会社 喜多村 代表取締役 喜多村 隆博 679-4324 兵庫県たつの市新宮町觜崎３２４番地の３ 791752006 西播(龍健)第24-40 令和4年10月26日 令和10年11月30日 令和4年10月26日
000028 6000081161 江川製麺所 679-4342 たつの市新宮町平野７７３ 麺類製造業 一般 江川 正樹 西播(龍健)第24-52 令和4年11月8日 令和10年11月30日 令和4年11月8日
000028 6000081168 辻麺業㈱ 671-1522 揖保郡太子町矢田部74 792772323 めん類製造業 一般 辻麺業株式会社 代表取締役 辻 明典 671-1522 兵庫県揖保郡太子町矢田部74 792772323 西播(龍健)第721-8 平成29年7月31日 令和5年8月31日 昭和59年1月1日
000028 6000081170 有限会社　藤戸 671-1531 揖保郡太子町立岡３７１ 792762072 麺類製造業 一般 有限会社藤戸 代表取締役 藤戸 義弘 671-1531 兵庫県揖保郡太子町立岡３７１ 792762072 西播(龍健)第24-22 令和3年8月6日 令和9年8月31日 令和3年8月6日
000028 6000081174 佐々木製麺 671-1553 揖保郡太子町老原４４１－１ 792760965 めん類製造業 一般 有限会社佐々木製麺 代表取締役 佐々木 亮介 671-1553 兵庫県揖保郡太子町老原４４１－１ 792760965 西播(龍健)第721-3 令和2年5月8日 令和8年5月31日 昭和59年1月1日
000028 6000081182 エースコック（株）兵庫工場 679-4109 たつの市神岡町東觜崎308 791650245 めん類製造業 一般 エースコック株式会社 代表取締役 村岡 寛 564-0063 大阪府吹田市江坂町１－１２－４０ 663385585 西播(龍健)第721-60 平成30年11月21日 令和6年11月30日 昭和59年1月1日
000028 6000081183 森口製粉製麺（株） 679-4106 たつの市神岡町横内１７３ 791650266 麺類製造業 一般 森口製粉製麵株式会社 代表取締役 森口 暢啓 679-4106 兵庫県たつの市神岡町横内１７３番地 791650266 西播(龍健)第24-60 令和4年1月14日 令和10年2月29日 令和4年1月14日
000028 6000081184 株式会社　横尾商店 679-4109 たつの市神岡町東觜崎３００－１ 791650181 麺類製造業 一般 株式会社横尾商店 代表取締役 横尾 昌典 679-4108 兵庫県たつの市神岡町大住寺４３８番地の１ 791650181 西播(龍健)第24-69 令和4年2月15日 令和10年2月29日 令和4年2月15日
000028 6000081185 株式会社ﾏﾙﾂﾈ 679-4109 たつの市神岡町東觜崎221-5 791650261 めん類製造業 一般 株式会社ﾏﾙﾂﾈ 代表取締役 瀬川 徹 679-4109 兵庫県たつの市神岡町東觜崎221-5 791650261 西播(龍健)第721-66 平成31年1月16日 令和7年2月28日 昭和59年1月1日
000028 6000081190 寶山製麺所 679-4103 たつの市神岡町上横内154 めん類製造業 一般 寶山 肇 西播(龍健)第721-73 平成31年1月25日 令和7年2月28日 昭和59年1月1日
000028 6000081202 中川製麺 679-4108 たつの市神岡町大住寺５８３－４ めん類製造業 一般 中川 信之 西播(龍健)第721-9 令和2年7月22日 令和8年8月31日 昭和59年1月1日
000028 6000081204 宇原製麺所 679-4114 たつの市神岡町寄井２８１ 麺類製造業 一般 宇原 基幸 西播(龍健)第24-57 令和5年1月30日 令和10年2月29日 令和5年1月30日
000028 6000081208 石井久男製麺所 679-4116 たつの市神岡町沢田308 めん類製造業 一般 石井 久男 西播(龍健)第721-2 平成30年5月1日 令和6年5月31日 昭和59年1月1日
000028 6000081210 伊豆原製麺所 679-4114 たつの市神岡町寄井２９２ めん類製造業 一般 伊豆原 悦伸 西播(龍健)第721-51 令和2年2月27日 令和8年2月28日 昭和59年1月1日
000028 6000081212 （有）赤木製麺 679-4116 たつの市神岡町沢田537 791650450 めん類製造業 一般 有限会社赤木製麺 代表取締役 赤木 義徳 679-4116 兵庫県たつの市神岡町沢田５３７ 791650450 西播(龍健)第721-65 平成31年1月16日 令和7年2月28日 昭和59年1月1日
000028 6000081213 株式会社アカギ食産 679-4116 たつの市神岡町沢田７０８ 791650513 めん類製造業 一般 株式会社アカギ食産 代表取締役 赤木 研二 679-4116 兵庫県たつの市神岡町沢田７１０番地 791650513 西播(龍健)第194-3 令和3年4月28日 令和9年5月31日 昭和59年1月1日
000028 6000081217 森口正隆製麺所 679-4108 たつの市神岡町大住寺８１１ めん類製造業 一般 森口 正隆 西播(龍健)第721-65 令和3年1月21日 令和9年2月28日 昭和59年1月1日
000028 6000081219 寺田製麺所 679-4114 たつの市神岡町寄井５４－２ 麺類製造業 一般 寺田 修 西播(龍健)第24-2 令和3年7月21日 令和9年8月31日 令和3年7月21日
000028 6000081220 赤木製麺所 679-4116 たつの市神岡町沢田７０４ めん類製造業 一般 赤木 泰子 西播(龍健)第721-35 令和2年10月20日 令和8年11月30日 昭和59年1月1日
000028 6000081224 ｲﾄﾒﾝ㈱ 679-4003 たつの市揖西町小神８４１ 791631361 めん類製造業 一般 イトメン株式会社 代表取締役 伊藤 充弘 679-4003 兵庫県たつの市揖西町小神８４１ 791631361 西播(龍健)第721-88 平成31年2月28日 令和7年2月28日 昭和59年1月1日
000028 6000081227 名村製麺所 679-4153 たつの市揖保町門前１１１－１ 麺類製造業 一般 名村 和哉 西播(龍健)第24-10 令和4年7月27日 令和10年8月31日 令和4年7月27日
000028 6000081240 株式会社 昌栄 679-4126 たつの市龍野町中村３２２－１ 791624167 麺類製造業 一般 株式会社昌栄 代表取締役 西村 栄二 679-4167 兵庫県たつの市龍野町中村３２２番地１ 791624167 西播(龍健)第24-37 令和4年10月21日 令和10年11月30日 令和4年10月21日
000028 6000081242 水谷冷菓 679-4108 たつの市神岡町大住寺７７ 791651743 アイスクリーム類製造業 一般 水谷 太 西播(龍健)第710-1 令和2年8月4日 令和8年8月31日 昭和59年1月1日
000028 6000081243 田口食品株式会社 679-4155 たつの市揖保町揖保中３００ 791678000 アイスクリーム類製造業 一般 田口食品株式会社 代表取締役 田口 晴喜 678-0003 兵庫県相生市陸東汐見塚１０番５ 791678000 西播(龍健)第12-1 令和4年2月7日 令和10年2月29日 令和4年2月7日
000028 6000081256 メイジョーソース（株） 671-1522 揖保郡太子町矢田部１０１－１ 792761245 ソース類製造業 一般 メイジョーソース株式会社 代表取締役 小嶋 昌一 671-1522 兵庫県揖保郡太子町矢田部１０１－１ 792761245 西播(龍健)第718-2 令和2年8月19日 令和8年8月31日 昭和59年1月1日
000028 6000081257 日本丸天醤油㈱ 671-1601 たつの市揖保川町半田６７２ 791723535 密封包装食品製造業 一般 日本丸天醤油株式会社 代表取締役 延賀 海輝 671-1601 兵庫県たつの市揖保川町半田６７２番地 791723535 西播(龍健)第30-2 令和5年2月27日 令和11年2月28日 令和5年2月27日
000028 6000081274 第一休憩所（みはらし） 671-1301 たつの市御津町黒崎字綾部山 793223551 飲食店営業(4)その他 一般 農事組合法人黒崎梅園組合 理事 吉井 忠彦 671-1301 兵庫県たつの市御津町黒崎１３９１番地の２ 793223551 西播(龍健)第700-270 令和2年2月26日 令和8年2月28日 昭和53年2月20日
000028 6000081280 ㈱きむらや 671-1332 たつの市御津町室津1032-1 793240007 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社きむらや 代表取締役 木村 治雄 671-1332 兵庫県たつの市御津町室津1032-1 793240007 西播(龍健)第700-244 平成30年2月2日 令和6年2月29日 昭和57年2月24日
000028 6000081281 ｺﾞﾝﾄﾞﾗ 671-1301 たつの市御津町黒崎1842-62 793221547 飲食店営業(3)旅館 一般 猪口 良一 西播(龍健)第700-40 平成30年5月16日 令和6年5月31日 昭和57年5月24日
000028 6000081282 舞子館 671-1301 たつの市御津町黒崎１６５７－１ 793220118 飲食店営業(3)旅館 一般 岩村 勉 西播(龍健)第700-272 令和2年2月26日 令和8年2月28日 昭和39年4月8日
000028 6000081284 くつろぎの宿　田中屋 671-1301 たつの市御津町黒崎字南基山１８４３－６ 793223651 飲食店営業(3)旅館 一般 田中 郁夫 西播(龍健)第700-261 令和3年1月19日 令和9年2月28日 昭和58年12月2日
000028 6000081305 山本 671-1331 たつの市御津町岩見１１８４ 793220208 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 山本 泰八 西播(龍健)第700-116 令和2年7月27日 令和8年8月31日 昭和63年6月10日
000028 6000081307 シーサイドみゆき 671-1301 たつの市御津町黒崎南基山１８４３－１０ 793220207 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社シーサイドみゆき 代表取締役 舘林 三晴 671-1301 兵庫県たつの市御津町黒崎南基山１８４３－１０ 793220207 西播(龍健)第168-51 令和3年5月10日 令和9年5月31日 平成1年4月13日
000028 6000081309 まるよし 671-1332 たつの市御津町室津３０１ 793240015 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 坂上 吉憲 西播(龍健)第1-125 令和4年8月4日 令和10年8月31日 令和4年8月4日
000028 6000081313 よし乃 671-1321 たつの市御津町苅屋454-6 793222395 飲食店営業(4)その他 一般 堀口 義夫 西播(龍健)第700-113 平成29年8月23日 令和5年8月31日 平成3年8月8日
000028 6000081315 マックスバリュ御津店 671-1321 たつの市御津町苅屋字大新田４４０－１ 793222596 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第700-160 令和1年11月8日 令和7年11月30日 平成4年11月26日
000028 6000081316 マックスバリュ御津店 671-1321 たつの市御津町苅屋字大新田４４０－１ 793222596 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第700-161 令和1年11月8日 令和7年11月30日 平成4年11月26日
000028 6000081320 露苑御津店 671-1321 たつの市御津町苅屋３６２－５ 793224188 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 髙島 冨紗子 西播(龍健)第700-53 令和2年5月12日 令和8年5月31日 平成5年3月8日
000028 6000081322 （株）曽谷 671-1321 たつの市御津町苅屋４７７－３ 793223831 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社曽谷 代表取締役 曽谷 和繁 671-1312 兵庫県たつの市御津町碇岩９１番地 793221861 西播(龍健)第700-226 令和2年11月26日 令和8年11月30日 平成5年9月21日
000028 6000081329 たつの市御津やすらぎ福祉会館 671-1342 たつの市御津町朝臣字宮ノ前３８－１ 793222920 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 たつの市 市長 山本 実 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永１００５－１ 791643131 西播(龍健)第1-6 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 6000081330 割烹いぐち 671-1331 たつの市御津町岩見６０６－１ 793220395 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井口 義徳 西播(龍健)第1-187 令和4年10月19日 令和10年11月30日 令和4年10月19日
000028 6000081331 こじま 671-1332 たつの市御津町室津３４７－１ 793240057 飲食店営業(4)その他 一般 小嶋 成尋 西播(龍健)第700-216 令和2年11月16日 令和8年11月30日 昭和59年1月1日
000028 6000081338 たつの市立室津海駅館 671-1332 たつの市御津町室津４５７ 793240595 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 たつの市 市長 山本 実 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永１００５－１ 791643131 西播(龍健)第168-28 令和3年4月28日 令和9年5月31日 平成9年3月19日
000028 6000081365 焼肉徳山 679-4302 たつの市新宮町香山1145-1 791770248 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 徳山 好子 西播(龍健)第700-143 平成29年10月23日 令和5年11月30日 昭和56年9月11日
000028 6000081370 すなご 679-4315 たつの市新宮町井野原１３５－１９ 791750575 飲食店営業(4)その他 一般 中嶋 明美 西播(龍健)第700-192 令和1年11月21日 令和7年11月30日 昭和59年1月1日
000028 6000081384 味光 679-5154 たつの市新宮町鍛冶屋565 791780806 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 石井 光夫 西播(龍健)第700-83 平成30年7月26日 令和6年8月31日 昭和62年6月17日
000028 6000081390 ブンセン株式会社本社西区工場 679-4313 たつの市新宮町新宮３２８ 791752698 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 ブンセン株式会社 代表取締役 田中 智樹 679-4313 兵庫県たつの市新宮町新宮３８７ 791751151 西播(龍健)第700-60 令和2年5月21日 令和8年5月31日 昭和63年3月18日
000028 6000081398 新宮町ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰあすかの園 679-4342 たつの市新宮町平野荒神山692-23 791753648 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人栗栖の荘 理事長 小林 多聞 679-4342 兵庫県たつの市新宮町平野荒神山６９２番地の３２ 791750385 西播(龍健)第700-8 平成30年4月24日 令和6年5月31日 平成4年3月30日
000028 6000081399 八角亭 679-4321 たつの市新宮町段之上258-5 791750728 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前田 雄二 西播(龍健)第700-17 平成30年5月8日 令和6年5月31日 平成4年4月3日
000028 6000081402 兵庫県立大学生活協同組合 黎明寮食堂 679-5165 たつの市新宮町光都３－２６－１ 791580239 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 兵庫県立大学生活協同組合 代表理事 藤井 貴浩 651-2103 兵庫県神戸市西区学園西町８－２－１ 787950939 西播(龍健)第168-42 令和3年5月7日 令和9年5月31日 平成6年3月28日
000028 6000081405 カフェテラス　アモール 679-4313 たつの市新宮町新宮２１２－１ 791753780 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 伊藤 文代 西播(龍健)第168-13 令和3年4月21日 令和9年5月31日 平成6年4月28日
000028 6000081406 肉のハセ 679-4326 たつの市新宮町船渡２５１－２ 791754668 飲食店営業(4)その他 一般 長谷 繁夫 西播(龍健)第1-10 令和3年7月21日 令和9年8月31日 令和3年7月21日
000028 6000081407 マックスバリュ新宮店 679-4315 たつの市新宮町井野原上向川原８８９ 791751851 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第1-12 令和3年7月21日 令和10年8月31日 令和3年7月21日
000028 6000081408 マックスバリュ新宮店 679-4315 たつの市新宮町井野原上向川原８８９ 791751851 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第1-11 令和3年7月21日 令和10年8月31日 令和3年7月21日
000028 6000081410 モンタナ 679-4341 たつの市新宮町能地字外平松６２３－１ 791755000 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 髙倉 光博 西播(龍健)第1-148 令和4年8月19日 令和10年8月31日 令和4年8月19日
000028 6000081416 しらい茶屋 679-4315 たつの市新宮町井野原９４１ 791753408 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 白井 重夫 西播(龍健)第700-47 令和2年5月12日 令和8年5月31日 平成8年4月12日
000028 6000081418 本家かまどや新宮店 679-4315 たつの市新宮町井野原５０７－１ 791751340 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 横田 聡美 西播(龍健)第700-37 令和2年4月27日 令和8年5月31日 平成8年5月7日
000028 6000081421 志んぐうの郷 679-4342 たつの市新宮町平野溝越９９－２ 791755757 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社マエダ 代表取締役 前田 直也 679-4342 兵庫県たつの市新宮町平野溝越９９－２ 791752002 西播(龍健)第700-184 令和2年10月28日 令和8年11月30日 平成8年11月26日
000028 6000081427 駅前食堂 679-4313 たつの市新宮町新宮１５７－１８ 791751416 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 徳山 福子 西播(龍健)第1-138 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 6000081429 ぶっちゃー本店 679-4322 たつの市新宮町中野庄２３３－１ 791752207 飲食店営業(4)その他 一般 ぶっちゃー株式会社 代表取締役 片岡 啓幸 679-4327 兵庫県たつの市新宮町中野庄２３３番地１ 791752207 西播(龍健)第1-8 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 6000081432 プチマルシェ新宮店 679-4300 たつの市新宮町新田山下８０－１２ 791753522 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社銀ビルストアー 代表取締役 大塚 英木 670-0912 兵庫県姫路市南町３１番地 792880001 西播(龍健)第1-150 令和4年8月19日 令和10年8月31日 令和4年8月19日
000028 6000081445 ㈱山喜 679-4322 たつの市新宮町仙正９３ 791751111 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社山喜 代表取締役 前田 大由 679-4322 兵庫県たつの市新宮町仙正９３ 791751111 西播(龍健)第700-36 平成30年5月17日 令和6年5月31日 平成12年4月27日
000028 6000081468 喫茶みき 671-1543 揖保郡太子町沖代46 792770030 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三木 重正 西播(龍健)第700-259 平成30年2月21日 令和6年2月29日 昭和57年2月9日
000028 6000081469 喫茶ﾕｳ 671-1511 揖保郡太子町太田1978-1 792587345 飲食店営業(4)その他 一般 髙水 恵美子 西播(龍健)第700-56 平成30年5月29日 令和6年5月31日 昭和57年3月17日
000028 6000081470 喫茶トラヤ 671-1553 揖保郡太子町老原５８０－８ 792770035 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社とらや山本 代表取締役 山本 邦夫 671-1553 兵庫県揖保郡太子町老原５８０－８ 792761501 西播(龍健)第700-257 令和2年2月25日 令和8年2月28日 昭和57年12月3日
000028 6000081475 寿しえびや 671-1561 揖保郡太子町鵤７１０－１９ 792770090 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡部 一夫 西播(龍健)第700-138 令和2年8月19日 令和8年8月31日 昭和58年7月12日
000028 6000081478 お好みゆり 671-1561 揖保郡太子町鵤１３２４－３１ 792760109 飲食店営業(4)その他 一般 小西 ゆり子 西播(龍健)第700-221 令和2年11月20日 令和8年11月30日 昭和58年11月12日
000028 6000081485 サンシャイン青山 671-1501 揖保郡太子町山田裏山６６６－１ 792761181 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社愛 代表取締役 田路 智徳 671-2223 兵庫県姫路市青山南４丁目７番２９号 792761181 西播(龍健)第1-21 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 6000081487 弾々 671-1524 揖保郡太子町東保１８－３ 792770011 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 本田 幹代 西播(龍健)第1-273 令和5年2月10日 令和11年2月28日 令和5年2月10日
000028 6000081489 ランチハウス白馬 671-1535 揖保郡太子町蓮常寺３４８－１ 792774777 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 酒井 弘明 西播(龍健)第1-277 令和5年2月27日 令和11年2月28日 令和5年2月27日
000028 6000081490 菓子の樹 671-1524 揖保郡太子町東保517-3 792773022 飲食店営業(4)その他 一般 井口 信義 西播(龍健)第700-7 平成29年4月17日 令和5年5月31日 昭和61年3月19日
000028 6000081497 ﾄﾓ 671-1557 揖保郡太子町阿曽17-14 792774414 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小林 ヒデ子 西播(龍健)第700-10 平成30年5月8日 令和6年5月31日 昭和62年5月27日
000028 6000081502 みやだい 671-1522 揖保郡太子町矢田部１８１－６ 792762437 飲食店営業(4)その他 一般 宮代 美代子 西播(龍健)第700-187 令和1年11月25日 令和7年11月30日 昭和62年10月22日
000028 6000081504 やすらぎ 671-1522 揖保郡太子町矢田部３０１－１３ 飲食店営業(4)その他 一般 木田 美知子 西播(龍健)第700-191 令和1年11月25日 令和7年11月30日 昭和62年11月10日
000028 6000081506 手打やない亭やまなか 671-1535 揖保郡太子町蓮常寺２９８－２ 792773075 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山中 和義 西播(龍健)第700-250 令和2年2月19日 令和8年2月28日 昭和63年1月13日
000028 6000081507 つる家 671-1523 揖保郡太子町東南３８６－４ 792772461 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 酒井 隆志 西播(龍健)第700-263 令和2年2月27日 令和8年2月28日 昭和63年1月25日
000028 6000081516 アルグレー 671-1561 揖保郡太子町鵤９３６－８ 792763362 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 神田 博 西播(龍健)第168-18 令和3年4月30日 令和9年5月31日 平成1年4月20日
000028 6000081546 株式会社　森重 671-1535 揖保郡太子町蓮常寺３５１ 792771158 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社森重 代表取締役 森田 翔大 671-1535 兵庫県揖保郡太子町蓮常寺３５１番地の１ 792771158 西播(龍健)第700-142 令和1年10月28日 令和7年11月30日 平成4年11月20日
000028 6000081550 サンシャインガーデンプラザ 671-1501 揖保郡太子町山田６６３－４５ 792761181 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社愛 代表取締役 田路 智徳 671-2223 兵庫県姫路市青山南４－７－２９ 792761181 西播(龍健)第700-75 令和2年5月26日 令和8年5月31日 平成5年3月26日
000028 6000081551 サンシャインガーデンプラザ 671-1501 揖保郡太子町山田６６３－４５ 792761181 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社愛 代表取締役 田路 智徳 671-2223 兵庫県姫路市青山南４－７－２９ 792761181 西播(龍健)第700-76 令和2年5月26日 令和8年5月31日 平成5年3月26日
000028 6000081561 スナック星の砂 671-1522 揖保郡太子町矢田部３１７プラザ矢田部２Ｆ 792776162 飲食店営業(4)その他 一般 小倉 邦子 西播(龍健)第700-174 令和2年10月20日 令和8年11月30日 平成5年9月14日
000028 6000081568 カラオケシアタースーク 671-1522 揖保郡太子町矢田部９８－２ 792763911 飲食店営業(4)その他 一般 山田 徳子 西播(龍健)第700-265 令和3年1月19日 令和9年2月28日 平成6年2月7日
000028 6000081586 茶山 671-1553 揖保郡太子町老原字山ノ下６２２－３ 792767387 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 修三 西播(龍健)第1-117 令和4年8月1日 令和10年8月31日 令和4年8月1日
000028 6000081601 居酒屋＆鉄板焼き　御幸 671-1521 揖保郡太子町東出２２４－６ 792774848 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社三弘 代表取締役 岡田 圭市 671-1521 兵庫県揖保郡太子町東出２２４－６ 792774848 西播(龍健)第700-22 令和2年4月24日 令和8年5月31日 平成8年5月1日



000028 6000081609 からから屋 太子店 671-1576 揖保郡太子町松尾３６９－１ 792775091 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大部 泰一 西播(龍健)第700-213 令和2年11月12日 令和8年11月30日 平成8年11月29日
000028 6000081613 マックスバリュ太子南店 671-1535 揖保郡太子町蓮常寺２８１－２ 792763990 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第700-263 令和3年1月21日 令和9年2月28日 平成9年1月23日
000028 6000081614 マックスバリュ太子南店 671-1535 揖保郡太子町蓮常寺２８１－２ 792763990 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第700-264 令和3年1月21日 令和9年2月28日 平成9年1月23日
000028 6000081615 大黒屋 671-1503 揖保郡太子町天満山２２３－４４ 792772767 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平野 勝秀 西播(龍健)第168-37 令和3年5月7日 令和9年5月31日 平成9年5月22日
000028 6000081620 パパスアンドママス 671-1524 揖保郡太子町東保３４８－４ 792765223 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社モリタフーヅプランニング 代表取締役 森田 章裕 671-1524 兵庫県揖保郡太子町東保３４６番地の２ 792760598 西播(龍健)第1-134 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 6000081632 八剣伝太子店 671-1524 揖保郡太子町東保１８－１ 792774677 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 原田 文景 西播(龍健)第1-160 令和4年8月29日 令和10年8月31日 令和4年8月29日
000028 6000081663 サイゼリヤ太子町店 671-1511 揖保郡太子町太田２１５０ 792776715 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社サイゼリヤ 代表取締役 正垣 泰彦 342-0008 埼玉県吉川市旭２番地５ 489919611 西播(龍健)第700-153 平成29年10月25日 令和5年11月30日 平成11年10月13日
000028 6000081666 (株)焼肉の牛太太子店 671-1535 揖保郡太子町蓮常寺３４６－１ 792777029 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社焼肉の牛太 代表取締役 松田 清治 670-0826 兵庫県姫路市楠町１１３番地 792215129 西播(龍健)第700-154 平成29年10月25日 令和5年11月30日 平成11年10月21日
000028 6000081669 マルナカ太子店 671-1521 揖保郡太子町東出字藤社２３２－１ 792756111 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南１丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第700-157 平成29年10月25日 令和5年11月30日 平成11年11月5日
000028 6000081670 マルナカ太子店 671-1521 揖保郡太子町東出字藤社２３２－１ 792756111 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南１丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第700-156 平成29年10月25日 令和5年11月30日 平成11年11月5日
000028 6000081671 マルナカ太子店 671-1521 揖保郡太子町東出字藤社２３２－１ 792756111 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南１丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第700-155 平成29年10月25日 令和5年11月30日 平成11年11月5日
000028 6000081692 ｸﾞﾚ 671-1511 揖保郡太子町太田2134-1 792762545 飲食店営業(4)その他 一般 高橋 美江 西播(龍健)第700-174 平成30年11月29日 令和6年11月30日 平成12年10月3日
000028 6000081693 浜うさぎ 671-1553 揖保郡太子町老原2-1 792753303 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社姫路観光 代表取締役 福永 欽弥 651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通四丁目１番１５号日商岩井三宮５０３号 792932430 西播(龍健)第700-169 平成30年11月29日 令和6年11月30日 平成12年10月11日
000028 6000081702 喫茶ﾗ･ｻｰﾙ 671-1503 揖保郡太子町天満山232-1 792774787 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 手操 洋子 西播(龍健)第700-217 平成31年2月26日 令和7年2月28日 平成12年12月6日
000028 6000081705 ｶﾗｵｹ喫茶 集一人 671-1535 揖保郡太子町蓮常寺279-1 792766657 飲食店営業(4)その他 一般 上村 節子 西播(龍健)第700-213 平成31年2月26日 令和7年2月28日 平成13年2月28日
000028 6000081725 中村屋 671-1632 たつの市揖保川町黍田５５－３ 791722012 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 澤田　雅年 西播(龍健)第1-77 令和4年5月31日 令和10年5月31日 令和4年5月31日
000028 6000081729 喫茶ｺｰﾅｰ 671-1601 たつの市揖保川町半田703-1 791723050 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 医療法人古橋会 理事長 古橋 淳夫 671-1601 兵庫県たつの市揖保川町半田703-1 791723050 西播(龍健)第700-146 平成29年10月23日 令和5年11月30日 平成3年11月6日
000028 6000081730 ほかほか弁当揖保川店 671-1631 たつの市揖保川町山津屋141-11 791723168 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社 井河原ﾌｰｽﾞ 代表取締役 井河原 良二 671-1631 兵庫県たつの市揖保川町山津屋141-11 791724530 西播(龍健)第700-237 平成30年1月29日 令和6年2月29日 平成4年1月20日
000028 6000081731 スナックかめや 671-1643 たつの市揖保川町神戸北山１５１ 791724101 飲食店営業(4)その他 一般 堀本 泰子 西播(龍健)第700-207 令和1年11月28日 令和7年11月30日 平成4年11月6日
000028 6000081735 焼肉力 671-1642 たつの市揖保川町大門２７４－１６ 791726432 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社焼肉力 代表取締役 本庄 明俊 672-8064 兵庫県姫路市飾磨区細江６２８番地 792950565 西播(龍健)第700-225 令和2年11月30日 令和8年11月30日 平成5年11月16日
000028 6000081737 播磨の里相生店 671-1642 たつの市揖保川町大門字種共２－１ 791725775 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社播磨の里 代表取締役 有馬 芳秋 670-0882 兵庫県姫路市広峰１－８－２４ 792812298 西播(龍健)第168-47 令和3年5月10日 令和9年5月31日 平成6年4月18日
000028 6000081756 HOTEL LaLaLa 671-1642 たつの市揖保川町大門１８４－１ 791725933 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社北国 取締役 太田 水香 671-1642 兵庫県たつの市揖保川町大門１８４番地の１ 791725933 西播(龍健)第1-221 令和4年11月14日 令和10年11月30日 令和4年11月14日
000028 6000081757 ホテルＺＥＲＯ 671-1641 たつの市揖保川町原５５７－１ 791727488 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社　萬田 代表取締役 中西 康人 671-1641 兵庫県たつの市揖保川町原５５７－１ 792727488 西播(龍健)第1-236 令和4年11月28日 令和10年11月30日 令和4年11月28日
000028 6000081758 伝説のたこ焼 671-1643 たつの市揖保川町正条２８５－６ 791726061 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前田 吉治 西播(龍健)第1-274 令和5年2月13日 令和11年2月28日 令和5年2月13日
000028 6000081763 ｿﾚｲﾕ 671-1632 たつの市揖保川町黍田字ｦｸ池ﾉ下254-1 791726135 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人揖南福祉会 理事 山口 宗男 671-1632 兵庫県たつの市揖保川町黍田430-59 791726060 西播(龍健)第700-76 平成30年7月18日 令和6年8月31日 平成12年6月2日
000028 6000081768 愛宕 679-4102 たつの市神岡町北横内１５５－１ 791651181 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福島 正博 西播(龍健)第700-191 令和2年10月28日 令和8年11月30日 昭和47年10月17日
000028 6000081773 焼き肉やない 679-4103 たつの市神岡町上横内３７７ 791651012 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 矢内 ヨリ子 西播(龍健)第1-118 令和3年11月10日 令和9年11月30日 令和3年11月10日
000028 6000081775 三宝 679-4109 たつの市神岡町東觜崎５９８ 791650570 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 今村 博 西播(龍健)第1-121 令和4年8月3日 令和10年8月31日 令和4年8月3日
000028 6000081777 水谷商店 679-4108 たつの市神岡町大住寺７７ 791651743 飲食店営業(4)その他 一般 水谷 太 西播(龍健)第700-223 平成30年1月18日 令和6年2月29日 昭和62年2月20日
000028 6000081779 ビーフショップ ヨシダ 679-4103 たつの市神岡町上横内３８－２ 791650239 飲食店営業(4)その他 一般 吉田 真哉 西播(龍健)第700-180 令和1年11月25日 令和7年11月30日 昭和62年10月22日
000028 6000081797 揖保乃糸庵 679-4101 たつの市神岡町奥村５６ 791659000 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 兵庫県手延素麺協同組合 代表理事 井上 猛 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永２１９－２ 791620826 西播(龍健)第168-30 令和3年4月28日 令和9年5月31日 平成9年3月6日
000028 6000081807 アルペンローゼ 679-4002 たつの市揖西町中垣内３２－１ 791661533 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 小林 晴美 西播(龍健)第700-75 平成30年7月18日 令和6年8月31日 昭和62年7月31日
000028 6000081808 カフェロッジ津原 679-4021 たつの市揖西町小犬丸字津原２２３２－５７ 791661343 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前田 定子 西播(龍健)第700-24 令和2年4月23日 令和8年5月31日 昭和63年3月22日
000028 6000081809 さつき飲食店 679-4004 たつの市揖西町清水新１１０ 791661766 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高安 シナ子 西播(龍健)第700-115 令和2年7月27日 令和8年8月31日 昭和63年8月9日
000028 6000081818 レストラン ビックス 679-4017 たつの市揖西町土師１４６－８ 791661179 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ビックス 代表取締役 進藤 秀司 679-4017 兵庫県たつの市揖西町土師１４６－８ 791661179 西播(龍健)第1-13 令和3年7月26日 令和9年8月31日 令和3年7月26日
000028 6000081825 すずめの学校 679-4004 たつの市揖西町清水新167-1 791661378 飲食店営業(4)その他 一般 重本 めぐみ 西播(龍健)第700-58 平成30年5月29日 令和6年5月31日 平成12年4月7日
000028 6000081829 （株）レゾナック龍野事業所 679-4155 たつの市揖保町揖保中字来光寺２５１－１ 791671150 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ウオクニ株式会社 代表取締役 野々村 充教 657-0842 兵庫県神戸市灘区船寺通四丁目５番１６号 788017755 西播(龍健)第700-198 令和1年11月26日 令和7年11月30日 昭和46年9月30日
000028 6000081835 有限会社　龍野給食 679-4155 たつの市揖保町揖保中５００ 791678815 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社龍野給食 代表取締役 堀 剛三 679-4155 兵庫県たつの市揖保町揖保中５００番地 791678815 西播(龍健)第1-129 令和3年11月19日 令和9年11月30日 令和3年11月19日
000028 6000081845 喫茶麦 679-4138 たつの市誉田町下沖２５８－３ 791678637 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 槇下 克彦 西播(龍健)第1-282 令和5年2月16日 令和11年2月28日 令和5年2月16日
000028 6000081852 ミナミ 679-4133 たつの市誉田町誉字尾ノ迴２２－１ 飲食店営業(4)その他 一般 山本 康子 西播(龍健)第700-137 令和1年10月16日 令和7年11月30日 平成7年11月6日
000028 6000081854 ローソン龍野福田店 679-4132 たつの市誉田町福田２３１－３ 791632380 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ハングリー 代表取締役 杉本 洋子 679-4132 兵庫県たつの市誉田町福田２３１－３ 791632380 西播(龍健)第700-175 令和2年10月20日 令和9年11月30日 平成8年9月19日
000028 6000081859 やきとり響 679-4132 たつの市誉田町福田字片岡２３０－１ 791621566 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石本 隆 西播(龍健)第1-188 令和4年10月21日 令和10年11月30日 令和4年10月21日
000028 6000081865 Need'sにぃーず 679-4132 たつの市誉田町福田323-9 791629111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橋元 哲典 西播(龍健)第700-121 平成30年8月29日 令和6年8月31日 平成12年7月28日
000028 6000081879 よこた東店 679-4129 たつの市龍野町堂本字岸の下２０ 791631645 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社よこた 代表取締役 横田 清孝 679-4175 兵庫県たつの市龍野町旭町１５３番地 791620380 西播(龍健)第700-250 令和3年1月14日 令和9年2月28日 昭和47年12月5日
000028 6000081886 蛸源 679-4121 たつの市龍野町島田広道１１４－２ 791633249 飲食店営業(4)その他 一般 衣笠 美智子 西播(龍健)第700-234 令和2年11月30日 令和8年11月30日 昭和50年9月13日
000028 6000081888 株式会社　山吹 679-4167 たつの市龍野町富永５１８－４ 791631350 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社山吹 代表取締役 大谷 浩一 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永５１８－４ 791631350 西播(龍健)第700-220 令和2年11月20日 令和8年11月30日 昭和50年11月28日
000028 6000081893 富士 679-4167 たつの市龍野町富永７５３－１ 791630027 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三尾 忠重 西播(龍健)第700-118 令和2年7月31日 令和8年8月31日 昭和53年8月2日
000028 6000081896 カフェドベル 679-4129 たつの市龍野町堂本２６０－１ 791634525 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小林 旭 西播(龍健)第700-179 令和2年10月20日 令和8年11月30日 昭和53年9月18日
000028 6000081898 コーヒーハウス詩 679-4161 たつの市龍野町日山１５１－１ 791632272 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高畑 昭 西播(龍健)第1-33 令和4年5月2日 令和10年5月31日 令和4年5月2日
000028 6000081906 二葉旅館 679-4166 たつの市龍野町川原町１９０－２ 791632300 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社二葉旅館 取締役 奈良木 和男 679-4166 兵庫県たつの市龍野町川原町１９０－２ 791632300 西播(龍健)第700-232 令和2年1月27日 令和8年2月28日 昭和58年2月14日
000028 6000081920 スナックMSミズ 679-4126 たつの市龍野町中村３０３－２ 791622311 飲食店営業(4)その他 一般 伊藤 和美 西播(龍健)第1-192 令和4年10月21日 令和10年11月30日 令和4年10月21日
000028 6000081925 割烹小浜 679-4166 たつの市龍野町川原町２１２－２ 791623447 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中村 卓 西播(龍健)第1-199 令和4年10月28日 令和10年11月30日 令和4年10月28日
000028 6000081929 つくし 679-4129 たつの市龍野町堂本44-1 791624033 飲食店営業(4)その他 一般 山本 年子 西播(龍健)第700-222 平成30年1月18日 令和6年2月29日 昭和61年12月1日
000028 6000081932 八宝閣 679-4122 たつの市龍野町日飼380-1 791622211 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 八宝閣株式会社 代表取締役 小坂 太紀惠 679-4122 兵庫県たつの市龍野町日飼380-1 791622211 西播(龍健)第700-46 平成30年5月23日 令和6年5月31日 昭和62年4月24日
000028 6000081933 大ちゃん 679-4166 たつの市龍野町川原町258 791624440 飲食店営業(4)その他 一般 大源 照子 西播(龍健)第700-110 平成30年8月14日 令和6年8月31日 昭和62年6月5日
000028 6000081942 喫茶＆スナック駅前 679-4129 たつの市龍野町堂本２５ 791632060 飲食店営業(4)その他 一般 福田 昭子 西播(龍健)第700-158 令和2年8月31日 令和8年8月31日 昭和63年6月6日
000028 6000081950 県立龍野高等学校食堂 679-4161 たつの市龍野町日山５５４ 791630039 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 アールシー食品株式会社 代表取締役 南 裕文 671-2221 兵庫県姫路市青山北２丁目１４－２２ 792668522 西播(龍健)第1-99 令和3年10月28日 令和9年11月30日 令和3年10月28日
000028 6000081965 珈琲館ﾍﾟﾘｰﾇ 679-4129 たつの市龍野町堂本11-6 791632555 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大部 ぬい子 西播(龍健)第700-104 平成30年8月9日 令和6年8月31日 平成4年7月9日
000028 6000081967 海鮮酒房 りょう 679-4167 たつの市龍野町富永４５６－１ 791634646 飲食店営業(4)その他 一般 綾部 雄一 西播(龍健)第700-196 令和1年11月26日 令和7年11月30日 平成4年11月12日
000028 6000081989 ピザロイヤルハット龍野店 679-4129 たつの市龍野町堂本２２２－１５ 791629000 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アーバンキャリー 代表取締役 米澤 正 779-1245 徳島県阿南市那賀川町中島９９３－１ 884423518 西播(龍健)第700-11 令和2年4月22日 令和8年5月31日 平成8年3月27日
000028 6000081993 愛菜龍野店 679-4121 たつの市龍野町島田10-1 791630047 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ｺｰﾌﾟﾌｰｽﾞ 代表取締役 友重 伸和 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-3-19 794956001 西播(龍健)第700-100 平成29年8月10日 令和6年8月31日 昭和59年1月1日
000028 6000081995 コープ龍野 679-4121 たつの市龍野町島田１０－１ 791620015 飲食店営業(4)その他 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目３番１９号 788561003 西播(龍健)第700-84 平成29年7月13日 令和6年8月31日 昭和59年1月1日
000028 6000082001 お好みトリプル 679-4125 たつの市龍野町末政１６５－４ 791623388 飲食店営業(4)その他 一般 三木 貢 西播(龍健)第700-190 令和2年10月26日 令和8年11月30日 平成8年11月29日
000028 6000082002 エデンの東 679-4172 たつの市龍野町上川原５２ 791631273 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 丸尾 功二 西播(龍健)第700-253 令和3年1月14日 令和9年2月28日 平成8年12月16日
000028 6000082003 イセダ屋龍野店 679-4167 たつの市龍野町富永６９０－１ 791630700 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社イセダ屋 代表取締役 伊勢田 大樹 672-8071 兵庫県姫路市飾磨区構４丁目５５番地 792334480 西播(龍健)第700-252 令和3年1月14日 令和9年2月28日 平成8年12月24日
000028 6000082006 カワベ竜野店 679-4167 たつの市龍野町富永字才ノ木５２０－１ 791634147 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社カワベ 代表取締役 川辺 大介 678-0052 兵庫県相生市大島町１番１２号 791233335 西播(龍健)第700-258 令和3年1月15日 令和9年2月28日 平成9年2月26日
000028 6000082007 カワベ竜野店 679-4167 たつの市龍野町富永字才ノ木５２０－１ 791634147 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社カワベ 代表取締役 川辺 大介 678-0052 兵庫県相生市大島町１番１２号 791233335 西播(龍健)第700-259 令和3年1月15日 令和9年2月28日 平成9年2月28日
000028 6000082009 ガスト龍野店 679-4128 たつの市龍野町小宅北字大町６４－１ 791642077 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保一丁目２５番８号 422375218 西播(龍健)第1-16 令和3年7月26日 令和9年8月31日 令和3年7月26日
000028 6000082018 栗原病院 679-4167 たつの市龍野町富永４９５－１ 791630572 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役社長 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内２丁目７番３号 332873611 西播(龍健)第1-157 令和4年1月25日 令和11年2月28日 令和4年1月25日
000028 6000082021 お好み焼  いっ福 679-4167 たつの市龍野町富永１９３－１９ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 地丸 君子 西播(龍健)第1-155 令和4年1月25日 令和10年2月29日 令和4年1月25日
000028 6000082022 こにー 679-4167 たつの市龍野町富永５４１－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 徳永 佳世子 西播(龍健)第1-49 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 6000082023 Ｄ－５１ 679-4167 たつの市龍野町富永７０１－１ 791620965 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 黒田 一男 西播(龍健)第1-32 令和4年5月2日 令和10年5月31日 令和4年5月2日
000028 6000082025 片しぼ竹の宿梅玉 679-4165 たつの市龍野町本町１ 791621101 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社梅玉旅館 代表取締役 山本 信一 679-4165 兵庫県たつの市龍野町本町１番地 791621101 西播(龍健)第1-67 令和4年5月27日 令和10年5月31日 令和4年5月27日
000028 6000082026 中華料理あずま 679-4129 たつの市龍野町堂本３４ 791623897 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上田 益三 西播(龍健)第1-25 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 6000082027 あの頃 679-4122 たつの市龍野町日飼３８０－１０ 791623315 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤田 嘉彦 西播(龍健)第1-9 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 6000082030 小僧寿し龍野店 679-4167 たつの市龍野町富永７３２－２ 791633387 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社サニーフーヅ 代表取締役 中村 彰宏 675-0104 高知県高知市北御座９番１１号 888788925 西播(龍健)第1-118 令和4年8月1日 令和10年8月31日 令和4年8月1日
000028 6000082043 カラオケスタジオとんぼ村 679-4167 たつの市龍野町富永1005-54 791639630 飲食店営業(4)その他 一般 山田 徳子 西播(龍健)第700-152 平成29年10月24日 令和5年11月30日 平成11年10月12日
000028 6000082046 すずむら 679-4178 たつの市龍野町大手43 791621376 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鈴村 りく 西播(龍健)第700-148 平成29年10月25日 令和5年11月30日 平成11年11月10日
000028 6000082048 ｶﾞﾚﾘｱｱｰﾂｱﾝﾄﾞﾃｨｰ 679-4167 たつの市龍野町富永1439 791633555 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井上 美佳 西播(龍健)第700-200 平成29年11月28日 令和5年11月30日 平成11年11月17日
000028 6000082053 わか桜 679-4179 たつの市龍野町上霞城36-2 791624082 飲食店営業(4)その他 一般 田口 育代 西播(龍健)第700-18 平成30年4月24日 令和6年5月31日 平成12年4月10日
000028 6000082094 ｻﾝｼｬｲﾝｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾟﾗｻﾞ 671-1501 揖保郡太子町山田６６３－４５ 792776000 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社愛 代表取締役 田路 智徳 671-2223 兵庫県姫路市青山南４－７－２９ 792761181 西播(龍健)第700-100 平成30年8月3日 令和5年8月31日 平成5年6月22日
000028 6000082117 正元生菓子店 671-1321 たつの市御津町苅屋1280-3 菓子製造業 一般 正元 一郎 西播(龍健)第701-51 平成30年1月22日 令和6年2月29日 平成4年2月3日
000028 6000082127 ｹｰｷﾊｳｽ夢工房 679-4313 たつの市新宮町新宮1044-1 791754506 菓子製造業 一般 塚本 一郎 西播(龍健)第701-40 平成29年11月14日 令和5年11月30日 平成11年11月25日
000028 6000082130 株式会社とらや山本 671-1553 揖保郡太子町老原５８０－８ 792761501 菓子製造業 一般 株式会社とらや山本 代表取締役 山本 邦夫 671-1553 兵庫県揖保郡太子町老原５８０番地の８ 792761501 西播(龍健)第11-7 令和3年8月11日 令和9年8月31日 令和3年8月11日
000028 6000082131 菓子の樹 671-1524 揖保郡太子町東保５１７－３ 792773022 菓子製造業 一般 井口 信義 西播(龍健)第11-5 令和5年4月24日 令和11年5月31日 令和5年4月24日
000028 6000082135 虎屋本店 671-1511 揖保郡太子町太田２１９９－３ 菓子製造業 一般 廣岡 稔也 西播(龍健)第11-13 令和4年8月2日 令和10年8月31日 令和4年8月2日
000028 6000082147 サルビア園 671-1632 たつの市揖保川町黍田４３０－５９ 791726060 菓子製造業 一般 社会福祉法人揖南福祉会 理事 山口 宗男 671-1632 兵庫県たつの市揖保川町黍田４３０番地の５９ 791726060 西播(龍健)第11-3 令和3年7月26日 令和9年8月31日 令和3年7月26日
000028 6000082150 水谷商店 679-4108 たつの市神岡町大住寺７７ 791651743 菓子製造業 一般 水谷 太 西播(龍健)第701-50 平成30年1月18日 令和6年2月29日 昭和62年2月20日
000028 6000082152 吉川商店 679-4027 たつの市揖西町長尾５９８ 791660656 菓子製造業 一般 吉川 満 西播(龍健)第701-3 平成31年4月22日 令和6年5月31日 平成5年3月5日
000028 6000082165 宝月堂 679-4167 たつの市龍野町富永359-1 791633145 菓子製造業 一般 前田 利幸 西播(龍健)第701-38 平成29年10月27日 令和5年11月30日 昭和61年11月7日
000028 6000082174 カワベ竜野店 679-4167 たつの市龍野町富永字才ノ木５２０－１ 791634147 菓子製造業 一般 株式会社カワベ 代表取締役 川辺 大介 678-0052 兵庫県相生市大島町１番１２号 791233335 西播(龍健)第701-50 令和3年1月15日 令和9年2月28日 平成9年2月28日
000028 6000082176 シャトレーゼ龍野店 679-4167 たつの市龍野町富永５４１－２ 菓子製造業 一般 徳永 佳世子 西播(龍健)第11-3 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 6000082177 シャウムクレーム 679-4122 たつの市龍野町日飼９７－２ 791624688 菓子製造業 一般 有限会社シャウムクレーム 代表取締役 福田 大介 679-4122 兵庫県たつの市龍野町日飼９７番地の２ 791624688 西播(龍健)第11-2 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 6000082178 吾妻堂 679-4177 たつの市龍野町下川原５２ 菓子製造業 一般 和田 陽太郎 西播(龍健)第11-19 令和4年10月28日 令和10年11月30日 令和4年10月28日
000028 6000082185 娯楽室真心 679-4342 たつの市新宮町平野２８－２ 791752585 飲食店営業(4)その他 一般 古川 美鈴 西播(龍健)第1-163 令和4年8月30日 令和10年8月31日 令和4年8月30日
000028 6000082188 サンシャインガーデンプラザ 671-1501 揖保郡太子町山田６６３－４５ 792761181 喫茶店営業 一般 株式会社愛 代表取締役 田路 智徳 671-2223 兵庫県姫路市青山南４－７－２９ 792761181 西播(龍健)第708-11 令和2年5月26日 令和8年5月31日 昭和59年1月1日
000028 6000082383 岩見漁業協同組合 671-1331 たつの市御津町岩見1299-8 793220024 魚介類せり売営業 一般 岩見漁業協同組合 代表理事組合長 井上 仁 671-1331 兵庫県たつの市御津町岩見1308-5 793220024 西播(龍健)第705-1 平成29年11月14日 令和5年11月30日 昭和59年1月1日
000028 6000082384 室津漁業協同組合 671-1332 たつの市御津町室津493-2地先 793240231 魚介類せり売営業 一般 室津漁業協同組合 代表理事組合長 中川 照央 671-1332 兵庫県たつの市御津町室津493-2地先 793240231 西播(龍健)第705-1 平成30年5月14日 令和6年5月31日 昭和59年1月1日
000028 6000082397 マックスバリュ御津店 671-1321 たつの市御津町苅屋字大新田４４０－１ 793222596 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第704-21 令和1年11月8日 令和7年11月30日 昭和59年1月1日
000028 6000082399 井口商店 671-1331 たつの市御津町岩見６０６－１ 793220395 魚介類販売業 一般 井口 義徳 西播(龍健)第4-7 令和4年10月19日 令和10年11月30日 令和4年10月19日
000028 6000082418 プチマルシェ新宮店 679-4300 たつの市新宮町新田山下８０－１２ 791753522 魚介類販売業 一般 株式会社銀ビルストアー 代表取締役 大塚 英木 670-0912 兵庫県姫路市南町３１番地 792880001 西播(龍健)第4-3 令和4年8月19日 令和10年8月31日 令和4年8月19日
000028 6000082422 マックスバリュ新宮店 679-4315 たつの市新宮町井野原上向川原889 791751851 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第704-10 平成30年8月3日 令和6年8月31日 昭和59年1月1日
000028 6000082434 魚光鮮魚店 671-1531 揖保郡太子町立岡１５３－１ 792766466 魚介類販売業 一般 小泉 好美 西播(龍健)第704-24 令和1年11月20日 令和7年11月30日 昭和59年1月1日
000028 6000082442 マックスバリュ太子南店 671-1535 揖保郡太子町蓮常寺２８１－２ 792763990 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第704-46 令和3年1月21日 令和9年2月28日 昭和59年1月1日
000028 6000082445 マルナカ太子店 671-1521 揖保郡太子町東出字藤社２３２－１ 792756111 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南１丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第704-16 平成29年10月25日 令和5年11月30日 昭和59年1月1日
000028 6000082489 ㈱堀米商店 679-4166 たつの市龍野町川原町２１１ 791621349 魚介類販売業 一般 株式会社堀米商店 代表取締役 堀 慎吾 679-4166 兵庫県たつの市龍野町川原町２１１番地 791621349 西播(龍健)第4-4 令和4年8月31日 令和9年8月31日 令和4年8月31日
000028 6000082492 大谷商店 679-4172 たつの市龍野町上川原角目１０６ 791620069 魚介類販売業 一般 大谷 博之 西播(龍健)第4-7 令和3年10月27日 令和9年11月30日 令和3年10月27日
000028 6000082497 コープ龍野 679-4121 たつの市龍野町島田１０－１ 791620015 魚介類販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目３番１９号 788561003 西播(龍健)第704-6 平成29年7月13日 令和6年8月31日 昭和59年1月1日
000028 6000082499 カワベ竜野店 679-4167 たつの市龍野町富永字才ノ木５２０－１ 791634147 魚介類販売業 一般 株式会社カワベ 代表取締役 川辺 大介 678-0052 兵庫県相生市大島町１番１２号 791233335 西播(龍健)第704-42 令和3年1月15日 令和9年2月28日 昭和59年1月1日
000028 6000082500 イセダ屋龍野店 679-4167 たつの市龍野町富永６９０－１ 791630700 魚介類販売業 一般 株式会社イセダ屋 代表取締役 伊勢田 大樹 672-8071 兵庫県姫路市飾磨区構４丁目５５番地 792334480 西播(龍健)第4-10 令和3年11月19日 令和9年11月30日 令和3年11月19日
000028 6000082521 ヒガシマル醤油株式会社第一工場 679-4167 たつの市龍野町富永２８８ 791634567 酒類製造業 一般 ヒガシマル醬油株式会社 代表取締役 竹内 宏平 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永１００番地の３ 791634567 西播(龍健)第719-1 令和2年5月29日 令和8年5月31日 昭和59年1月1日
000028 6000082523 ﾌﾞﾝｾﾝ株式会社本社南区工場 679-4313 たつの市新宮町新宮３８７ 791751151 醤油製造業 一般 ブンセン株式会社 代表取締役 田中 智樹 679-4313 兵庫県たつの市新宮町新宮３８７ 791751151 西播(龍健)第717-1 平成30年5月31日 令和6年5月31日 昭和59年1月1日



000028 6000082524 日本丸天醤油㈱ 671-1601 たつの市揖保川町半田672 791723535 醤油製造業 一般 日本丸天醤油株式会社 代表取締役 延賀 海輝 671-1601 兵庫県たつの市揖保川町半田672 791723535 西播(龍健)第717-2 平成31年2月7日 令和7年2月28日 昭和59年1月1日
000028 6000082528 坪田醤油醸造所 679-4151 たつの市揖保町山下４３３ 醤油製造業 一般 坪田 隆 西播(龍健)第717-1 令和3年1月25日 令和8年2月28日 昭和59年1月1日
000028 6000082530 ヒガシマル醤油（株）第一工場 679-4167 たつの市龍野町富永２８８ 791634567 醤油製造業 一般 ヒガシマル醬油株式会社 代表取締役 竹内 宏平 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永１００番地の３ 791634567 西播(龍健)第189-1 令和3年5月26日 令和9年5月31日 昭和59年1月1日
000028 6000082532 末廣醤油株式会社 679-4173 たつの市龍野町門の外13 791620005 醤油製造業 一般 末廣醤油株式会社 代表取締役 末廣 卓也 679-4173 兵庫県たつの市龍野町門の外13 791620005 西播(龍健)第717-4 平成29年11月21日 令和5年11月30日 昭和59年1月1日
000028 6000082536 （株）曽谷 671-1312 たつの市御津町碇岩９１ 793221861 食肉処理業 一般 株式会社曽谷 代表取締役 曽谷 和繁 671-1312 兵庫県たつの市御津町碇岩９１ 793221861 西播(龍健)第712-5 令和1年11月8日 令和7年11月30日 昭和59年1月1日
000028 6000082548 株式会社はりま 671-1621 たつの市揖保川町正條48-5 791724380 食肉処理業 一般 株式会社はりま 代表取締役 大西 利宣 671-1621 兵庫県たつの市揖保川町正條48-5 791724380 西播(龍健)第712-5 平成30年8月28日 令和6年8月31日 昭和59年1月1日
000028 6000082551 株式会社ロイヤルミートコントロール 679-4116 たつの市神岡町沢田１１２１－１ 791633800 食肉処理業 一般 株式会社ロイヤルミートコントロール 代表取締役 松山 順次 679-4116 兵庫県たつの市神岡町沢田１１２１－１番地 791633800 西播(龍健)第9-1 令和3年10月20日 令和9年11月30日 令和3年10月20日
000028 6000082555 柴田商店 679-4129 たつの市龍野町堂本２７９－２ 食肉処理業 一般 小椋 公子 西播(龍健)第712-1 令和2年7月1日 令和8年8月31日 昭和59年1月1日
000028 6000082557 ㈱曽谷 671-1312 たつの市御津町碇岩９１ 793221861 食肉販売業 一般 株式会社曽谷 代表取締役 曽谷 和繁 671-1312 兵庫県たつの市御津町碇岩９１ 793221861 西播(龍健)第713-52 平成30年2月7日 令和6年2月29日 昭和59年1月1日
000028 6000082558 （株）曽谷 671-1321 たつの市御津町苅屋４７７－３ 793223831 食肉販売業 一般 株式会社曽谷 代表取締役 曽谷 和繁 671-1312 兵庫県たつの市御津町碇岩９１番地 793221861 西播(龍健)第713-44 令和2年11月26日 令和8年11月30日 昭和59年1月1日
000028 6000082561 マックスバリュ御津店 671-1321 たつの市御津町苅屋字大新田４４０－１ 793222596 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第713-2 平成30年5月2日 令和6年5月31日 昭和59年1月1日
000028 6000082563 吹田屋精肉店 679-4326 たつの市新宮町船渡113-3 食肉販売業 一般 西播(龍健)第713-33 平成29年11月14日 令和5年11月30日 昭和59年1月1日
000028 6000082570 肉のハセ 679-4326 たつの市新宮町船渡２５１－２ 791754668 食肉販売業 一般 長谷 繁夫 西播(龍健)第3-1 令和3年7月21日 令和9年8月31日 令和3年7月21日
000028 6000082574 ぶっちゃー本店 679-4322 たつの市新宮町中野庄２３３－１ 791752207 食肉販売業 一般 ぶっちゃー株式会社 代表取締役 片岡 啓幸 679-4327 兵庫県たつの市新宮町中野庄２３３番地１ 791752207 西播(龍健)第3-1 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 6000082575 プチマルシェ新宮店 679-4300 たつの市新宮町新田山下８０－１２ 791753522 食肉販売業 一般 株式会社銀ビルストアー 代表取締役 大塚 英木 670-0912 兵庫県姫路市南町３１番地 792880001 西播(龍健)第3-8 令和4年8月19日 令和10年8月31日 令和4年8月19日
000028 6000082578 福島精肉店 679-4322 たつの市新宮町仙正42-5 食肉販売業 一般 伊藤 裕司 西播(龍健)第713-12 平成29年7月26日 令和5年8月31日 昭和59年1月1日
000028 6000082579 ㈱山喜 679-4322 たつの市新宮町仙正９３ 791751111 食肉販売業 一般 株式会社山喜 代表取締役 前田 大由 679-4322 兵庫県たつの市新宮町仙正９３ 791751111 西播(龍健)第713-7 平成30年5月17日 令和6年5月31日 昭和59年1月1日
000028 6000082580 マックスバリュ新宮店 679-4315 たつの市新宮町井野原上向川原889 791751851 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第713-21 平成30年8月3日 令和6年8月31日 昭和59年1月1日
000028 6000082590 マックスバリュ太子南店 671-1535 揖保郡太子町蓮常寺２８１－２ 792763990 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第713-49 令和3年1月21日 令和9年2月28日 昭和59年1月1日
000028 6000082592 マルナカ太子店 671-1521 揖保郡太子町東出字藤社２３２－１ 792756111 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南１丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第713-24 平成29年10月25日 令和5年11月30日 昭和59年1月1日
000028 6000082593 ぶっちゃー太子店 671-1541 揖保郡太子町塚森１３６ 792777088 食肉販売業 一般 ぶっちゃー株式会社 代表取締役 片岡 啓幸 679-4327 兵庫県たつの市新宮町中野庄２３３－１ 791752207 西播(龍健)第713-11 平成30年5月29日 令和6年5月31日 昭和59年1月1日
000028 6000082595 新井鶏肉店 671-1631 たつの市揖保川町山津屋２２５ 食肉販売業 一般 新井 清晴 西播(龍健)第713-41 令和2年2月5日 令和8年2月28日 昭和59年1月1日
000028 6000082598 株式会社はりま 671-1621 たつの市揖保川町正條４８－５ 791724380 食肉販売業 一般 株式会社はりま 代表取締役 大西 利宣 671-1621 兵庫県たつの市揖保川町正條４８番地の５ 791724380 西播(龍健)第3-8 令和4年2月9日 令和10年2月29日 令和4年2月9日
000028 6000082599 ビーフショップ ヨシダ 679-4103 たつの市神岡町上横内３８－２ 食肉販売業 一般 吉田 真哉 西播(龍健)第713-30 令和1年11月25日 令和7年11月30日 昭和59年1月1日
000028 6000082600 マルサン精肉店 679-4101 たつの市神岡町奥村畑ケ田６－２ 791650883 食肉販売業 一般 木村 博文 西播(龍健)第3-4 令和3年10月20日 令和9年11月30日 令和3年10月20日
000028 6000082610 肉の岸沢屋 679-4167 たつの市龍野町富永１９４ 791634129 食肉販売業 一般 有限会社岸屋 代表取締役 加嶋 隆良 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永１９４番地 791634129 西播(龍健)第3-3 令和4年5月27日 令和10年5月31日 令和4年5月27日
000028 6000082616 木村屋精肉店 679-4165 たつの市龍野町本町６９ 791620552 食肉販売業 一般 木村 達也 西播(龍健)第3-6 令和4年8月1日 令和10年8月31日 令和4年8月1日
000028 6000082617 コープ龍野 679-4121 たつの市龍野町島田１０－１ 791620015 食肉販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町一丁目３番１９号 788561003 西播(龍健)第713-10 平成29年7月13日 令和6年8月31日 昭和59年1月1日
000028 6000082618 カワベ竜野店 679-4167 たつの市龍野町富永字才ノ木５２０－１ 791634147 食肉販売業 一般 株式会社カワベ 代表取締役 川辺 大介 678-0052 兵庫県相生市大島町１番１２号 791233335 西播(龍健)第713-48 令和3年1月15日 令和9年2月28日 昭和59年1月1日
000028 6000082619 イセダ屋龍野店 679-4167 たつの市龍野町富永６９０－１ 791630700 食肉販売業 一般 株式会社イセダ屋 代表取締役 伊勢田 大樹 672-8071 兵庫県姫路市飾磨区構４丁目５５番地 792334480 西播(龍健)第713-40 平成29年11月24日 令和5年11月30日 昭和59年1月1日
000028 6000082708 本田冷蔵㈱太子工場 671-1532 揖保郡太子町糸井３１８ 792761404 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 本田冷蔵株式会社 代表取締役 本田 明良 671-1226 兵庫県姫路市網干区高田３５５ 792761404 西播(龍健)第706-4 平成30年1月29日 令和6年2月29日 昭和59年1月1日
000028 6000082711 辻麺業㈱ 671-1522 揖保郡太子町矢田部74 792772323 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 辻麺業株式会社 代表取締役 辻 明典 671-1522 兵庫県揖保郡太子町矢田部74 792772323 西播(龍健)第706-2 平成29年7月31日 令和5年8月31日 昭和59年1月1日
000028 6000082712 株式会社　横尾商店 679-4109 たつの市神岡町東觜崎３００－１ 791650181 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社横尾商店 代表取締役 横尾 昌典 679-4108 兵庫県たつの市神岡町大住寺４３８－１ 791650181 西播(龍健)第706-3 令和2年5月29日 令和8年5月31日 昭和59年1月1日
000028 6000082718 兵庫飲料工場 679-4155 たつの市揖保町揖保中220-1 791678888 清涼飲料水製造業 一般 ユーシーシー上島珈琲株式会社 代表取締役 朝田 文彦 650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通５－１－６ 783048888 西播(龍健)第724-1 平成30年5月28日 令和6年5月31日 昭和59年1月1日
000028 6000082720 高圧ガス工業株式会社　播磨工場 671-1601 たつの市揖保川町半田字前田６１０ 791723431 添加物製造業 一般 高圧ガス工業株式会社 代表取締役 黒木 幹也 530-0015 大阪府大阪市北区中崎西二丁目４番１２号 677112570 西播(龍健)第32-1 令和4年2月10日 令和10年2月29日 令和4年2月10日
000028 6000082723 石原食品 671-1511 揖保郡太子町太田223-4 792762025 豆腐製造業 一般 石原 和昌 西播(龍健)第720-1 平成30年5月18日 令和6年5月31日 昭和59年1月1日
000028 6000082727 有限会社柴原商店 679-4132 たつの市誉田町福田１５１－６ 791621531 豆腐製造業 一般 有限会社柴原商店 代表取締役 柴原 淳一 679-4132 兵庫県たつの市誉田町福田１５１番地の６ 791621531 西播(龍健)第22-2 令和4年8月3日 令和10年8月31日 令和4年8月3日
000028 6000082728 兵庫飲料工場 679-4155 たつの市揖保町揖保中220-1 791678888 乳製品製造業 一般 ユーシーシー上島珈琲株式会社 代表取締役 朝田 文彦 650-0015 兵庫県神戸市中央区多聞通５－１－６ 783048888 西播(龍健)第703-1 平成30年5月28日 令和6年5月31日 昭和59年1月1日
000028 6000083071 天下一品　太子店 671-1521 揖保郡太子町東出９０－１ 792775898 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 リザルトデザイン株式会社 代表取締役 井上 顕滋 672-8048 兵庫県姫路市飾磨区三宅一丁目２６番地 792315108 西播(龍健)第700-38 令和1年5月14日 令和7年5月31日 平成13年4月24日
000028 6000083077 細野水産 671-1332 たつの市御津町室津８２７－２ 793240044 魚介類販売業 一般 細野 泰司 西播(龍健)第704-3 平成31年4月26日 令和7年5月31日 平成13年3月6日
000028 6000083080 スナックリボン 679-4315 たつの市新宮町井野原５９７－３ 791754351 飲食店営業(4)その他 一般 片岡 律代 西播(龍健)第700-51 令和1年5月24日 令和7年5月31日 平成13年3月6日
000028 6000083094 豆華 679-4132 たつの市誉田町福田１５０－１０ 791621498 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社柴原商店 代表取締役 柴原 淳一 679-4132 兵庫県たつの市誉田町福田１５１－６ 791621531 西播(龍健)第700-56 令和1年5月30日 令和7年5月31日 平成13年4月27日
000028 6000083110 有限会社今昔庵 671-1641 たつの市揖保川町原５６７－１ 791722164 菓子製造業 一般 有限会社今昔庵 代表取締役 飯田 健人 671-1641 兵庫県たつの市揖保川町原５６７－１ 791722164 西播(龍健)第701-6 令和1年5月16日 令和7年5月31日 平成13年5月15日
000028 6000083141 お好み焼たんと 679-4016 たつの市揖西町南山１－２０ 791662848 飲食店営業(4)その他 一般 石井 晃 西播(龍健)第700-64 令和1年7月11日 令和7年8月31日 平成13年6月29日
000028 6000083155 カラオケ喫茶ひまわり 671-1502 揖保郡太子町原２２５－１ 792762732 飲食店営業(4)その他 一般 廣岡 智子 西播(龍健)第700-103 令和1年8月16日 令和7年8月31日 平成13年7月26日
000028 6000083161 苅尾製麺(有) 679-4344 たつの市新宮町善定436 791751741 めん類製造業 一般 苅尾製麺有限会社 代表取締役 苅尾 英昭 679-4344 兵庫県たつの市新宮町善定436 791751741 西播(龍健)第721-15 平成30年7月23日 令和6年8月31日 平成13年8月8日
000028 6000083234 おふくろ 679-4167 たつの市龍野町富永１３１１－３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三原 清子 西播(龍健)第700-229 令和2年1月20日 令和8年2月28日 平成14年1月8日
000028 6000083247 髙野製麺所 679-5163 たつの市新宮町角亀360-1 791780703 めん類製造業 一般 髙野 学 西播(龍健)第721-14 平成30年7月18日 令和6年8月31日 平成14年2月7日
000028 6000083249 (有)中谷商店 671-1621 たつの市揖保川町正条３－７ 791722055 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社中谷商店 代表取締役 中嶋 康佳 671-1621 兵庫県たつの市揖保川町正条３－７ 791722055 西播(龍健)第700-271 令和2年2月27日 令和8年2月28日 平成14年2月7日
000028 6000083250 (有)中谷商店 671-1621 たつの市揖保川町正条３－７ 791722055 魚介類販売業 一般 有限会社中谷商店 代表取締役 中嶋 康佳 671-1621 兵庫県たつの市揖保川町正条３－７ 791722055 西播(龍健)第704-44 令和2年2月27日 令和8年2月28日 平成14年2月7日
000028 6000083263 福田製菓 679-4016 たつの市揖西町南山７８５－１ 菓子製造業 一般 福田 丞司 西播(龍健)第701-50 令和2年2月27日 令和8年2月28日 平成14年2月13日
000028 6000083267 （株）山喜 679-4322 たつの市新宮町仙正９３ 791751111 食肉製品製造業 一般 株式会社山喜 代表取締役 前田 大由 679-4322 兵庫県たつの市新宮町仙正９３ 791751111 西播(龍健)第714-2 令和2年2月25日 令和8年2月28日 平成14年2月27日
000028 6000083306 力丸　揖保郡太子店 671-1535 揖保郡太子町蓮常寺２９４－１ 792777070 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社関西フーズ 代表取締役 福永 力夫 670-0984 兵庫県姫路市町坪１７９－９ 792938000 西播(龍健)第700-21 令和2年4月24日 令和8年5月31日 平成14年3月14日
000028 6000083319 炭火焼肉酒家　牛角 671-1521 揖保郡太子町東出字藤社２２４－５ 792751629 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社エルアンドジー 代表取締役 湖中 正泰 675-0101 兵庫県加古川市平岡町新在家１１７ 794262555 西播(龍健)第700-57 令和2年5月13日 令和8年5月31日 平成14年3月20日
000028 6000083986 たつの市新宮食肉センター 679-4322 たつの市新宮町仙正３４-１ 791752951 食肉処理業 一般 越部と畜場協同組合 代表理事 三木 章資 679-4322 兵庫県たつの市新宮町仙正３４番地の１ 791752951 西播(龍健)第9-1 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 6000084003 らーめん八角太子店 671-1535 揖保郡太子町蓮常寺字豆田２９４－１ 792777505 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社八角 代表取締役 大西 慎也 675-0033 兵庫県加古川市加古川町南備後４５－１ 794565757 西播(龍健)第700-79 令和2年5月28日 令和8年5月31日 平成14年4月26日
000028 6000084078 魚清 679-4167 たつの市龍野町富永201-1 791620178 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 神頭 清治 西播(龍健)第700-118 平成30年8月28日 令和5年8月31日 平成14年8月26日
000028 6000084088 お好み焼コノミ 671-1531 揖保郡太子町立岡１－３ 飲食店営業(4)その他 一般 大西 則子 西播(龍健)第700-173 令和2年10月20日 令和8年11月30日 平成14年9月13日
000028 6000084090 八木商事 679-4312 たつの市新宮町下野349 791750356 めん類製造業 一般 八木 章雄 西播(龍健)第721-31 平成29年10月23日 令和5年11月30日 平成14年9月26日
000028 6000084102 夢庵 龍野店 679-4167 たつの市龍野町富永３７９－１ 791624021 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保一丁目２５番８号 422375218 西播(龍健)第1-183 令和4年10月17日 令和11年11月30日 令和4年10月17日
000028 6000084108 パン工房　リベリュール　ルージュ 679-4132 たつの市誉田町福田１０９ 791644000 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社リベリュールルージュ 代表取締役 柴田 政則 679-4132 兵庫県たつの市誉田町福田１０９番地 791630401 西播(龍健)第700-217 令和2年11月20日 令和8年11月30日 平成14年10月21日
000028 6000084109 パン工房　リベリュール　ルージュ 679-4132 たつの市誉田町福田１０９ 791644000 菓子製造業 一般 有限会社リベリュールルージュ 代表取締役 柴田 政則 679-4132 兵庫県たつの市誉田町福田１０９番地 791630401 西播(龍健)第701-44 令和2年11月20日 令和8年11月30日 平成14年10月21日
000028 6000084111 カワベ太子店 671-1561 揖保郡太子町鵤字中宮寺４９７－１ 792775555 魚介類販売業 一般 株式会社カワベ 代表取締役 川辺 大介 678-0052 兵庫県相生市大島町１－１２ 791233335 西播(龍健)第704-16 平成28年11月7日 令和5年11月30日 平成14年10月25日
000028 6000084113 カワベ太子店 671-1561 揖保郡太子町鵤字中宮寺４９７－１ 792775555 食肉販売業 一般 株式会社カワベ 代表取締役 川辺 大介 678-0052 兵庫県相生市大島町１－１２ 791233335 西播(龍健)第713-29 平成28年11月7日 令和5年11月30日 平成14年10月25日
000028 6000084114 カワベ太子店 671-1561 揖保郡太子町鵤字中宮寺４９７－１ 792775555 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社カワベ 代表取締役 川辺 大介 678-0052 兵庫県相生市大島町１－１２ 791233335 西播(龍健)第700-186 平成28年11月7日 令和5年11月30日 平成14年10月25日
000028 6000084124 ケンタッキーフライドチキン太子店 671-1521 揖保郡太子町東出144-3 792752138 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社アクシーズフーズ 代表取締役 伊地知 洋正 113-0023 東京都文京区向丘一丁目１２番２号 338161536 西播(龍健)第700-185 平成28年10月31日 令和5年11月30日 平成14年10月31日
000028 6000084134 五代くん 679-4322 たつの市新宮町仙正５７－１ 791754311 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松脇 芳明 西播(龍健)第700-203 令和2年11月12日 令和8年11月30日 平成14年11月18日
000028 6000084173 ローソン龍野東觜崎店 679-4109 たつの市神岡町東觜崎字丸町５５１－１ 791659285 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社トラスト 代表取締役 大谷 栄子 679-4313 兵庫県たつの市新宮町新宮４１２番地の４ 791762007 西播(龍健)第700-287 令和3年2月8日 令和9年2月28日 平成15年1月30日
000028 6000084188 はつらつの湯(厨房） 679-4167 たつの市龍野町富永４１０－２ 791635106 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人たつの市社会福祉協議会 理事長 井川 進 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永４１０番地２ 791635106 西播(龍健)第700-256 令和3年1月15日 令和9年2月28日 平成15年2月5日
000028 6000084193 はな工房ピース 671-1341 たつの市御津町釜屋４５３－１ 菓子製造業 一般 蓬 夫紀子 西播(龍健)第701-60 令和3年2月26日 令和8年2月28日 平成15年2月19日
000028 6000084201 堀米商店 671-1332 たつの市御津町室津８６０－１ 793240046 そうざい製造業 一般 株式会社堀米商店 代表取締役 堀 慎吾 679-4166 兵庫県たつの市龍野町川原町２１１番地 791621349 西播(龍健)第722-19 令和3年2月25日 令和9年2月28日 平成15年2月26日
000028 6000084209 特別養護老人ホーム桑の実園喫茶コーナー 679-4003 たつの市揖西町小神字塚原１５５１ 791661360 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人桑の実園福祉会 理事長 徳永 憲威 679-4003 兵庫県たつの市揖西町小神字塚原１５５１ 791661360 西播(龍健)第168-45 令和3年5月10日 令和9年5月31日 平成15年3月18日
000028 6000084225 千本本陣 679-4346 たつの市新宮町千本１８２４ 791755700 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 内海 毅 西播(龍健)第168-15 令和3年4月21日 令和9年5月31日 平成15年4月18日
000028 6000084233 楽珍亭 679-4167 たつの市龍野町富永３丁目１００５－３６ 791646608 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 下岡 和弘 西播(龍健)第168-46 令和3年5月10日 令和9年5月31日 平成15年4月28日
000028 6000084236 豆華 679-4132 たつの市誉田町福田１５０－１０ 791621498 アイスクリーム類製造業 一般 有限会社柴原商店 代表取締役 柴原 淳一 679-4132 兵庫県たつの市誉田町福田１５１番地の６ 791621531 西播(龍健)第12-1 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 6000084237 黒田製麺所 671-1556 揖保郡太子町常全３７ めん類製造業 一般 黒田 洋幸 西播(龍健)第194-5 令和3年4月30日 令和9年5月31日 平成15年4月30日
000028 6000084238 井川製麺所 671-1575 揖保郡太子町佐用岡８９７－２ 792764432 めん類製造業 一般 井川 弘樹 西播(龍健)第194-1 令和3年4月30日 令和9年5月31日 平成15年5月8日
000028 6000084247 兵庫県手延素麺協同組合 679-4167 たつの市龍野町富永２１９－２ 791620826 麺類製造業 一般 兵庫県手延素麵協同組合 理事長 井上 猛 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永２１９番地の２ 791620826 西播(龍健)第24-26 令和3年8月13日 令和9年8月31日 令和3年8月13日
000028 6000084255 ガレリアアーツアンドティー 679-4167 たつの市龍野町富永１４３９ 791633555 菓子製造業 一般 井上 美佳 西播(龍健)第11-6 令和3年7月26日 令和9年8月31日 令和3年7月26日
000028 6000084265 スナック　ゆり 679-4167 たつの市龍野町富永１００５－３８ 791633755 飲食店営業(4)その他 一般 山﨑 百合子 西播(龍健)第1-40 令和3年8月4日 令和9年8月31日 令和3年8月4日
000028 6000084268 田本 671-1532 揖保郡太子町糸井１－５１ 792770743 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 田本 節男 西播(龍健)第1-44 令和3年8月13日 令和9年8月31日 令和3年8月13日
000028 6000084275 船引製麺所 679-5163 たつの市新宮町角亀352-1､356-1 791780710 麺類製造業 一般 船引 勢三 西播(龍健)第24-14 令和3年7月30日 令和8年8月31日 令和3年7月30日
000028 6000084287 牛堂真吾製麺所 679-4343 たつの市新宮町大屋１３２ 791751767 麺類製造業 一般 牛堂 真吾 西播(龍健)第24-13 令和3年7月29日 令和9年8月31日 令和3年7月29日
000028 6000084295 多室 679-4121 たつの市龍野町島田２２－６ 791652012 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大澤 澄子 西播(龍健)第1-96 令和3年10月20日 令和9年11月30日 令和3年10月20日
000028 6000084296 田中正明製麺所 679-4343 たつの市新宮町大屋２４１ めん類製造業 一般 田中 正明 西播(龍健)第721-38 令和1年11月18日 令和6年11月30日 平成15年10月8日
000028 6000084315 懐石宿　潮里 671-1301 たつの市御津町黒崎字基山１６５７－１、１６５７－２　字南基山１８４３－７ 793221212 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社美津和荘 代表取締役 金澤 信義 671-1301 兵庫県たつの市御津町黒崎１４０４番地 793221212 西播(龍健)第1-92 令和3年10月20日 令和9年11月30日 令和3年10月20日
000028 6000084316 魚博 671-1341 たつの市御津町釜屋４７８ 793220126 飲食店営業(4)その他 一般 市岡 久史 西播(龍健)第1-110 令和3年11月1日 令和9年11月30日 令和3年11月1日
000028 6000084317 魚博 671-1341 たつの市御津町釜屋４７８ 793220126 魚介類販売業 一般 市岡 久史 西播(龍健)第4-8 令和3年11月1日 令和9年11月30日 令和3年11月1日
000028 6000084328 きっさ　よしま 679-4305 たつの市新宮町吉島５５１ 791770023 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橋本 辰夫 西播(龍健)第1-88 令和3年10月15日 令和9年11月30日 令和3年10月15日
000028 6000084346 ごちそう村　太子店 671-1521 揖保郡太子町東出１６３－３ 792762947 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社入船 代表取締役 入江 建介 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町１０３３番地 794435500 西播(龍健)第1-173 令和4年2月8日 令和10年2月29日 令和4年2月8日
000028 6000084347 さくら 671-1321 たつの市御津町苅屋４６４－５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中川 明美 西播(龍健)第1-163 令和4年2月1日 令和10年2月29日 令和4年2月1日
000028 6000084348 すき家　龍野店 679-4167 たつの市龍野町富永３８３－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すき家 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南二丁目１８番１号 357838850 西播(龍健)第1-177 令和4年2月15日 令和10年2月29日 令和4年2月15日
000028 6000084361 酒処　まる万 679-4129 たつの市龍野町堂本３９４－１３－１５ 791620241 飲食店営業(4)その他 一般 上田 せつ子 西播(龍健)第1-176 令和4年2月15日 令和10年2月29日 令和4年2月15日
000028 6000084362 室津漁業協同組合魚魚市 671-1332 たつの市御津町室津４９３－２地先 793240231 魚介類販売業 一般 室津漁業協同組合 代表理事 中川 照央 671-1332 兵庫県たつの市御津町室津４９３番地の２地先 793240231 西播(龍健)第4-12 令和4年1月14日 令和10年2月29日 令和4年1月14日
000028 6000084364 太子大和会館 671-1522 揖保郡太子町矢田部347-3 792776117 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社大和生研 代表取締役 山下 裕史 670-0936 兵庫県姫路市古二階町63 792890117 西播(龍健)第700-235 平成30年1月29日 令和7年2月28日 平成16年1月22日
000028 6000084366 武内食品株式会社 671-1641 たつの市揖保川町原４５７－3 791722587 豆腐製造業 一般 武内食品株式会社 代表取締役 武内 秀策 671-1641 兵庫県たつの市揖保川町原４５７番地の３ 791722587 西播(龍健)第22-2 令和4年2月24日 令和10年2月29日 令和4年2月24日
000028 6000084372 まつや 671-1321 たつの市御津町苅屋字西薮ノ下４０５－９ 793223947 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 高濱 幸子 西播(龍健)第1-164 令和4年2月1日 令和10年2月29日 令和4年2月1日
000028 6000084401 株式会社　安藤商店 679-4324 たつの市新宮町觜崎１５３ 麺類製造業 一般 株式会社安藤商店 代表取締役 安藤 康典 679-4324 兵庫県たつの市新宮町觜崎２５１番地 791752218 西播(龍健)第24-73 令和4年2月22日 令和10年2月29日 令和4年2月22日
000028 6000084412 ＮＩＧＨＴ　ＩＮ　歩歩 679-4129 たつの市龍野町堂本２２７－１クリエーションタツノ２ＦＣ 791645355 飲食店営業(4)その他 一般 田口 昌克 西播(龍健)第1-153 令和4年1月20日 令和10年2月29日 令和4年1月20日
000028 6000084426 そうめんの里　試食コーナー 679-4101 たつの市神岡町奥村５６ 飲食店営業(4)その他 一般 兵庫県手延素麵協同組合 代表理事 井上 猛 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永２１９番地の２ 791620826 西播(龍健)第1-161 令和4年2月1日 令和10年2月29日 令和4年2月1日
000028 6000084427 揖龍大和会館 671-1575 揖保郡太子町佐用岡725-1 792772000 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社大和生研 代表取締役 山下 裕史 670-0936 兵庫県姫路市古二階町63 792890117 西播(龍健)第700-23 平成30年5月8日 令和7年5月31日 平成16年3月5日
000028 6000084442 魚国総本社　たつの27818 679-4154 たつの市揖保町西構171 791678450 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社魚国総本社 代表取締役 田所 伸浩 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町1-6-19 664785723 西播(龍健)第700-30 平成30年5月9日 令和7年5月31日 平成16年3月31日
000028 6000084445 菓子工房メイプル 679-4341 たつの市新宮町能地２７４－１１３ 791752544 菓子製造業 一般 社会福祉法人もみじ会 理事長 山口 竜也 679-4341 兵庫県たつの市新宮町能地２７４番地の６９ 791752905 西播(龍健)第11-5 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 6000084453 スタイリッシュ・カフェ・ノルマンディー 671-1561 揖保郡太子町鵤３６５－５ 792770928 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷口 靖典 西播(龍健)第1-71 令和4年5月27日 令和10年5月31日 令和4年5月27日
000028 6000084454 ﾛｰｿﾝ龍野堂本中央店 679-4129 たつの市龍野町堂本字天神429-5 791633176 飲食店営業(4)その他 一般 丸山 敏男 西播(龍健)第700-33 平成30年5月14日 令和7年5月31日 平成16年4月15日
000028 6000084470 はりま御津うまいもんネット 671-1321 たつの市御津町苅屋５０ 793229191 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社はりま御津うまいもんﾈｯﾄ 代表取締役 松下 信一郎 671-1311 兵庫県たつの市御津町中島１０５番地１ 793229191 西播(龍健)第1-7 令和4年5月2日 令和10年5月31日 令和4年5月2日
000028 6000084505 cafe rest TIARA 671-1321 たつの市御津町苅屋字中川新畑１３５３－３、１３５３－５ 793240282 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 下井 孝二 西播(龍健)第1-124 令和4年8月4日 令和10年8月31日 令和4年8月4日
000028 6000084508 カラオケまねきねこ太子店 671-1511 揖保郡太子町太田1515-1 792765655 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社コシダカ 代表取締役 腰髙 博 371-0847 群馬県前橋市大友町１－５－１ 272803381 西播(龍健)第1-128 令和4年8月8日 令和10年8月31日 令和4年8月8日
000028 6000084514 餃子の王将　国道太子店 671-1521 揖保郡太子町東出１４９－１ 792770939 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ペルゴ 代表取締役 小林 康浩 670-0976 兵庫県姫路市中地１８８番地の１ 792934064 西播(龍健)第1-116 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日
000028 6000084518 カラオケスタジオＭ 671-1641 たつの市揖保川町原８３８－６ 飲食店営業(4)その他 一般 三原自動車株式会社 代表取締役 三原 幸夫 671-1641 兵庫県たつの市揖保川町原８３８番地の６ 西播(龍健)第1-123 令和4年8月2日 令和10年8月31日 令和4年8月2日
000028 6000084519 一歩 679-4109 たつの市神岡町東觜崎５４６－１ 791652110 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福島 二十三 西播(龍健)第1-120 令和4年8月3日 令和10年8月31日 令和4年8月3日
000028 6000084520 森本浩義製麺所 679-4343 たつの市新宮町大屋６２４ 791750722 麺類製造業 一般 森本 浩義 西播(龍健)第24-11 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日



000028 6000084521 カフェ　ａｎｄ　キッチン　ｅｌｌｅ 671-1511 揖保郡太子町太田２１３３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大谷 多江子 西播(龍健)第1-153 令和4年8月24日 令和10年8月31日 令和4年8月24日
000028 6000084523 ちっきい！！のメロンパン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 千木良 雅之 西播(龍健)第701-28 令和1年8月23日 令和6年8月31日 平成16年8月27日
000028 6000084525 坂本製麺所 679-4346 たつの市新宮町千本３１ 麺類製造業 一般 坂本 茂樹 西播(龍健)第24-4 令和4年7月12日 令和10年8月31日 令和4年7月12日
000028 6000084529 お好み焼　花 679-4132 たつの市誉田町福田２３０－１ 791633204 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 住田 守江子 西播(龍健)第1-191 令和4年10月20日 令和10年11月30日 令和4年10月20日
000028 6000084532 乾製麺所 679-4333 たつの市新宮町下野田４６３－１ 791751524 麺類製造業 一般 乾 克典 西播(龍健)第24-36 令和4年10月20日 令和10年11月30日 令和4年10月20日
000028 6000084533 Vistari　ﾋﾞｽﾀｰﾘ 679-4178 たつの市龍野町大手８４番地 791625446 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木村 嗣 西播(龍健)第1-189 令和4年10月20日 令和10年11月30日 令和4年10月20日
000028 6000084538 阿曽隆司製麺所 679-4343 たつの市新宮町大屋１５６－１ 麺類製造業 一般 阿曽 隆司 西播(龍健)第24-53 令和4年11月8日 令和10年11月30日 令和4年11月8日
000028 6000084558 喫茶あじさい 671-1561 揖保郡太子町鵤１２７６ 792763800 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 安岡 優子 西播(龍健)第1-206 令和4年11月7日 令和10年11月30日 令和4年11月7日
000028 6000084560 大橋由美製麺所 679-4305 たつの市新宮町吉島６８６－３ 麺類製造業 一般 大橋 由美 西播(龍健)第24-38 令和4年10月26日 令和10年11月30日 令和4年10月26日
000028 6000084595 カラオケ喫茶ニューたんぽぽ 671-1631 たつの市揖保川町山津屋１０－１ 791726923 飲食店営業(4)その他 一般 平田 敦子 西播(龍健)第1-230 令和4年11月22日 令和10年11月30日 令和4年11月22日
000028 6000084613 ファミリーマート龍野門前西店 679-4153 たつの市揖保町門前１１１ 791649055 飲食店営業(4)その他 一般 藤江 仁 西播(龍健)第1-283 令和5年2月15日 令和11年2月28日 令和5年2月15日
000028 6000084642 有限会社マエダポーク 679-4323 たつの市新宮町北村１６１－１ 791753391 食肉処理業 一般 有限会社マエダポーク 代表取締役 前田 江津子 679-4323 兵庫県たつの市新宮町北村１６４番地 791754080 西播(龍健)第9-4 令和5年2月6日 令和11年2月28日 令和5年2月6日
000028 6000084655 カラオケ喫茶 小節 671-1531 揖保郡太子町立岡字東畑１５３－１ 792765859 飲食店営業(4)その他 一般 宮村 節子 西播(龍健)第1-278 令和5年2月13日 令和11年2月28日 令和5年2月13日
000028 6000084675 虹工房 671-1575 揖保郡太子町佐用岡502 792753030 菓子製造業 一般 社会福祉法人　夢と虹の会 理事長 柳生 豊一 671-1575 兵庫県揖保郡太子町佐用岡502 792753030 西播(龍健)第701-6 平成29年4月28日 令和5年5月31日 平成17年3月18日
000028 6000084687 ローン 679-5301 佐用郡佐用町佐用３０３８－８ 790822245 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石原 桂子 西播(龍健)第700-225 令和2年1月17日 令和8年2月28日 昭和43年12月14日
000028 6000084692 ﾎﾞﾝｼﾞｭｰﾙ 679-5307 佐用郡佐用町円応寺447-3 790823728 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西播(龍健)第700-178 平成29年11月13日 令和5年11月30日 昭和48年9月18日
000028 6000084700 喫茶 聖日亜 679-5341 佐用郡佐用町横坂５４６－１ 790820061 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 竹田 博江 西播(龍健)第700-226 令和2年1月17日 令和8年2月28日 昭和57年12月23日
000028 6000084701 佐用高校売店 679-5301 佐用郡佐用町佐用字八反田２６０佐用高校内 790822434 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 敏信 西播(龍健)第700-48 令和2年5月8日 令和8年5月31日 昭和58年3月31日
000028 6000084704 和楽路 679-5301 佐用郡佐用町佐用２９０１－１７ 790823366 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 片山 昌樹 西播(龍健)第700-255 令和3年1月19日 令和9年2月28日 昭和58年12月27日
000028 6000084711 樹樹 679-5341 佐用郡佐用町横坂１７３－４ 790820073 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 瀧 登代一 西播(龍健)第700-78 令和2年5月27日 令和8年5月31日 昭和63年3月16日
000028 6000084716 画廊喫茶亜都里絵 679-5301 佐用郡佐用町佐用２８４３－１ 790823773 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 尾﨑 弘子 西播(龍健)第168-26 令和3年4月30日 令和9年5月31日 平成1年5月26日
000028 6000084720 司 679-5341 佐用郡佐用町横坂400 790823567 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 池本 順子 西播(龍健)第700-77 平成29年7月10日 令和5年8月31日 平成3年8月27日
000028 6000084722 いっきゅう 679-5301 佐用郡佐用町佐用227-1 790822803 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小林 ひとみ 西播(龍健)第700-246 平成30年2月8日 令和6年2月29日 平成3年12月25日
000028 6000084734 佐用中央病院喫茶ルーム 679-5301 佐用郡佐用町佐用３５３２－１ 790822154 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社マンエイ 代表取締役 林 万紀子 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用３５３２番地の１ 790823649 西播(龍健)第1-54 令和3年8月10日 令和9年8月31日 令和3年8月10日
000028 6000084750 道の駅宿場町ひらふく 679-5331 佐用郡佐用町平福９８８－１ 790832373 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社道の駅平福 代表取締役 加藤 隆久 679-5331 兵庫県佐用郡佐用町平福９８８番地の１ 790832373 西播(龍健)第700-109 令和2年7月28日 令和9年8月31日 平成11年8月23日
000028 6000084752 有限会社 盛々亭 679-5301 佐用郡佐用町佐用512-1 790823984 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社 盛々亭 代表取締役 盛本 峰生 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用５１２－１ 790823984 西播(龍健)第700-185 平成29年11月20日 令和5年11月30日 平成11年10月26日
000028 6000084756 うさぎ家 679-5301 佐用郡佐用町佐用3015-2 790820231 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長井 貴嗣 西播(龍健)第700-92 平成30年8月2日 令和6年8月31日 平成12年8月7日
000028 6000084759 まこと 679-5341 佐用郡佐用町横坂３７６ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橋元 登代子 西播(龍健)第1-202 令和4年11月2日 令和10年11月30日 令和4年11月2日
000028 6000084769 ガロ 679-5523 佐用郡佐用町上月７８９－１ 790860619 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 樫本 正和 西播(龍健)第700-27 令和2年4月23日 令和8年5月31日 昭和53年5月24日
000028 6000084772 G-styleｶﾝﾄﾘｰ倶楽部OUT茶店 679-5513 佐用郡佐用町金屋４３２ 790861123 飲食店営業(4)その他 一般 佐用カントリーホテルアンドリゾート株式会社 代表取締役 小川 剛志 679-5513 兵庫県佐用郡佐用町金屋４３２ 790861123 西播(龍健)第700-136 平成29年10月16日 令和5年11月30日 昭和61年10月27日
000028 6000084773 G-styleｶﾝﾄﾘｰ倶楽部IN茶店 679-5513 佐用郡佐用町金屋４３２ 790861123 飲食店営業(4)その他 一般 佐用カントリーホテルアンドリゾート株式会社 代表取締役 小川 剛志 679-5513 兵庫県佐用郡佐用町金屋４３２ 790861123 西播(龍健)第700-135 平成29年10月16日 令和5年11月30日 昭和61年10月27日
000028 6000084786 坂本商店 679-5534 佐用郡佐用町西大畠４６７ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 坂本 美左男 西播(龍健)第1-30 令和4年5月6日 令和10年5月31日 令和4年5月6日
000028 6000084794 うまら 679-5224 佐用郡佐用町中三河131-3 790770816 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 美崎 義則 西播(龍健)第700-13 平成30年4月23日 令和6年5月31日 昭和62年5月29日
000028 6000084799 軽食鉄板焼 くるみ 679-5225 佐用郡佐用町上三河360 790770959 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 内山 眞砂子 西播(龍健)第700-14 平成30年4月23日 令和6年5月31日 平成12年3月17日
000028 6000084801 あいす工房さなえ 679-5222 佐用郡佐用町西下野471-1 790778228 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 梅内 早苗 西播(龍健)第700-84 平成30年7月26日 令和6年8月31日 平成12年8月8日
000028 6000084802 喫茶シャイン 679-5212 佐用郡佐用町林崎662-10 790781270 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人平成福祉会 理事長 大田 研治 679-5212 兵庫県佐用郡佐用町林崎６６２－３ 790780001 西播(龍健)第700-135 平成30年10月12日 令和6年11月30日 平成12年11月9日
000028 6000084805 三坂精肉店 679-5133 佐用郡佐用町三日月１２１６－５ 790792009 飲食店営業(4)その他 一般 福山 正弘 西播(龍健)第1-30 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 6000084807 スナック 幸（ゆき） 679-5134 佐用郡佐用町乃井野字下河原３３－１ 790792277 飲食店営業(4)その他 一般 平山 幸代 西播(龍健)第700-184 令和1年11月22日 令和7年11月30日 昭和62年11月25日
000028 6000084808 三日月クリスチャン祈祷院 679-5134 佐用郡佐用町乃井野３３８ 790792852 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西海 祥子 西播(龍健)第700-146 令和2年8月26日 令和8年8月31日 昭和63年7月27日
000028 6000084815 ボルカノ 679-5143 佐用郡佐用町三原３３５－１ 790793777 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社山口商事 取締役 山口 覚子 679-5143 兵庫県佐用郡佐用町三原３３５－１ 790793030 西播(龍健)第700-212 令和2年11月12日 令和8年11月30日 平成5年10月18日
000028 6000084818 おもて家 679-5137 佐用郡佐用町真宗１５８ 790792491 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 釜田 玉枝 西播(龍健)第168-57 令和3年5月14日 令和9年5月31日 平成9年4月23日
000028 6000084821 味わいの里三日月 679-5134 佐用郡佐用町乃井野１２６６ 790792521 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社元気工房さよう 衣笠 俊博 679-5134 兵庫県佐用郡佐用町乃井野１２６６番地 790792521 西播(龍健)第1-18 令和4年5月2日 令和10年5月31日 令和4年5月2日
000028 6000084822 中華飯店春 679-5147 佐用郡佐用町末廣８９－３ 790792973 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 春名 則人 西播(龍健)第1-66 令和4年5月20日 令和10年5月31日 令和4年5月20日
000028 6000084830 山良 679-5332 佐用郡佐用町延吉５３３－１ 790832356 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 山根 和良 西播(龍健)第700-136 令和2年8月13日 令和8年8月31日 昭和58年7月14日
000028 6000084831 あべ鮮魚 679-5133 佐用郡佐用町三日月1222-7 790792320 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 阿部 幸弘 西播(龍健)第700-83 平成29年7月12日 令和5年8月31日 昭和61年7月31日
000028 6000084835 お食事処　一平 679-5301 佐用郡佐用町佐用３０４０ 790822139 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 山本 千代子 西播(龍健)第700-254 令和3年1月19日 令和9年2月28日 昭和63年12月26日
000028 6000084837 赤松屋 679-5523 佐用郡佐用町上月１０３０－９ 790860114 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 赤松 儀和 西播(龍健)第1-216 令和4年11月14日 令和10年11月30日 令和4年11月14日
000028 6000084842 マルサ鮮魚 679-5211 佐用郡佐用町下徳久８９０ 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 服部 道博 西播(龍健)第1-182 令和4年2月14日 令和10年2月29日 令和4年2月14日
000028 6000084843 プチマルシェ徳久店 679-5212 佐用郡佐用町林崎６３６－１ 790781330 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社銀ビルストアー 代表取締役 大塚 英木 670-0912 兵庫県姫路市南町３１番地 792880001 西播(龍健)第1-107 令和4年7月22日 令和10年8月31日 令和4年7月22日
000028 6000084854 河内屋 679-5331 佐用郡佐用町平福726 790832595 飲食店営業(3)旅館 一般 原田 政史 西播(龍健)第700-229 平成30年1月25日 令和6年2月29日 昭和34年2月24日
000028 6000084857 壹本松 679-5521 佐用郡佐用町早瀬861、862、864、865-4 790860336 飲食店営業(3)旅館 一般 山本 重昌 西播(龍健)第700-35 平成30年5月17日 令和6年5月31日 昭和52年4月30日
000028 6000084859 旅館　都 679-5642 佐用郡佐用町円光寺６５４－４６ 790880131 飲食店営業(4)その他 一般 芳原 照司 西播(龍健)第700-187 令和2年10月27日 令和8年11月30日 昭和53年11月4日
000028 6000084869 笹ヶ丘荘 679-5642 佐用郡佐用町円光寺向山４２３－１１ 790880149 飲食店営業(3)旅館 一般 佐用町 佐用町長 庵逧 典章 679-5523 兵庫県佐用郡佐用町佐用２６１１－１ 790822521 西播(龍健)第700-104 令和2年7月17日 令和8年8月31日 平成5年8月27日
000028 6000084870 若鮎荘 679-5211 佐用郡佐用町下徳久１０２６－２ 790780048 飲食店営業(3)旅館 一般 船引 一夫 西播(龍健)第700-25 令和2年4月23日 令和8年5月31日 平成8年5月15日
000028 6000084881 早田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 早田 克己 西播(龍健)第700-93 令和2年7月8日 令和7年8月31日 平成8年7月18日
000028 6000084899 朝桐堂製菓 679-5643 佐用郡佐用町下秋里６８７ 菓子製造業 一般 𠮷田 勝右 西播(龍健)第701-4 令和2年4月23日 令和8年5月31日 昭和59年3月21日
000028 6000084901 いちょう園製菓部 679-5301 佐用郡佐用町佐用１５０６番地 790820003 菓子製造業 一般 社会福祉法人佐用福祉会 理事長 尾﨑 裕章 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用１５０６番地 790820003 西播(龍健)第701-34 令和2年10月27日 令和8年11月30日 昭和63年11月1日
000028 6000084906 ふれあいの里上月 679-5514 佐用郡佐用町福吉６７４－１ 790870008 菓子製造業 一般 株式会社元気工房さよう 衣笠 俊博 679-5134 兵庫県佐用郡佐用町乃井野１２６６番地 790792521 西播(龍健)第701-13 平成30年5月22日 令和6年5月31日 平成12年3月31日
000028 6000084909 早田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 早田 克己 西播(龍健)第701-17 令和2年7月8日 令和7年8月31日 平成8年7月18日
000028 6000084922 坂本商店 679-5534 佐用郡佐用町西大畠４６７ 魚介類販売業 一般 坂本 美左男 西播(龍健)第704-19 令和1年10月30日 令和7年11月30日 昭和49年11月30日
000028 6000084930 あべ鮮魚 679-5133 佐用郡佐用町三日月1222-7 魚介類販売業 一般 阿部 幸弘 西播(龍健)第704-5 平成29年7月12日 令和5年8月31日 昭和61年7月31日
000028 6000084936 有限会社小寺商店 679-5641 佐用郡佐用町久崎２１８－３ 790880028 魚介類販売業 一般 有限会社小寺商店 代表取締役 小寺 文道 679-5641 兵庫県佐用郡佐用町久崎２１８番地の３ 790880028 西播(龍健)第4-14 令和5年2月27日 令和11年2月28日 令和5年2月27日
000028 6000084944 マルサ鮮魚 679-5211 佐用郡佐用町下徳久８９０ 魚介類販売業 一般 服部 道博 西播(龍健)第4-13 令和4年2月14日 令和10年2月29日 令和4年2月14日
000028 6000084947 プチマルシェ徳久店 679-5212 佐用郡佐用町林崎６３６－１ 790781330 魚介類販売業 一般 株式会社銀ビルストアー 代表取締役 大塚 英木 670-0912 兵庫県姫路市南町３１ 792880001 西播(龍健)第704-23 令和1年11月20日 令和7年11月30日 平成7年11月16日
000028 6000084965 リハビリルーム喫茶 679-5331 佐用郡佐用町平福７８０ 790832001 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 社会福祉法人聖風会 理事長 林 充 679-5331 兵庫県佐用郡佐用町平福７８０番地 790832001 西播(龍健)第1-28 令和4年5月6日 令和10年5月31日 令和4年5月6日
000028 6000085007 あいす工房さなえ 679-5222 佐用郡佐用町西下野471-1 アイスクリーム類製造業 一般 梅内 早苗 西播(龍健)第710-4 平成30年7月26日 令和6年8月31日 平成12年7月12日
000028 6000085079 （株）福盛ミートセンター 679-5301 佐用郡佐用町佐用２８４８ 790823981 食肉処理業 一般 株式会社福盛ミートセンター 代表取締役 福盛 孝人 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用２８４８番地 790823981 西播(龍健)第9-2 令和3年10月28日 令和10年11月30日 令和3年10月28日
000028 6000085084 三坂精肉店 679-5133 佐用郡佐用町三日月１２１６－５ 食肉販売業 一般 福山 正弘 西播(龍健)第713-19 平成30年7月24日 令和6年8月31日 昭和43年7月13日
000028 6000085085 森崎精肉店 679-5211 佐用郡佐用町下徳久８９０ 食肉販売業 一般 佐柳 直江 西播(龍健)第713-39 令和2年10月27日 令和7年11月30日 昭和58年9月6日
000028 6000085092 プチマルシェ徳久店 679-5212 佐用郡佐用町林崎６３６－１ 790781330 食肉販売業 一般 株式会社銀ビルストアー 代表取締役 大塚 英木 670-0912 兵庫県姫路市南町３１ 792880001 西播(龍健)第713-29 令和1年11月20日 令和7年11月30日 平成7年11月16日
000028 6000085095 福盛精肉店 679-5301 佐用郡佐用町佐用２９０１－１６ 食肉販売業 一般 福盛 幸助 西播(龍健)第713-53 平成30年2月8日 令和6年2月29日 平成12年2月17日
000028 6000085152 赤佐統括部佐用営農生活センター  佐用みそ加工センター 679-5307 佐用郡佐用町円応寺８ 790823531 みそ製造業 一般 兵庫西農業協同組合 代表理事 福本 博之 670-0000 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町２１６ 792815021 西播(龍健)第188-1 令和3年5月21日 令和10年5月31日 平成1年5月22日
000028 6000085157 赤佐統括部佐用営農生活センター  佐用みそ加工センター 679-5307 佐用郡佐用町円応寺８ 790823531 豆腐製造業 一般 兵庫西農業協同組合 代表理事 福本 博之 670-0000 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町２１６ 792815021 西播(龍健)第192-1 令和3年5月21日 令和10年5月31日 平成1年5月22日
000028 6000085168 春名製麺所 679-5225 佐用郡佐用町上三河字長里１４８－１ 790770086 麺類製造業 一般 春名 貴文 西播(龍健)第24-43 令和3年10月13日 令和9年11月30日 令和3年10月13日
000028 6000085171 有限会社阿部製麺所 679-5222 佐用郡佐用町西下野１０１４ 790770702 めん類製造業 一般 有限会社阿部製麺所 代表取締役 阿部 孝 679-5222 兵庫県佐用郡佐用町西下野１０１４ 790770702 西播(龍健)第721-49 令和2年10月27日 令和8年11月30日 平成10年11月10日
000028 6000085172 有限会社アンサコ 679-5345 佐用郡佐用町奥金近１１４０ 790832231 麺類製造業 一般 有限会社アンサコ 代表取締役 庵逧 信夫 679-5345 兵庫県佐用郡佐用町奥金近１１４０ 790832010 西播(龍健)第24-1 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 6000085174 味わいの里三日月 679-5134 佐用郡佐用町乃井野１２６６ 790792521 そうざい製造業 一般 株式会社元気工房さよう 衣笠 俊博 679-5134 兵庫県佐用郡佐用町乃井野１２６６番地 790792521 西播(龍健)第195-4 令和3年5月25日 令和9年5月31日 平成1年5月22日
000028 6000085179 ふれあいの里上月 679-5514 佐用郡佐用町福吉６７４－１ 790870008 そうざい製造業 一般 株式会社元気工房さよう 衣笠 俊博 679-5134 兵庫県佐用郡佐用町乃井野１２６６番地 790792521 西播(龍健)第722-1 平成30年5月22日 令和6年5月31日 平成12年3月31日
000028 6000085222 味わいの里三日月 679-5134 佐用郡佐用町乃井野１２６６ 790792521 菓子製造業 一般 株式会社元気工房さよう 衣笠 俊博 679-5134 兵庫県佐用郡佐用町乃井野１２６６番地 790792521 西播(龍健)第701-42 平成29年11月13日 令和5年11月30日 平成3年10月31日
000028 6000085225 味わいの里三日月 679-5134 佐用郡佐用町乃井野１２６６ 790792521 みそ又はしょうゆ製造業 一般 株式会社元気工房さよう 衣笠 俊博 679-5134 兵庫県佐用郡佐用町乃井野１２６６番地 790792521 西播(龍健)第20-3 令和3年10月28日 令和9年11月30日 令和3年10月28日
000028 6000085231 スナック彩 679-5301 佐用郡佐用町佐用２８３２－２０ 790822757 飲食店営業(4)その他 一般 森脇 章子 西播(龍健)第700-25 令和1年5月7日 令和7年5月31日 平成13年4月13日
000028 6000085233 株式会社ファームランド 679-5202 佐用郡佐用町中島２６７ 790781230 食肉処理業 一般 株式会社ファームランド 代表取締役 福盛 正人 679-5202 兵庫県佐用郡佐用町中島２６７番地 790781230 西播(龍健)第9-2 令和4年5月27日 令和11年5月31日 令和4年5月27日
000028 6000085247 神戸肉の兵庫屋 679-5301 佐用郡佐用町佐用２２１－１ 790823228 飲食店営業(4)その他 一般 盛﨑 正章 西播(龍健)第700-83 令和1年7月19日 令和7年8月31日 平成13年8月30日
000028 6000085248 神戸肉の兵庫屋 679-5301 佐用郡佐用町佐用２２１－１ 790823228 食肉販売業 一般 盛﨑 正章 西播(龍健)第713-11 令和1年7月19日 令和7年8月31日 平成13年8月30日
000028 6000085257 山本裕幸製麺所 679-5221 佐用郡佐用町漆野正広706 790770462 めん類製造業 一般 山本 裕幸 西播(龍健)第721-72 平成31年1月30日 令和6年2月29日 平成13年12月27日
000028 6000085260 かわせみ 679-5213 佐用郡佐用町東徳久１１１ 790781715 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佐柳 直江 西播(龍健)第700-227 令和2年1月17日 令和8年2月28日 平成14年1月30日
000028 6000085621 レストラン　千都 679-5301 佐用郡佐用町佐用２２２－１ 790823554 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福盛 義洋 西播(龍健)第700-69 令和2年5月21日 令和8年5月31日 平成14年3月26日
000028 6000085741 有限会社ファームグロウス 679-5301 佐用郡佐用町佐用９７７－１ 790820880 食肉処理業 一般 有限会社ファームグロウス 代表取締役 福盛 幸助 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用９７７番地の１ 790820880 西播(龍健)第712-2 令和2年8月13日 令和8年8月31日 平成14年6月12日
000028 6000085742 有限会社ファームグロウス 679-5301 佐用郡佐用町佐用９７７－１ 790820880 食肉販売業 一般 有限会社ファームグロウス 代表取締役 福盛 幸助 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用９７７番地の１ 790820880 西播(龍健)第713-22 令和2年8月13日 令和8年8月31日 平成14年6月12日
000028 6000085758 鮨正 679-5641 佐用郡佐用町久崎１４３－８ 790880165 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 服部 剛 西播(龍健)第700-135 令和2年8月13日 令和8年8月31日 平成14年8月1日
000028 6000085762 マックスバリュ佐用店 679-5301 佐用郡佐用町佐用１０２２ 790824700 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第700-208 平成28年11月21日 令和5年11月30日 平成14年10月16日
000028 6000085764 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ佐用店 679-5301 佐用郡佐用町佐用１０２２ 790824700 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第700-210 平成28年11月21日 令和5年11月30日 平成14年10月16日
000028 6000085765 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ佐用店 679-5301 佐用郡佐用町佐用１０２２ 790824700 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第704-20 平成28年11月21日 令和5年11月30日 平成14年10月16日
000028 6000085766 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ佐用店 679-5301 佐用郡佐用町佐用１０２２ 790824700 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第713-38 平成28年11月21日 令和5年11月30日 平成14年10月16日
000028 6000085768 ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ佐用店 679-5301 佐用郡佐用町佐用１０２２ 790824700 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第701-51 平成28年11月21日 令和5年11月30日 平成14年10月16日
000028 6000085775 （有）小寺商店 679-5641 佐用郡佐用町久崎２１８－３ 790880028 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社小寺商店 代表取締役 小寺 文道 679-5641 兵庫県佐用郡佐用町久崎２１８番地の３ 790880028 西播(龍健)第700-186 令和2年10月27日 令和8年11月30日 平成14年11月6日
000028 6000085779 有限会社ファームグロウス 679-5301 佐用郡佐用町佐用９７７－１ 790820880 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 有限会社ファームグロウス 代表取締役 福盛 幸助 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用９７７番地の１ 790820880 西播(龍健)第706-9 令和3年2月25日 令和9年2月28日 平成15年1月31日
000028 6000085783 パン工房はなさきむら 679-5203 佐用郡佐用町米田字寺山３０４－２４ 790781350 菓子製造業 一般 社会福祉法人はなさきむら 理事長 岡本 泰子 679-5205 兵庫県佐用郡佐用町安川４０１番地 790788003 西播(龍健)第169-15 令和3年5月14日 令和9年5月31日 平成15年3月26日
000028 6000085784 キッチンはなさきむら 679-5203 佐用郡佐用町米田字寺山３０４－２４ 790781350 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人はなさきむら 理事長 岡本 泰子 679-5205 兵庫県佐用郡佐用町安川４０１番地 790788003 西播(龍健)第168-58 令和3年5月14日 令和9年5月31日 平成15年3月26日
000028 6000085801 喫茶都途路 679-5211 佐用郡佐用町下徳久７６５ 790780333 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 織田 孝枝 西播(龍健)第1-62 令和3年8月19日 令和9年8月31日 令和3年8月19日
000028 6000085809 春ちゃん 679-5307 佐用郡佐用町円応寺１６５－１ 790822086 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 春名 由利子 西播(龍健)第1-53 令和3年8月10日 令和9年8月31日 令和3年8月10日
000028 6000085816 赤松屋 679-5523 佐用郡佐用町上月１０３０－９ 790860114 魚介類販売業 一般 赤松 儀和 西播(龍健)第4-6 令和3年10月19日 令和9年11月30日 令和3年10月19日
000028 6000085828 特別養護老人ホーム　サンホームみかづき内 679-5136 佐用郡佐用町志文５１５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ケアフードサービス 代表取締役 藤崎 美奈子 651-2276 兵庫県神戸市西区春日台１丁目１８番地の２ 789610631 西播(龍健)第1-17 令和4年5月2日 令和10年5月31日 令和4年5月2日
000028 6000085836 味わいの里三日月 679-5134 佐用郡佐用町乃井野１２６６ 790792521 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社元気工房さよう 衣笠 俊博 679-5134 兵庫県佐用郡佐用町乃井野１２６６番地 790792521 西播(龍健)第710-1 令和1年5月28日 令和6年5月31日 平成16年4月30日
000028 6000085838 有限会社内野食品 679-5133 佐用郡佐用町三日月１００８－９ 790792016 豆腐製造業 一般 有限会社内野食品 代表取締役 内野 一人 679-5133 兵庫県佐用郡佐用町三日月１００８番地の１２ 790792016 西播(龍健)第22-1 令和4年5月20日 令和10年5月31日 令和4年5月20日
000028 6000085840 ファミリーマート佐用インター店 679-5341 佐用郡佐用町横坂４８０－１ 790823372 飲食店営業(4)その他 一般 国広 好樹 西播(龍健)第1-144 令和4年8月18日 令和10年8月31日 令和4年8月18日
000028 6000085845 ファミリーマート佐用町店 679-5301 佐用郡佐用町佐用１４０９ 790823510 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社服部 代表取締役 服部 和裕 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用１４０９番地 790820167 西播(龍健)第1-106 令和4年7月22日 令和10年8月31日 令和4年7月22日
000028 6000085849 お多福 679-5301 佐用郡佐用町佐用３５０６ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 片山 竜也 西播(龍健)第1-156 令和4年8月25日 令和10年8月31日 令和4年8月25日
000028 6000085870 有限会社　畑瀬製麺所 679-5335 佐用郡佐用町海内１６４８－１ 790850609 麺類製造業 一般 有限会社　畑瀬製麺所 代表取締役 畑瀬 正己 679-5335 兵庫県佐用郡佐用町海内１６４８番地の１ 790850609 西播(龍健)第24-24 令和4年8月17日 令和10年8月31日 令和4年8月17日
000028 6000085876 車屋 679-5227 佐用郡佐用町船越６０９－１、６１０－２ 790770265 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷口 純治 西播(龍健)第1-158 令和4年8月25日 令和10年8月31日 令和4年8月25日
000028 6000085881 日清医療食品　共立記念病院 679-5382 佐用郡佐用町佐用1132-25 790812670 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役社長 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内2-7-3 332873611 西播(龍健)第700-183 平成29年11月17日 令和6年11月30日 平成16年10月29日
000028 6000085886 南５番　茶店 679-5346 佐用郡佐用町西徳久１１８５－３８ 790823800 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社佐用ゴルフ倶楽部 代表取締役 尾形 功 679-5346 兵庫県佐用郡佐用町口金近３５３番１ 790823800 西播(龍健)第1-289 令和5年2月22日 令和11年2月28日 令和5年2月22日



000028 6000085887 西６番　茶店 679-5346 佐用郡佐用町奥金近１９３－３３ 790823800 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社佐用ゴルフ倶楽部 代表取締役 尾形 功 679-5346 兵庫県佐用郡佐用町口金近３５３番１ 790823800 西播(龍健)第1-290 令和5年2月22日 令和11年2月28日 令和5年2月22日
000028 6000085888 東７番　茶店 679-5346 佐用郡佐用町奥金近264-45 790823800 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社佐用ゴルフ倶楽部 代表取締役 尾形 功 679-5346 兵庫県佐用郡佐用町口金近３５３番１ 790823800 西播(龍健)第1-291 令和5年2月24日 令和11年2月28日 令和5年2月24日
000028 6000085891 佐用町ホルモンくわせ隊 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 尾﨑 恒生 西播(龍健)第700-29 令和2年4月23日 令和7年5月31日 平成17年3月8日
000028 6000085892 プチマルシェ徳久店 679-5212 佐用郡佐用町林崎６３６－１ 790781330 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社銀ビルストアー 代表取締役 大塚 英木 670-0912 兵庫県姫路市南町３１ 792880001 西播(龍健)第700-20 平成29年5月2日 令和5年5月31日 平成17年3月15日
000028 6000086010 ㈱丹波の黒太郎 671-4114 宍粟市一宮町福野字本田１６９－３ 790740572 そうざい製造業 一般 株式会社丹波の黒太郎 代表取締役 神﨑 治 671-4114 兵庫県宍粟市一宮町福野字本田１６９番３ 790740572 西播(龍健)第722-14 平成30年11月21日 令和6年11月30日 平成12年10月3日
000028 6000086014 秋武健作製麺所 671-4105 宍粟市一宮町上岸田678 めん類製造業 一般 秋武 健作 西播(龍健)第721-55 平成30年2月7日 令和6年2月29日 昭和62年2月19日
000028 6000086017 秋本製麺所 671-4135 宍粟市一宮町安黒５９８－１０ 790728632 麺類製造業 一般 秋本 吉彦 西播(龍健)第24-27 令和3年8月18日 令和9年8月31日 令和3年8月18日
000028 6000086018 秋山修製麺所 671-4124 宍粟市一宮町深河谷４３８ 790741047 麺類製造業 一般 秋山 修 西播(龍健)第24-43 令和4年10月28日 令和9年11月30日 令和4年10月28日
000028 6000086020 足建製麺所 671-4141 宍粟市一宮町東河内１９１９ 790722912 麺類製造業 一般 足建 充康 西播(龍健)第24-21 令和4年8月10日 令和10年8月31日 令和4年8月10日
000028 6000086024 （有）飯田浩二製麺所 671-4122 宍粟市一宮町福知295 790740991 めん類製造業 一般 有限会社飯田浩二製麺所 代表取締役 飯田 浩二 671-4122 兵庫県宍粟市一宮町福知304 790740991 西播(龍健)第721-18 平成30年8月3日 令和5年8月31日 平成10年8月14日
000028 6000086025 （有）飯田食品工業 671-4122 宍粟市一宮町福知４５５－２ めん類製造業 一般 有限会社飯田食品工業 代表取締役 飯田 伸一 671-4122 兵庫県宍粟市一宮町福知４５５－２ 790741057 西播(龍健)第721-44 令和2年10月23日 令和8年11月30日 昭和55年11月20日
000028 6000086026 生垣製麺所 671-4104 宍粟市一宮町井内２８２－１ 790741280 麺類製造業 一般 生垣 新一 西播(龍健)第24-37 令和3年10月11日 令和9年11月30日 令和3年10月11日
000028 6000086029 ㈲石垣製麺所 671-4106 宍粟市一宮町百千家満70 790740772 めん類製造業 一般 有限会社石垣製麺所 代表取締役 石垣 秀明 671-4106 兵庫県宍粟市一宮町百千家満70 790740772 西播(龍健)第721-27 平成30年8月14日 令和6年8月31日 平成12年8月30日
000028 6000086032 植木隆行製麺所 671-4143 宍粟市一宮町上野田420 めん類製造業 一般 植木 隆行 西播(龍健)第721-60 平成30年2月9日 令和6年2月29日 昭和56年2月26日
000028 6000086037 大西製麺所 671-4132 宍粟市一宮町東市場５４８ めん類製造業 一般 大西 弘芳 西播(龍健)第721-7 令和2年5月27日 令和8年5月31日 平成2年4月27日
000028 6000086039 岡崎製麺所 671-4122 宍粟市一宮町福知1602 めん類製造業 一般 岡崎 通泰 西播(龍健)第721-33 平成29年10月31日 令和5年11月30日 平成4年11月17日
000028 6000086041 岡田素麺 671-4139 宍粟市一宮町西安積305-11 めん類製造業 一般 岡田 繁隆 西播(龍健)第721-25 平成30年8月13日 令和6年8月31日 昭和59年7月25日
000028 6000086043 （有）岡本製麺所 671-4134 宍粟市一宮町伊和５４６ 790720187 麺類製造業 一般 有限会社岡本製麺所 代表取締役 岡本 徹 671-4134 兵庫県宍粟市一宮町伊和５４６番地 790720187 西播(龍健)第24-41 令和4年10月28日 令和10年11月30日 令和4年10月28日
000028 6000086056 久保田素麺所 671-4113 宍粟市一宮町三方町５５７－１ めん類製造業 一般 久保田 実 西播(龍健)第721-2 令和2年4月28日 令和8年5月31日 昭和59年4月25日
000028 6000086061 （有）小林製麺所 671-4139 宍粟市一宮町生栖３８９－１ 790741080 めん類製造業 一般 有限会社小林製麺所 代表取締役 小林 清吾 671-4123 兵庫県宍粟市一宮町生栖３７１ 790740432 西播(龍健)第721-55 令和2年11月16日 令和8年11月30日 昭和56年11月27日
000028 6000086063 小林勝己製麺所 671-4124 宍粟市一宮町深河谷２１４ 790740512 めん類製造業 一般 小林 勝己 西播(龍健)第721-70 令和3年2月8日 令和8年2月28日 平成13年2月27日
000028 6000086065 小林製麺所 671-4133 宍粟市一宮町須行名３４０－２ めん類製造業 一般 小林 伸洋 西播(龍健)第721-48 令和2年2月13日 令和8年2月28日 昭和57年2月19日
000028 6000086066 ㈲黒原産業 671-4103 宍粟市一宮町黒原382 790740059 めん類製造業 一般 有限会社黒原産業 代表取締役 小椋 靖 671-4103 兵庫県宍粟市一宮町黒原382 790740059 西播(龍健)第721-49 平成30年11月12日 令和6年11月30日 平成7年11月10日
000028 6000086068 小林雅和製麺所 671-4103 宍粟市一宮町黒原３７６ 790740739 麺類製造業 一般 小林 雅和 西播(龍健)第24-36 令和3年10月11日 令和9年11月30日 令和3年10月11日
000028 6000086071 （有）八家製麺所 671-4131 宍粟市一宮町安積1400-13 720798 めん類製造業 一般 有限会社　八家製麺所 代表取締役 佐野 文昭 671-4131 兵庫県宍粟市一宮町安積1400-1 720798 西播(龍健)第721-12 平成29年8月4日 令和5年8月31日 昭和61年8月8日
000028 6000086072 澤田製麺工場 671-4115 宍粟市一宮町河原田６７８ 790740812 めん類製造業 一般 澤田 典彦 西播(龍健)第721-11 令和2年8月4日 令和8年8月31日 平成9年8月15日
000028 6000086074 柴原寿男製麺所 671-4144 宍粟市一宮町下野田542 めん類製造業 一般 柴原 寿男 西播(龍健)第721-61 平成30年2月9日 令和6年2月29日 昭和56年2月26日
000028 6000086080 志水製麺所 671-4134 宍粟市一宮町伊和５－１ めん類製造業 一般 志水 和重 西播(龍健)第194-7 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成7年5月2日
000028 6000086081 志水製麺所 671-4134 宍粟市一宮町伊和６０３－１ 790721333 麺類製造業 一般 志水 清吾 西播(龍健)第24-5 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 6000086083 志水広和製麺所 671-4134 宍粟市一宮町伊和626 めん類製造業 一般 志水 広和 西播(龍健)第721-52 平成30年11月15日 令和6年11月30日 昭和62年11月20日
000028 6000086084 白川俊之製麺所 671-4121 宍粟市一宮町福中４－１ 麺類製造業 一般 白川 俊之 西播(龍健)第24-17 令和3年8月13日 令和8年8月31日 令和3年8月13日
000028 6000086086 田冨素麺工場 671-4139 宍粟市一宮町西安積２４２ めん類製造業 一般 田冨 秀雄 西播(龍健)第721-24 令和2年8月19日 令和8年8月31日 昭和57年5月7日
000028 6000086087 カミタニ産業㈱ 671-4102 宍粟市一宮町横山３１８ 790741578 麺類製造業 一般 カミタニ産業株式会社 代表取締役 田中 一男 671-4102 兵庫県宍粟市一宮町横山３１８番地 790741578 西播(龍健)第24-44 令和4年10月28日 令和10年11月30日 令和4年10月28日
000028 6000086088 田中稔勝製麺所 671-4108 宍粟市一宮町千町139-1 めん類製造業 一般 田中 稔勝 西播(龍健)第721-50 平成30年11月12日 令和6年11月30日 昭和56年11月27日
000028 6000086095 （有）庭田製麺 671-4142 宍粟市一宮町能倉１２９２ 790720371 麺類製造業 一般 有限会社庭田製麵 代表取締役 谷口 学 671-4142 兵庫県宍粟市一宮町能倉１２８４番地の２ 790720371 西播(龍健)第24-7 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 6000086096 田原製麺所 671-4101 宍粟市一宮町倉床250-1 めん類製造業 一般 田原 秀生 西播(龍健)第721-77 平成31年2月5日 令和7年2月28日 昭和57年2月12日
000028 6000086097 樽本素麺工場 671-4133 宍粟市一宮町須行名138 790721783 めん類製造業 一般 樽本 晃 西播(龍健)第721-11 平成29年8月4日 令和5年8月31日 昭和57年8月24日
000028 6000086101 田路素麺所 671-4125 宍粟市一宮町西深１５１ めん類製造業 一般 田路 勝幸 西播(龍健)第721-31 令和2年10月6日 令和7年11月30日 平成6年10月31日
000028 6000086103 有限会社 とちお 671-4122 宍粟市一宮町福知225 790740436 めん類製造業 一般 有限会社とちお 代表取締役 下津屋 幸治 671-4122 兵庫県宍粟市一宮町福知１８９番地 西播(龍健)第721-42 平成30年10月24日 令和6年11月30日 平成7年11月10日
000028 6000086104 有限会社あずみのそうめん屋 671-4131 宍粟市一宮町安積７３４ 790720126 めん類製造業 一般 有限会社あずみのそうめん屋 代表取締役 堂田 元喜 671-4131 兵庫県宍粟市一宮町安積７３５ 790720126 西播(龍健)第721-8 令和1年5月27日 令和7年5月31日 平成6年4月28日
000028 6000086105 堂田敏也製麺所 671-4131 宍粟市一宮町安積700 めん類製造業 一般 堂田 敏也 西播(龍健)第721-57 平成30年11月19日 令和6年11月30日 昭和56年11月27日
000028 6000086106 ㈲堂田製麺所 671-4131 宍粟市一宮町安積743 790720170 めん類製造業 一般 有限会社 堂田製麺所 代表取締役 堂田 千夏 671-4131 兵庫県宍粟市一宮町安積744 790720170 西播(龍健)第721-40 平成29年11月17日 令和5年11月30日 平成12年11月28日
000028 6000086108 中尾素麺 671-4102 宍粟市一宮町横山１０４－１ めん類製造業 一般 中尾 昭義 西播(龍健)第721-13 令和2年8月4日 令和8年8月31日 昭和59年8月13日
000028 6000086111 中島製麺所 671-4122 宍粟市一宮町福知１４０９ 麺類製造業 一般 中島 清司 西播(龍健)第24-67 令和5年2月20日 令和11年2月28日 令和5年2月20日
000028 6000086116 有限会社　満和 671-4134 宍粟市一宮町伊和２６８ 790721583 めん類製造業 一般 有限会社満和 代表取締役 中野 尚貴 671-4134 兵庫県宍粟市一宮町伊和２６８番地 790721583 西播(龍健)第721-27 令和1年10月28日 令和7年11月30日 平成6年10月14日
000028 6000086118 中畑俊博素麺工場 671-4102 宍粟市一宮町横山２７５ 790741603 麺類製造業 一般 中畑 俊博 西播(龍健)第24-42 令和4年10月28日 令和10年11月30日 令和4年10月28日
000028 6000086126 西山素麺工場 671-4124 宍粟市一宮町深河谷４２９ めん類製造業 一般 西山 雄己 西播(龍健)第721-47 令和2年2月13日 令和8年2月28日 昭和56年2月26日
000028 6000086128 畑尾眞二製麺所 671-4142 宍粟市一宮町能倉1101 790722268 めん類製造業 一般 畑尾 眞二 西播(龍健)第721-42 平成29年11月17日 令和5年11月30日 平成3年9月18日
000028 6000086129 平林製麺所 671-4139 宍粟市一宮町生栖526 めん類製造業 一般 平林 一歳 西播(龍健)第721-56 平成30年2月7日 令和6年2月29日 昭和57年2月19日
000028 6000086134 （有）野々谷産業 671-4105 宍粟市一宮町上岸田１９１－１ 790741791 麺類製造業 一般 有限会社野々谷産業 代表取締役 藤原 修司 671-4105 兵庫県宍粟市一宮町上岸田１９１－２ 790741791 西播(龍健)第24-19 令和3年8月13日 令和9年8月31日 令和3年8月13日
000028 6000086139 細川製麺所 671-4122 宍粟市一宮町福知1414 めん類製造業 一般 細川 賢二 西播(龍健)第721-19 平成30年8月3日 令和6年8月31日 平成4年8月12日
000028 6000086147 有限会社 宮辻製麺所 671-4133 宍粟市一宮町須行名382 790721826 めん類製造業 一般 有限会社 宮辻製麺所 代表取締役 宮辻 宣宏 671-4133 兵庫県宍粟市一宮町須行名382 790721826 西播(龍健)第721-51 平成30年11月21日 令和6年11月30日 平成7年11月21日
000028 6000086148 村井製麺所 671-4111 宍粟市一宮町公文1062 めん類製造業 一般 村井 隆善 西播(龍健)第721-45 平成29年11月17日 令和5年11月30日 平成3年10月8日
000028 6000086151 森内製麺所 671-4103 宍粟市一宮町黒原３８０ 麺類製造業 一般 森内 伸二 西播(龍健)第24-8 令和4年7月27日 令和9年8月31日 令和4年7月27日
000028 6000086152 （有）森製麺所 671-4111 宍粟市一宮町公文１３７２ 790740153 めん類製造業 一般 有限会社森製麺所 代表取締役 森 真一郎 671-4111 兵庫県宍粟市一宮町公文１３７２ 790740153 西播(龍健)第721-34 令和1年10月30日 令和7年11月30日 昭和56年11月27日
000028 6000086155 森下素麺工場 671-4108 宍粟市一宮町千町１０２ 麺類製造業 一般 森下 豊 西播(龍健)第24-68 令和5年2月20日 令和11年2月28日 令和5年2月20日
000028 6000086159 森山正人製麺所 671-4103 宍粟市一宮町黒原524 めん類製造業 一般 森山 正人 西播(龍健)第721-47 平成29年11月17日 令和5年11月30日 昭和61年11月5日
000028 6000086162 八木昭祐製麺所 671-4133 宍粟市一宮町須行名８４－２ 790720629 麺類製造業 一般 八木 昭祐 西播(龍健)第24-4 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 6000086164 八木民夫製麺所 671-4135 宍粟市一宮町安黒３－２ 790722154 麺類製造業 一般 八木 民夫 西播(龍健)第24-6 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 6000086166 八木素麺工場 671-4133 宍粟市一宮町須行名３３０ 790720108 麺類製造業 一般 八木 英樹 西播(龍健)第24-71 令和5年2月20日 令和11年2月28日 令和5年2月20日
000028 6000086169 山本満男製麺所 671-4139 宍粟市一宮町生栖857-2 790740378 めん類製造業 一般 山本 満男 西播(龍健)第721-32 平成29年10月31日 令和5年11月30日 昭和61年9月19日
000028 6000086174 和田剛司製麺所 671-4106 宍粟市一宮町百千家満４１１－８ めん類製造業 一般 和田 剛司 西播(龍健)第721-46 令和2年10月23日 令和8年11月30日 平成12年11月28日
000028 6000086179 仕出し　内山 671-4105 宍粟市一宮町上岸田５２２－１ 790741577 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 内山 和弘 西播(龍健)第700-266 令和2年2月26日 令和8年2月28日 平成7年12月12日
000028 6000086198 兵衛 671-4122 宍粟市一宮町福知１５４０－７ 790741197 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 日下 住夫 西播(龍健)第168-59 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成6年4月22日
000028 6000086199 やき鳥　いい友 671-4141 宍粟市一宮町東市場４００－１ 790720977 飲食店営業(4)その他 一般 日下 喜生 西播(龍健)第700-206 令和2年11月12日 令和8年11月30日 昭和63年11月28日
000028 6000086208 お好み焼ランドえすこーと 671-4141 宍粟市一宮町東市場４０４－１ 790720129 飲食店営業(4)その他 一般 志水 通範 西播(龍健)第700-38 令和2年4月27日 令和8年5月31日 平成5年3月10日
000028 6000086214 道の駅　播磨いちのみや 671-4133 宍粟市一宮町須行名５１０－１ 790728666 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 播磨いちのみや株式会社 代表取締役 野﨑 美穂 671-4133 兵庫県宍粟市一宮町須行名５１０番地の１ 790728666 西播(龍健)第168-61 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成12年4月11日
000028 6000086219 キッチンハウス　千夏 671-4131 宍粟市一宮町安積１３２８－６ 790721025 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 内藤 千夏子 西播(龍健)第1-15 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 6000086220 炭火焼とり「なかじん」 671-4121 宍粟市一宮町福中186 790741146 飲食店営業(4)その他 一般 中路 文仁 西播(龍健)第700-96 平成30年8月3日 令和6年8月31日 平成12年8月10日
000028 6000086246 株式会社丹波の黒太郎 671-4114 宍粟市一宮町福野字本田１６９－３ 790740572 菓子製造業 一般 株式会社丹波の黒太郎 代表取締役 神﨑 治 671-4114 兵庫県宍粟市一宮町福野字本田１６９番３ 790740572 西播(龍健)第11-17 令和3年10月11日 令和9年11月30日 令和3年10月11日
000028 6000086250 ｸﾞﾘｰﾝｹﾞｲﾌﾞﾙｽﾞ 671-4122 宍粟市一宮町福知174-1 菓子製造業 一般 橋本 由美子 西播(龍健)第701-47 平成31年2月26日 令和7年2月28日 平成12年12月6日
000028 6000086252 松川タイ焼店 671-2500 宍粟市一円 菓子製造業 露店 松川 キヨ子 西播(龍健)第701-47 令和2年2月14日 令和7年2月28日 平成12年2月8日
000028 6000086268 橋本食料品店 671-4142 宍粟市一宮町能倉４９６ 魚介類販売業 一般 橋本 修造 西播(龍健)第704-27 令和1年11月21日 令和7年11月30日 昭和55年11月20日
000028 6000086301 在賀豆腐店 671-4114 宍粟市一宮町福野131-1 豆腐製造業 一般 在賀 マサミ 西播(龍健)第720-2 平成29年11月17日 令和5年11月30日 平成11年10月14日
000028 6000086346 岡本製麺 671-2569 宍粟市山崎町土万１０７６ めん類製造業 一般 岡本 昭 西播(龍健)第721-34 令和2年10月12日 令和7年11月30日 昭和59年11月13日
000028 6000086348 尾﨑製麺所 671-2528 宍粟市山崎町野々上６２２ 麺類製造業 一般 尾﨑 正英 西播(龍健)第24-64 令和4年1月26日 令和10年2月29日 令和4年1月26日
000028 6000086349 上川素麺工場 671-2524 宍粟市山崎町三谷１７８ めん類製造業 一般 上川 博文 西播(龍健)第721-63 令和3年1月19日 令和9年2月28日 平成1年2月6日
000028 6000086357 しみず製麺工場 671-2501 宍粟市山崎町上ノ字小坂１０８２ 790650367 めん類製造業 一般 志水 顕 西播(龍健)第194-4 令和3年5月10日 令和9年5月31日 平成7年3月28日
000028 6000086360 竹内謙吉製麺所 671-2535 宍粟市山崎町宇原473 めん類製造業 一般 竹内 謙吉 西播(龍健)第721-27 平成29年10月4日 令和5年11月30日 昭和55年11月20日
000028 6000086364 田中製麺所 671-2512 宍粟市山崎町与位１３１７ 790626055 麺類製造業 一般 田中 芳典 西播(龍健)第24-23 令和3年8月16日 令和9年8月31日 令和3年8月16日
000028 6000086368 谷口豊製麺所 671-2558 宍粟市山崎町上比地２７９－２ 麺類製造業 一般 谷口 豊 西播(龍健)第24-66 令和4年1月26日 令和9年2月28日 令和4年1月26日
000028 6000086373 戸田製麺所 671-2519 宍粟市山崎町下町９８ めん類製造業 一般 戸田 昌宏 西播(龍健)第721-33 令和2年10月12日 令和8年11月30日 平成8年10月17日
000028 6000086381 （有）西畑製麺所 671-2564 宍粟市山崎町青木２３８８－１ 790621229 めん類製造業 一般 有限会社西畑製麺所 代表取締役 西畑 實 671-2564 兵庫県宍粟市山崎町青木２３８８番地の１ 790621229 西播(龍健)第721-13 令和1年8月15日 令和6年8月31日 昭和58年10月12日
000028 6000086382 橋本製麺所 671-2517 宍粟市山崎町生谷１８８－１ 790620971 麺類製造業 一般 有限会社橋本酒店 代表取締役 橋本 忠司 671-2517 兵庫県宍粟市山崎町生谷１８８ 790620971 西播(龍健)第24-34 令和4年10月13日 令和10年11月30日 令和4年10月13日
000028 6000086392 船引素麺工場 671-2565 宍粟市山崎町高下1302-2 めん類製造業 一般 船引 猛夫 西播(龍健)第721-81 平成31年2月4日 令和7年2月28日 平成9年2月26日
000028 6000086402 光森素麺工場 671-2564 宍粟市山崎町青木１５８１番地 790621362 麺類製造業 一般 有限会社　光森食品産業 代表取締役 光森 三郎 671-2564 兵庫県宍粟市山崎町青木１５８１番地 790621362 西播(龍健)第24-33 令和4年10月14日 令和10年11月30日 令和4年10月14日
000028 6000086405 森谷製麺所 671-2525 宍粟市山崎町神谷162 めん類製造業 一般 森谷 譲 西播(龍健)第721-29 平成29年10月5日 令和5年11月30日 平成3年11月13日
000028 6000086406 有限会社麺彩工房もりもと 671-2501 宍粟市山崎町上ノ１０５８－１ 790650143 麺類製造業 一般 有限会社麺彩工房もりもと 代表取締役 森元 規夫 671-2501 兵庫県宍粟市山崎町上ノ１０５８番地の１ 790650143 西播(龍健)第24-52 令和3年11月15日 令和9年11月30日 令和3年11月15日
000028 6000086408 ﾏﾙｷ㈱ 671-2508 宍粟市山崎町上牧谷234 790650306 めん類製造業 一般 ﾏﾙｷ株式会社 代表取締役 八木 裕三 671-2508 兵庫県宍粟市山崎町上牧谷234 790650306 西播(龍健)第721-58 平成30年11月19日 令和6年11月30日 平成12年9月29日
000028 6000086414 山本製麺所 671-2525 宍粟市山崎町神谷２６７ 790623298 麺類製造業 一般 山本 匠 西播(龍健)第24-55 令和4年11月14日 令和10年11月30日 令和4年11月14日
000028 6000086418 ㈱御菓子司あらき 671-2575 宍粟市山崎町山田170-4 790620160 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社御菓子司あらき 代表取締役 荒木 新五 671-2575 兵庫県宍粟市山崎町山田170-4 790620160 西播(龍健)第710-2 平成30年5月23日 令和5年5月31日 平成7年5月2日
000028 6000086435 アンクルトムズキャビン１０９ 671-2572 宍粟市山崎町庄能３４９－１ 790621090 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社アンクルトム 代表取締役 粟田 尚樹 671-2572 兵庫県宍粟市山崎町庄能３４９番地の１ 790621090 西播(龍健)第1-125 令和3年11月25日 令和9年11月30日 令和3年11月25日
000028 6000086438 喫茶　白樺 671-2577 宍粟市山崎町山崎３９３ 790621006 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井口 正博 西播(龍健)第168-31 令和3年5月10日 令和9年5月31日 平成9年4月8日
000028 6000086445 一ノ木焼肉店 671-2576 宍粟市山崎町鹿沢１６ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一ノ木 繁 西播(龍健)第1-131 令和4年8月10日 令和10年8月31日 令和4年8月10日
000028 6000086470 スナック　小りん 671-2516 宍粟市山崎町三津字茶ノ木３０７－１ 790626264 飲食店営業(4)その他 一般 リバーサイド観光有限会社 代表取締役 太田 勇 671-2516 兵庫県宍粟市山崎町三津１３７番地の１ 790626622 西播(龍健)第1-85 令和3年10月11日 令和9年11月30日 令和3年10月11日
000028 6000086475 イオンリテール株式会社　イオン山崎店 671-2545 宍粟市山崎町中井字城下１０ 790630505 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１－５－１ 432126500 西播(龍健)第700-45 令和2年5月8日 令和9年5月31日 平成5年4月27日
000028 6000086477 イオンリテール株式会社　イオン山崎店 671-2545 宍粟市山崎町中井字城下１０ 790630505 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１－５－１ 432126500 西播(龍健)第700-46 令和2年5月8日 令和9年5月31日 平成5年4月27日
000028 6000086485 四季の味　つり吉 671-2516 宍粟市山崎町三津３２１ 790623102 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 柏原 洋子 西播(龍健)第1-44 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 6000086487 大文字 671-2573 宍粟市山崎町今宿字西ノ筋２７１－１ 790624738 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 片牧 正良 西播(龍健)第1-220 令和4年11月14日 令和10年11月30日 令和4年11月14日
000028 6000086490 牛太 山崎店 671-2533 宍粟市山崎町須賀沢1381-1・1382 790620524 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社かのう企画 取締役 加納 正教 671-2576 兵庫県宍粟市山崎町鹿沢108-35 790626510 西播(龍健)第700-202 平成31年2月8日 令和7年2月28日 平成12年12月7日
000028 6000086494 えんぜる 671-2575 宍粟市山崎町山田176-2 790620909 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岸本 眞由美 西播(龍健)第700-47 平成30年5月23日 令和6年5月31日 平成4年3月19日
000028 6000086508 みらく 671-2575 宍粟市山崎町山田２２５－１ 790622056 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 熊見 健利 西播(龍健)第1-46 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 6000086519 ロッキーの家 671-2521 宍粟市山崎町木ノ谷１８３－１ 790628290 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 駒谷 優樹 西播(龍健)第1-62 令和4年5月20日 令和10年5月31日 令和4年5月20日
000028 6000086522 美代志 671-2577 宍粟市山崎町山崎465 790620173 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 後藤 敏之 西播(龍健)第700-13 平成29年4月24日 令和5年5月31日 昭和56年5月29日
000028 6000086523 鍋麺料理　だるま 671-2575 宍粟市山崎町山田１７９－３ 790621167 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 坂口 雅彦 西播(龍健)第1-14 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 6000086524 案山子 671-2545 宍粟市山崎町中井５３－２ 790625826 飲食店営業(4)その他 一般 坂口 マユミ 西播(龍健)第700-205 令和2年11月12日 令和8年11月30日 昭和60年11月27日
000028 6000086535 料理旅館　菊水 671-2577 宍粟市山崎町山崎287 790621119 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社菊水 代表取締役 志水 善章 671-2577 兵庫県宍粟市山崎町山崎287 790621119 西播(龍健)第700-186 平成29年11月17日 令和5年11月30日 昭和54年11月29日
000028 6000086540 (有)伊沢の里 671-2517 宍粟市山崎町生谷２１４－１ 790631380 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社伊沢の里 代表取締役 富田 健次 671-2517 兵庫県宍粟市山崎町生谷２１４番地１ 790631380 西播(龍健)第168-23 令和3年4月30日 令和10年5月31日 平成9年3月10日
000028 6000086549 さつき荘 671-2544 宍粟市山崎町千本屋字野田333 790628333 飲食店営業(3)旅館 一般 髙井 正則 西播(龍健)第700-40 平成29年5月23日 令和5年5月31日 昭和57年5月12日
000028 6000086573 戸田商店 671-2519 宍粟市山崎町下町４１３－１ 790627138 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 戸田 登喜男 西播(龍健)第1-36 令和4年5月2日 令和10年5月31日 令和4年5月2日
000028 6000086585 中村商店 671-2577 宍粟市山崎町山崎３１６－４ 790622468 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社中村商店 代表取締役 中村 泰二郎 671-2577 兵庫県宍粟市山崎町山崎３１６番地の４ 790622468 西播(龍健)第700-194 令和1年11月27日 令和7年11月30日 平成4年10月20日
000028 6000086588 キャピタル 671-2572 宍粟市山崎町庄能１ 790624112 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 永井 茂 西播(龍健)第700-197 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成8年10月25日



000028 6000086595 割烹　与太呂 671-2577 宍粟市山崎町山崎173 790620769 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長田 進 西播(龍健)第700-180 平成29年11月14日 令和5年11月30日 昭和56年9月30日
000028 6000086602 公立宍粟総合病院　職員食堂 671-2576 宍粟市山崎町鹿沢９３ 790633607 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ウオクニ株式会社 代表取締役 野々村 充教 657-0842 兵庫県神戸市灘区船寺通四丁目５番１６号 788019413 西播(龍健)第1-226 令和4年11月21日 令和10年11月30日 令和4年11月21日
000028 6000086605 やまき 671-2551 宍粟市山崎町春安１－３ 790620888 飲食店営業(4)その他 一般 橋岡 悦子 西播(龍健)第700-269 令和2年2月26日 令和8年2月28日 昭和62年12月24日
000028 6000086609 めが亀 671-2576 宍粟市山崎町鹿沢７７－３２ 790620412 飲食店営業(4)その他 一般 濱松 靖修 西播(龍健)第1-41 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 6000086614 よい温泉観光株式会社 671-2512 宍粟市山崎町与位66-3 790632615 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 よい温泉観光株式会社 代表取締役 廣居 克俊 671-2512 兵庫県宍粟市山崎町与位66-3 790632615 西播(龍健)第700-29 平成30年5月9日 令和6年5月31日 平成12年3月9日
000028 6000086621 河童 671-2545 宍粟市山崎町中井１０４ 790633260 飲食店営業(4)その他 一般 福下 英明 西播(龍健)第700-66 令和2年5月21日 令和8年5月31日 平成8年3月7日
000028 6000086626 味鮮 671-2516 宍粟市山崎町三津９７－９ 790632905 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤田 強司 西播(龍健)第1-109 令和3年11月1日 令和9年11月30日 令和3年11月1日
000028 6000086632 白光 671-2522 宍粟市山崎町杉ヶ瀬３１２－１ 790621895 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 光子 西播(龍健)第700-34 令和2年4月24日 令和8年5月31日 平成8年5月30日
000028 6000086633 レストイン　篠乃丸 671-2542 宍粟市山崎町船元245-1 790620504 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ﾚｽﾄｲﾝ篠乃丸 代表取締役 船曵 敏明 671-2542 兵庫県宍粟市山崎町船元245-1 790620504 西播(龍健)第1-33 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 6000086644 ﾚｽﾄﾗﾝ　ｻﾎﾞｲ 671-2573 宍粟市山崎町今宿5-5 790626903 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松田 京祐 西播(龍健)第700-165 平成29年10月31日 令和5年11月30日 平成11年11月29日
000028 6000086648 さいこ 671-2572 宍粟市山崎町庄能２２７ 790623562 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松本 崇志 西播(龍健)第700-51 令和2年5月12日 令和8年5月31日 昭和63年3月4日
000028 6000086649 べあー 671-2556 宍粟市山崎町下比地字上河原293-3・293-4294-2 790627691 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松本 日出昭 西播(龍健)第700-266 平成30年2月28日 令和6年2月29日 平成12年2月28日
000028 6000086651 スナック　ピュア 671-2573 宍粟市山崎町今宿２３４ 790625502 飲食店営業(4)その他 一般 丸尾 輝世子 西播(龍健)第700-61 令和2年5月15日 令和8年5月31日 平成8年5月1日
000028 6000086654 ミウラ株式会社 671-2577 宍粟市山崎町山崎１４６ 790621626 飲食店営業(4)その他 一般 ミウラ株式会社 代表取締役 三浦 克幸 671-2577 兵庫県宍粟市山崎町山崎１４６番地 790621626 西播(龍健)第700-238 令和2年2月3日 令和8年2月28日 昭和56年2月10日
000028 6000086666 莉々 671-2516 宍粟市山崎町三津３２１－１１ 飲食店営業(4)その他 一般 森下 ちぐさ 西播(龍健)第1-178 令和4年2月18日 令和10年2月29日 令和4年2月18日
000028 6000086669 コーヒーハウス　らふ 671-2576 宍粟市山崎町鹿沢９０－１ 790628559 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 八木 久美子 西播(龍健)第1-179 令和4年2月18日 令和10年2月29日 令和4年2月18日
000028 6000086671 鮨桝食品（株）山崎店 671-2545 宍粟市山崎町中井字城下１０イオン山崎内 790630539 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 鮨桝食品株式会社 代表取締役 柳田 英司 581-0092 大阪府八尾市老原９－１１５ 729971811 西播(龍健)第700-30 令和2年4月24日 令和8年5月31日 平成5年4月27日
000028 6000086672 田舎亭 671-2517 宍粟市山崎町生谷１７０ 790620944 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 柳田 正雄 西播(龍健)第700-276 令和3年2月1日 令和9年2月28日 昭和57年2月21日
000028 6000086673 ｽﾅｯｸ　凡 671-2516 宍粟市山崎町三津321 790624396 飲食店営業(4)その他 一般 矢野 くにえ 西播(龍健)第700-107 平成30年8月13日 令和6年8月31日 平成4年6月12日
000028 6000086681 モスバーガー山崎咲ランド店 671-2545 宍粟市山崎町中井１０ 790630544 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ジョイサービス 代表取締役 横野 篤 671-2401 兵庫県姫路市安富町安志６００番地６０ 790630544 西播(龍健)第1-35 令和4年5月2日 令和11年5月31日 令和4年5月2日
000028 6000086685 ｶﾜﾍﾞ 山崎店 671-2572 宍粟市山崎町三津240 790629292 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ｶﾜﾍﾞ 代表取締役 川辺 大介 678-0052 兵庫県相生市大島町1-12 790233335 西播(龍健)第700-162 平成30年11月28日 令和6年11月30日 平成12年11月9日
000028 6000086696 一ノ木商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 一ノ木 一彰 西播(龍健)第1-285 令和5年2月22日 令和10年2月29日 令和5年2月22日
000028 6000086699 森下 671-2500 宍粟市内一円 飲食店営業(4)その他 露店 森下 春男 西播(龍健)第700-109 平成30年8月15日 令和5年8月31日 昭和58年8月26日
000028 6000086701 ㈱御菓子司あらき 671-2575 宍粟市山崎町山田１７０－４ 790620160 菓子製造業 一般 株式会社御菓子司あらき 代表取締役 荒木 新五 671-2575 兵庫県宍粟市山崎町山田１７０番地の４ 790620160 西播(龍健)第11-4 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 6000086712 高田パン 671-2572 宍粟市山崎町庄能１３１－１ 菓子製造業 一般 高田 三千翁 西播(龍健)第169-17 令和3年5月21日 令和9年5月31日 昭和57年5月1日
000028 6000086720 ーノ木商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 一ノ木 一彰 西播(龍健)第1-286 令和5年2月22日 令和10年2月29日 令和5年2月22日
000028 6000086721 志水 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 菓子製造業 露店 志水 光男 西播(龍健)第701-39 令和2年11月12日 令和7年11月30日 昭和60年11月16日
000028 6000086722 高田製菓製ﾊﾟﾝ 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 菓子製造業 露店 高田 三千翁 西播(龍健)第701-8 平成30年5月9日 令和5年5月31日 平成5年5月31日
000028 6000086724 ﾊｯﾋﾟｰ 671-2551 宍粟市山崎町春安111-1 790628833 喫茶店営業 一般 社会福祉法人恩徳福祉会 理事長 岡田 宗修 564-0011 大阪府吹田市岸部南一丁目４番２４号 663184165 西播(龍健)第708-33 平成30年8月29日 令和6年8月31日 平成4年6月10日
000028 6000086785 イオンリテール株式会社　イオン山崎店 671-2545 宍粟市山崎町中井字城下１０ 790630505 魚介類販売業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１－５－１ 432126500 西播(龍健)第704-5 令和2年5月8日 令和9年5月31日 平成5年4月27日
000028 6000086789 ｶﾜﾍﾞ 山崎店 671-2572 宍粟市山崎町三津240 790629292 魚介類販売業 一般 株式会社ｶﾜﾍﾞ 代表取締役 川辺 大介 678-0052 兵庫県相生市大島町1-12 790233335 西播(龍健)第704-24 平成30年11月28日 令和6年11月30日 平成12年11月9日
000028 6000086803 戸田商店 671-2519 宍粟市山崎町下町４１３－１ 魚介類販売業 一般 戸田 登喜男 西播(龍健)第704-48 令和3年2月1日 令和9年2月28日 昭和59年2月6日
000028 6000086804 中村商店 671-2577 宍粟市山崎町山崎３１６－４ 790622468 魚介類販売業 一般 有限会社中村商店 代表取締役 中村 泰二郎 671-2577 兵庫県宍粟市山崎町山崎３１６番地の４ 790622468 西播(龍健)第704-30 令和1年11月27日 令和7年11月30日 平成4年10月20日
000028 6000086806 めが亀 671-2576 宍粟市山崎町鹿沢７７－３２ 790620412 魚介類販売業 一般 濱松 靖修 西播(龍健)第4-2 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 6000086830 山陽盃酒造株式会社 671-2577 宍粟市山崎町山崎28 790621010 酒類製造業 一般 山陽盃酒造株式会社 代表取締役 壺阪 興一郎 671-2577 兵庫県宍粟市山崎町山崎２８ 790621010 西播(龍健)第719-1 平成30年8月9日 令和6年8月31日 昭和55年8月19日
000028 6000086832 老松酒造(有) 671-2577 宍粟市山崎町山崎１２ 790622345 酒類製造業 一般 老松酒造有限会社 代表取締役 前野 正晶 671-2577 兵庫県宍粟市山崎町山崎１２ 790622345 西播(龍健)第719-2 令和2年8月28日 令和8年8月31日 昭和55年8月19日
000028 6000086836 イオンリテール株式会社　イオン山崎店 671-2545 宍粟市山崎町中井字城下１０ 790630505 食肉販売業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１－５－１ 432126500 西播(龍健)第713-7 令和2年5月8日 令和9年5月31日 平成5年4月27日
000028 6000086844 ミウラ株式会社 671-2577 宍粟市山崎町山崎１４６ 790621626 食肉販売業 一般 ミウラ株式会社 代表取締役 三浦 克幸 671-2577 兵庫県宍粟市山崎町山崎１４６番地 790621626 西播(龍健)第713-39 令和2年2月3日 令和8年2月28日 昭和56年2月10日
000028 6000086895 長田産業(株) 671-2544 宍粟市山崎町千本屋２１５ 790621177 添加物製造業 一般 長田産業株式会社 代表取締役 長田 伊知朗 671-2544 兵庫県宍粟市山崎町千本屋２１５番地 790621177 西播(龍健)第723-1 令和2年5月29日 令和8年5月31日 平成5年3月11日
000028 6000086896 長田産業㈱川戸工場 671-2534 宍粟市山崎町川戸1121-10 790626515 添加物製造業 一般 長田産業株式会社 代表取締役 長田 伊知朗 671-2544 兵庫県宍粟市山崎町千本屋215 790621177 西播(龍健)第723-1 平成30年8月10日 令和6年8月31日 平成12年8月10日
000028 6000086986 阿曽製麺所 671-3223 宍粟市千種町室３９０ 790762289 麺類製造業 一般 阿曽 登 西播(龍健)第24-45 令和3年10月19日 令和9年11月30日 令和3年10月19日
000028 6000086987 井岡製麺所 671-3232 宍粟市千種町河内字水木１３５１－１ 790763200 麺類製造業 一般 井岡 誠 西播(龍健)第24-47 令和3年10月19日 令和9年11月30日 令和3年10月19日
000028 6000086990 上山勝己素麺工場 671-3211 宍粟市千種町岩野辺１６６８－２ 790763389 麺類製造業 一般 上山 勝己 西播(龍健)第24-50 令和4年11月8日 令和10年11月30日 令和4年11月8日
000028 6000086994 （有）岡商店 671-3233 宍粟市千種町西河内８５４ 790762853 麺類製造業 一般 有限会社岡商店 代表取締役 岡 泰裕 671-3233 兵庫県宍粟市千種町西河内７７７番地 790762853 西播(龍健)第24-64 令和5年2月17日 令和11年2月28日 令和5年2月17日
000028 6000086996 小河弘志製麺所 671-3211 宍粟市千種町岩野辺2740 めん類製造業 一般 小河 弘志 西播(龍健)第721-17 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成9年8月13日
000028 6000086998 木原製麺所 671-3231 宍粟市千種町河呂１６６ 麺類製造業 一般 木原 好喜 西播(龍健)第24-14 令和4年8月1日 令和10年8月31日 令和4年8月1日
000028 6000086999 木山製麺所 671-3233 宍粟市千種町西河内９２２－１ 790762800 麺類製造業 一般 木山 元夫 西播(龍健)第24-49 令和3年10月19日 令和9年11月30日 令和3年10月19日
000028 6000087005 佐古井製麺所 671-3212 宍粟市千種町鷹巣字谷口７０７－１ 麺類製造業 一般 佐古井 武男 西播(龍健)第24-18 令和4年8月10日 令和10年8月31日 令和4年8月10日
000028 6000087009 （有）田口素麺 671-3221 宍粟市千種町西山１４９０ 790762823 めん類製造業 一般 有限会社田口素麺 代表取締役 田口 智樹 671-3221 兵庫県宍粟市千種町西山１５６５ 790762823 西播(龍健)第721-7 令和1年5月20日 令和6年5月31日 昭和55年5月7日
000028 6000087016 堂場製麺所 671-3232 宍粟市千種町河内字道上８３６－１ 790763927 麺類製造業 一般 堂場 義人 西播(龍健)第24-65 令和5年2月17日 令和11年2月28日 令和5年2月17日
000028 6000087019 ㈲八田製麺所 671-3211 宍粟市千種町岩野辺２３２１ 790762135 麺類製造業 一般 有限会社八田製麺所 代表取締役 八田 勝彦 671-3211 兵庫県宍粟市千種町岩野辺２３２１番地 790762135 西播(龍健)第24-49 令和4年11月8日 令和10年11月30日 令和4年11月8日
000028 6000087020 林　政彦 671-3232 宍粟市千種町河内１１４６ 790762792 麺類製造業 一般 林 政彦 西播(龍健)第24-46 令和3年10月19日 令和9年11月30日 令和3年10月19日
000028 6000087022 ㈲春名製麺所 671-3223 宍粟市千種町室９０－１ 790762785 麺類製造業 一般 有限会社春名製麺所 代表取締役 春名 礼実 671-3223 兵庫県宍粟市千種町室８４ 790762785 西播(龍健)第24-63 令和5年2月16日 令和11年2月28日 令和5年2月16日
000028 6000087024 有限会社ナオキ 671-3223 宍粟市千種町室４９ 790762443 麺類製造業 一般 有限会社ナオキ 代表取締役 春名 直輝 671-3223 兵庫県宍粟市千種町室４９番地 790762443 西播(龍健)第24-44 令和3年10月19日 令和9年11月30日 令和3年10月19日
000028 6000087027 （有）雛倉製麺所 671-3223 宍粟市千種町室835-2 790762326 めん類製造業 一般 有限会社　雛倉製麺所 代表取締役 雛倉 隆 671-3223 兵庫県宍粟市千種町室835-2 790762326 西播(龍健)第721-83 平成31年2月8日 令和6年2月29日 平成11年2月25日
000028 6000087028 平瀬源吾製麺所 671-3233 宍粟市千種町西河内４７５ 麺類製造業 一般 平瀬 源吾 西播(龍健)第24-48 令和3年10月19日 令和9年11月30日 令和3年10月19日
000028 6000087029 平瀬久義製麺所 671-3233 宍粟市千種町西河内字大橋１６６－１ 790762507 めん類製造業 一般 有限会社平瀬久義製麺所 代表取締役 平瀬 和也 671-3233 兵庫県宍粟市千種町西河内１７３ 790762507 西播(龍健)第721-49 令和2年2月18日 令和8年2月28日 平成7年2月17日
000028 6000087031 船曳製麺所 671-3211 宍粟市千種町岩野辺１３０９－１ 790763375 麺類製造業 一般 船曳 明 西播(龍健)第24-51 令和4年11月8日 令和10年11月30日 令和4年11月8日
000028 6000087038 森脇製麺所 671-3211 宍粟市千種町岩野辺１０９２ 麺類製造業 一般 森脇 康人 西播(龍健)第24-62 令和5年2月16日 令和11年2月28日 令和5年2月16日
000028 6000087040 山田製麺所 671-3231 宍粟市千種町河呂92-1 めん類製造業 一般 山田 栄作 西播(龍健)第721-12 平成30年5月28日 令和6年5月31日 昭和57年5月7日
000028 6000087045 大衆食堂　節ちゃん 671-3202 宍粟市千種町黒土１６６－３ 790763336 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩蕗 節子 西播(龍健)第700-196 令和2年10月28日 令和8年11月30日 平成5年11月26日
000028 6000087047 ちくさ高原レストハウス 671-3233 宍粟市千種町西河内１０４７－２１８ 790763555 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ちくさリゾート 代表取締役 一ノ木 智毅 671-3233 兵庫県宍粟市千種町西河内１０４７番地の２１８ 790763555 西播(龍健)第700-252 令和2年2月18日 令和8年2月28日 昭和62年12月8日
000028 6000087048 ちくさ高原センター 671-3233 宍粟市千種町西河内１０４７－２１８ 790763555 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社ちくさリゾート 代表取締役 一ノ木 智毅 671-3233 兵庫県宍粟市千種町西河内１０４７番地の２１８ 790763555 西播(龍健)第700-251 令和2年2月18日 令和8年2月28日 昭和62年12月8日
000028 6000087055 とらの子 671-3201 宍粟市千種町千草１１９－２ 790763577 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岸蔭 京子 西播(龍健)第700-204 令和2年11月12日 令和8年11月30日 平成5年9月29日
000028 6000087056 Ｙショップ宍粟木梨 671-3201 宍粟市千種町千草８７－１ 790762056 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 木梨 順夫 西播(龍健)第1-67 令和3年8月30日 令和9年8月31日 令和3年8月30日
000028 6000087060 千種給食 671-3201 宍粟市千種町千草９５０－１ 790762332 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 小原 儀一 西播(龍健)第700-296 令和3年2月22日 令和9年2月28日 昭和63年12月15日
000028 6000087062 ﾛｰｿﾝ千種黒土店 671-3202 宍粟市千種町黒土字河原田７６－１ 790763393 飲食店営業(4)その他 一般 齋藤 省三 西播(龍健)第700-90 平成30年7月31日 令和7年8月31日 平成12年8月30日
000028 6000087064 旅館　瀧長 671-3202 宍粟市千種町黒土134-6 790762300 飲食店営業(3)旅館 一般 瀧本 武紀 西播(龍健)第700-89 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成12年8月4日
000028 6000087068 千草カントリークラブ 671-3212 宍粟市千種町鷹巣２４－２ 790763333 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社千草カントリークラブ 代表取締役 中山 直 671-3212 兵庫県宍粟市千種町鷹巣２４番地の２ 753124520 西播(龍健)第168-68 令和3年5月25日 令和9年5月31日 平成1年4月26日
000028 6000087069 千草カントリークラブ 671-3212 宍粟市千種町鷹巣２４－２ 790763333 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社千草カントリークラブ 代表取締役 中山 直 671-3212 兵庫県宍粟市千種町鷹巣２４番地の２ 753124520 西播(龍健)第1-126 令和4年8月10日 令和10年8月31日 令和4年8月10日
000028 6000087072 花正 671-3201 宍粟市千種町千草930-1 790762966 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 妙見 悦正 西播(龍健)第700-43 平成29年5月24日 令和5年5月31日 平成11年3月11日
000028 6000087094 鳥羽商店 671-3201 宍粟市千種町千草６９４－１ 790762101 魚介類販売業 一般 鳥羽 彰佳 西播(龍健)第4-5 令和3年8月30日 令和9年8月31日 令和3年8月30日
000028 6000087134 波賀町農林水産物流通加工施設 671-4241 宍粟市波賀町安賀８－１ 790753999 そうざい製造業 一般 宍粟メイプル株式会社 代表取締役 富田 健次 671-4241 兵庫県宍粟市波賀町安賀８番地の１ 790753999 西播(龍健)第25-5 令和4年8月17日 令和10年8月31日 令和4年8月17日
000028 6000087135 ヒガシマル醤油（株）波賀工場 671-4241 宍粟市波賀町安賀８－１ 790753999 みそ又はしょうゆ製造業 一般 ヒガシマル醬油株式会社 代表取締役 竹内 宏平 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永１００番地の３ 791634567 西播(龍健)第20-4 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 6000087136 波賀町農林水産物流通加工施設 671-4241 宍粟市波賀町安賀８－１ 790753999 みそ又はしょうゆ製造業 一般 宍粟メイプル株式会社 代表取締役 富田 健次 671-4241 兵庫県宍粟市波賀町安賀８番地の１ 790753999 西播(龍健)第20-2 令和4年8月17日 令和10年8月31日 令和4年8月17日
000028 6000087144 小阪素麺加工場 671-4244 宍粟市波賀町谷字道ノ上２５９－１ めん類製造業 一般 小阪 尚 西播(龍健)第194-10 令和3年5月25日 令和9年5月31日 昭和59年4月20日
000028 6000087145 小林晋八製麺所 671-4214 宍粟市波賀町野尻２６８－１ めん類製造業 一般 小林 晋八 西播(龍健)第194-2 令和3年4月30日 令和9年5月31日 昭和59年5月19日
000028 6000087146 坂元素麺工場 671-4221 宍粟市波賀町上野５０２－１ めん類製造業 一般 坂元 誠 西播(龍健)第721-16 令和1年8月28日 令和6年8月31日 昭和58年8月18日
000028 6000087147 (有)谷尻製麺所 671-4221 宍粟市波賀町上野１７２７ 790752558 麺類製造業 一般 有限会社谷尻製麺所 代表取締役 谷尻 仁司 671-4221 兵庫県宍粟市波賀町上野１７２８番地 790752558 西播(龍健)第24-22 令和4年8月15日 令和10年8月31日 令和4年8月15日
000028 6000087149 有限会社 奈敦希物産 671-4232 宍粟市波賀町斉木2065 790752261 めん類製造業 一般 有限会社 奈敦希物産 代表取締役 中田 勝博 671-4232 兵庫県宍粟市波賀町斉木1666 790752133 西播(龍健)第721-4 平成30年5月14日 令和6年5月31日 昭和60年9月6日
000028 6000087150 中谷物産（株） 671-4216 宍粟市波賀町皆木５３ 790753838 めん類製造業 一般 中谷物産株式会社 代表取締役 中谷 浩臣 671-4215 兵庫県宍粟市波賀町皆木５３番地 790752214 西播(龍健)第721-6 令和2年5月14日 令和8年5月31日 平成5年4月15日
000028 6000087153 秋 有限会社 671-4241 宍粟市波賀町安賀288 790752395 めん類製造業 一般 秋有限会社 代表取締役 宮本 俊秋 671-4241 兵庫県宍粟市波賀町安賀288 790752395 西播(龍健)第721-40 平成30年10月18日 令和6年11月30日 昭和59年9月17日
000028 6000087156 有限会社　米澤製麺所 671-4244 宍粟市波賀町谷４７ 790752385 麺類製造業 一般 有限会社　米澤製麺所 代表取締役 米澤 伸郎 671-4244 兵庫県宍粟市波賀町谷４７番地 790752385 西播(龍健)第24-46 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 6000087188 道の駅みなみ波賀　レストラン楓の里 671-4241 宍粟市波賀町安賀８－１ 790753999 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宍粟メイプル株式会社 代表取締役 富田 健次 671-4241 兵庫県宍粟市波賀町安賀８番地の１ 790753999 西播(龍健)第1-138 令和4年8月17日 令和10年8月31日 令和4年8月17日
000028 6000087189 東山温泉ﾒｲﾌﾟﾙﾌﾟﾗｻﾞ 671-4221 宍粟市波賀町上野字上東山1799-6 790752717 飲食店営業(3)旅館 一般 宍粟メイプル株式会社 代表取締役 富田 健次 671-4241 兵庫県宍粟市波賀町安賀８番地の１ 790752717 西播(龍健)第700-93 平成29年8月4日 令和5年8月31日 平成11年6月8日
000028 6000087195 ヤマメ茶屋 671-4201 宍粟市波賀町戸倉１６５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西川 年満 西播(龍健)第700-111 令和1年8月28日 令和6年8月31日 昭和57年8月24日
000028 6000087196 さぬきうどん　山水 671-4245 宍粟市波賀町日見谷字久保２１－４ 790753588 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社山水 代表取締役 西村 敏彦 671-4113 兵庫県宍粟市一宮町三方町１９０番地 790740265 西播(龍健)第1-128 令和3年11月25日 令和9年11月30日 令和3年11月25日
000028 6000087197 波賀の里　かえで園 671-4241 宍粟市波賀町安賀４５０－２ 790752641 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小野マルタマフーズ株式会社 代表取締役 畑 昭身 675-1367 兵庫県小野市敷地町１４１２－１ 794631110 西播(龍健)第700-49 令和2年5月12日 令和8年5月31日 平成8年3月29日
000028 6000087198 レストイン　やまなみ 671-4221 宍粟市波賀町上野１４０ 790752266 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 東田 文代 西播(龍健)第168-22 令和3年4月30日 令和9年5月31日 昭和57年5月7日
000028 6000087203 お食事処　あかさい 671-4213 宍粟市波賀町原２９６－１４ 790752492 飲食店営業(3)旅館 一般 堀 耕三 西播(龍健)第700-168 令和1年11月8日 令和7年11月30日 昭和63年11月9日
000028 6000087217 滝流しそうめん 671-4201 宍粟市波賀町戸倉１６５－１３ 790730009 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 道谷観光株式会社 代表取締役 若山 幸弘 675-1379 兵庫県小野市本町２５８番地 794625382 西播(龍健)第700-167 令和1年11月8日 令和7年11月30日 昭和55年11月20日
000028 6000087257 中谷物産（株） 671-4216 宍粟市波賀町皆木５３ 790753838 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 中谷物産株式会社 代表取締役 中谷 浩臣 671-4215 兵庫県宍粟市波賀町皆木５３番地 790752214 西播(龍健)第706-2 令和2年5月14日 令和8年5月31日 平成5年4月15日
000028 6000087259 岸元豆腐店 671-4221 宍粟市波賀町上野１６９－７ 790753519 豆腐製造業 一般 岸元 敏惠 西播(龍健)第720-2 令和3年2月4日 令和8年2月28日 平成1年12月6日
000028 6000087324 津村豆腐店 671-4232 宍粟市波賀町斉木８０３ 豆腐製造業 一般 津村 幸子 西播(龍健)第720-1 令和3年2月4日 令和8年2月28日 平成9年2月6日
000028 6000087339 みかさや山崎店 671-2543 宍粟市山崎町野216 菓子製造業 一般 辻川 俊次 西播(龍健)第701-46 平成31年2月4日 令和7年2月28日 平成13年1月19日
000028 6000087343 やまと 671-2552 宍粟市山崎町段２２４ 790624533 飲食店営業(4)その他 一般 河野 真範 西播(龍健)第700-33 令和1年5月8日 令和7年5月31日 平成13年3月21日
000028 6000087361 鳥羽商店 671-3201 宍粟市千種町千草694-1 790762101 飲食店営業(4)その他 一般 鳥羽 彰佳 西播(龍健)第700-193 平成31年1月30日 令和7年2月28日 平成13年2月16日
000028 6000087362 ガスト兵庫山崎店 671-2516 宍粟市山崎町三津３２０ 790643595 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保一丁目２５番８号 422375218 西播(龍健)第700-113 令和2年8月4日 令和8年8月31日 平成13年7月19日
000028 6000087369 和田製麺所 671-4131 宍粟市一宮町安積928 めん類製造業 一般 和田 周一 西播(龍健)第721-24 平成30年8月13日 令和6年8月31日 平成13年8月27日
000028 6000087370 フードストアーおくだ 671-3201 宍粟市千種町千草７０９－３ 790762112 飲食店営業(4)その他 一般 奥田 隆三 西播(龍健)第700-98 令和1年8月9日 令和7年8月31日 平成13年8月30日
000028 6000087378 志水喜博製麺所 671-4134 宍粟市一宮町伊和４６４ めん類製造業 一般 志水 喜博 西播(龍健)第721-28 令和1年10月28日 令和7年11月30日 平成13年9月21日
000028 6000087382 ＡＬＢＥＲＯ 671-4131 宍粟市一宮町安積１３４６－１ 790720236 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 水谷 哲哉 西播(龍健)第700-189 令和1年11月21日 令和7年11月30日 平成13年9月28日
000028 6000087386 藤原勝人製麺所 671-4141 宍粟市一宮町東河内７５２ めん類製造業 一般 藤原 勝人 西播(龍健)第721-29 令和1年10月28日 令和7年11月30日 平成13年10月10日
000028 6000087388 (有)マルハン 671-4111 宍粟市一宮町公文１２４９－１ 790740595 めん類製造業 一般 有限会社マルハン 代表取締役 織金 寿之 671-4111 兵庫県宍粟市一宮町公文１２６２ 790740595 西播(龍健)第721-33 令和1年10月30日 令和7年11月30日 平成13年10月22日
000028 6000087398 ちくさ高原スノーマンハウス 671-3233 宍粟市千種町西河内１０４７－２１８ 790763555 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ちくさリゾート 代表取締役 一ノ木 智毅 671-3233 兵庫県宍粟市千種町西河内１０４７番地の２１８ 790763555 西播(龍健)第700-177 令和1年11月22日 令和7年11月30日 平成13年11月27日
000028 6000087404 有限会社段林製麺所 671-4115 宍粟市一宮町河原田660 790740648 めん類製造業 一般 有限会社　段林製麺所 代表取締役 段林 恒男 671-4115 兵庫県宍粟市一宮町河原田660 790740648 西播(龍健)第721-46 平成30年11月12日 令和6年11月30日 平成13年11月22日
000028 6000087410 久の屋 671-3202 宍粟市千種町黒土１５４－２ 790762021 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 林 義作 西播(龍健)第700-176 令和1年11月22日 令和7年11月30日 平成13年11月29日
000028 6000087411 藤塚瑞穂製麺所 671-4138 宍粟市一宮町西安積112-1･112-2 めん類製造業 一般 藤塚 瑞穂 西播(龍健)第721-41 平成30年10月24日 令和6年11月30日 平成13年11月29日
000028 6000087419 道の駅　播磨いちのみや 671-4133 宍粟市一宮町須行名５１０－１ 790728666 飲食店営業(4)その他 露店 播磨いちのみや株式会社 代表取締役 野﨑 美穂 671-4133 兵庫県宍粟市一宮町須行名５１０番地の１ 790728666 西播(龍健)第700-39 令和2年4月28日 令和7年5月31日 平成12年4月11日
000028 6000088180 山城食営 671-2570 宍粟市山崎町加生３４０ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 城内 美津代 西播(龍健)第700-65 令和2年5月21日 令和8年5月31日 平成14年4月15日
000028 6000088184 波賀町農林水産物流通加工施設 671-4241 宍粟市波賀町安賀８－１ 790753999 菓子製造業 一般 宍粟メイプル株式会社 代表取締役 富田 健次 671-4241 兵庫県宍粟市波賀町安賀８番地の１ 790753999 西播(龍健)第701-10 令和2年5月14日 令和8年5月31日 平成14年4月26日
000028 6000088191 手打ちそば処　ひむろ 671-4241 宍粟市波賀町安賀字下川原８－２ 790753818 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中岡 喜久子 西播(龍健)第700-50 令和2年5月12日 令和8年5月31日 平成14年5月10日



000028 6000088193 上田医院 671-2515 宍粟市山崎町五十波３９８－４ 790630011 喫茶店営業 一般 医療法人社団上田医院 理事 上田 正伸 671-2515 兵庫県宍粟市山崎町五十波３９８－４ 790630011 西播(龍健)第708-9 令和2年5月21日 令和8年5月31日 平成8年5月17日
000028 6000088194 県立山の学校 671-2515 宍粟市山崎町五十波字尾崎４３０－２ 790628088 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 公益財団法人　兵庫県青少年本部 代表理事 梅谷 順子 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通四丁目１６番３号兵庫県民会館内 788917410 西播(龍健)第700-67 令和2年5月21日 令和8年5月31日 平成14年5月28日
000028 6000088201 太田製麺所 671-4105 宍粟市一宮町上岸田１７５ めん類製造業 一般 太田 研二 西播(龍健)第721-1 令和2年4月28日 令和8年5月31日 平成14年5月31日
000028 6000088203 上野製麺所 671-2564 宍粟市山崎町青木１２４５ めん類製造業 一般 上野 彰 西播(龍健)第721-4 令和2年5月1日 令和8年5月31日 平成14年5月31日
000028 6000088223 ふるさと工房 671-2517 宍粟市山崎町生谷２４６－３ 790632600 菓子製造業 一般 有限会社伊沢の里 代表取締役 富田 健次 671-2517 兵庫県宍粟市山崎町生谷２１４番地１ 790631380 西播(龍健)第701-23 令和2年8月13日 令和8年8月31日 平成14年6月25日
000028 6000088224 ふるさと工房 671-2517 宍粟市山崎町生谷２４６－３ 790632600 そうざい製造業 一般 有限会社伊沢の里 代表取締役 富田 健次 671-2517 兵庫県宍粟市山崎町生谷２１４番地１ 790631380 西播(龍健)第722-9 令和2年8月13日 令和8年8月31日 平成14年6月25日
000028 6000088227 道の駅　みなみ波賀 671-4241 宍粟市波賀町安賀８－１ 790753999 菓子製造業 一般 宍粟メイプル株式会社 代表取締役 富田 健次 671-4241 兵庫県宍粟市波賀町安賀８番地の１ 790753999 西播(龍健)第701-22 令和2年8月13日 令和8年8月31日 平成14年6月26日
000028 6000088235 Ｙショップ宍粟木梨 671-3201 宍粟市千種町千草８７－１ 魚介類販売業 一般 木梨 順夫 西播(龍健)第704-17 令和2年8月11日 令和8年8月31日 平成14年8月2日
000028 6000088247 岡元製麺所 671-4111 宍粟市一宮町公文９８５ 790740667 めん類製造業 一般 岡元 宏三 西播(龍健)第721-35 令和1年10月30日 令和7年11月30日 平成14年9月11日
000028 6000088250 内海製麺所 671-3211 宍粟市千種町岩野辺162 めん類製造業 一般 内海 保幸 西播(龍健)第721-54 平成30年11月15日 令和5年11月30日 平成14年9月30日
000028 6000088254 エイチビィアイ株式会社本社工場 671-2558 宍粟市山崎町上比地６５０－１ 790641201 添加物製造業 一般 エイチビィアイ株式会社 代表取締役 長田 博 671-2558 兵庫県宍粟市山崎町上比地６５０番地１ 790641201 西播(龍健)第32-1 令和4年11月14日 令和11年11月30日 令和4年11月14日
000028 6000088265 有限会社岡田製麺所 671-4232 宍粟市波賀町斉木９４６－３ 790752922 めん類製造業 一般 有限会社岡田製麺所 代表取締役 岡田 康昭 671-4232 兵庫県宍粟市波賀町斉木９４６－３ 790752922 西播(龍健)第721-42 令和2年10月23日 令和8年11月30日 平成14年11月8日
000028 6000088270 おんまく亭 671-2569 宍粟市山崎町土万１１３７－１ 飲食店営業(4)その他 一般 吉岡 利治 西播(龍健)第700-195 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成14年11月22日
000028 6000088276 シマダヤ西日本株式会社　兵庫工場 671-2534 宍粟市山崎町川戸１１２１－１０ 790620717 飲食店営業(4)その他 一般 シマダヤ西日本株式会社 代表取締役 鈴木 正幸 523-0015 滋賀県近江八幡市上田町８４番地の８ 748371761 西播(龍健)第700-194 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成14年11月29日
000028 6000088277 シマダヤ西日本株式会社　兵庫工場 671-2534 宍粟市山崎町川戸１１２１－１０ 790620717 めん類製造業 一般 シマダヤ西日本株式会社 代表取締役 鈴木 正幸 523-0015 滋賀県近江八幡市上田町８４番地の８ 748371761 西播(龍健)第721-50 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成14年11月29日
000028 6000088327 もりちゃん 671-2516 宍粟市山崎町三津３１８－１ 790631717 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森本 政夫 西播(龍健)第168-32 令和3年5月10日 令和9年5月31日 平成15年3月27日
000028 6000088341 千種加工研究会 671-3202 宍粟市千種町黒土４６ 菓子製造業 一般 村上 イヅミ 西播(龍健)第169-8 令和3年4月30日 令和9年5月31日 平成15年4月17日
000028 6000088344 木いちご 671-2572 宍粟市山崎町庄能３７９－１ 790633800 菓子製造業 一般 有限会社やまぼうし 代表取締役 年綱 篤 671-2572 兵庫県宍粟市山崎町庄能３７９番地１ 790625599 西播(龍健)第169-16 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成15年4月22日
000028 6000088345 木いちご 671-2572 宍粟市山崎町庄能３７９－１ 790633800 喫茶店営業 一般 有限会社やまぼうし 代表取締役 年綱 篤 671-2572 兵庫県宍粟市山崎町庄能３７９番地１ 790625599 西播(龍健)第178-6 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成15年4月22日
000028 6000088354 鈴木正義製麺所 671-2568 宍粟市山崎町葛根３３６－１ めん類製造業 一般 鈴木 正義 西播(龍健)第194-9 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成15年5月26日
000028 6000088363 お食事処ポン太 671-2533 宍粟市山崎町須賀沢１４９－１ 790633388 飲食店営業(4)その他 一般 荒川 みどり 西播(龍健)第1-63 令和3年8月24日 令和9年8月31日 令和3年8月24日
000028 6000088364 671-3212 宍粟市千種町鷹巣１０５５－１ めん類製造業 一般 西播(龍健)第721-17 令和1年8月28日 令和7年8月31日 平成15年6月25日
000028 6000088402 北脇商事 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 菓子製造業 露店 北脇 秀美 西播(龍健)第701-38 平成30年11月26日 令和5年11月30日 平成15年10月8日
000028 6000088416 横畠製麺所 671-4108 宍粟市一宮町千町３６７－１ 790740190 麺類製造業 一般 横畠 利昭 西播(龍健)第24-41 令和3年10月11日 令和9年11月30日 令和3年10月11日
000028 6000088420 味工房　なにわ寿司 671-2576 宍粟市山崎町鹿沢７７－２１ 790631388 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 生田 壽雄 西播(龍健)第1-101 令和3年10月27日 令和10年11月30日 令和3年10月27日
000028 6000088425 671-4131 宍粟市一宮町安積１１５７－７ 790720554 麺類製造業 一般 代表取締役 671-4131 兵庫県宍粟市一宮町安積１１５７番地の７ 790721722 西播(龍健)第24-39 令和3年10月11日 令和9年11月30日 令和3年10月11日
000028 6000088447 介護老人福祉施設ありがとう 671-2504 宍粟市山崎町東下野２７３－２ 790650790 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ﾅﾘｺﾏｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ 代表取締役 竹内 美夫 567-0005 大阪府茨木市五日市１丁目７番２７号 726270145 西播(龍健)第1-260 令和5年1月31日 令和11年2月28日 令和5年1月31日
000028 6000088448 ありがとう 671-2504 宍粟市山崎町東下野２７３－２ 790650790 飲食店営業(4)その他 一般 社会福祉法人正榮会 理事長 上田 正伸 671-2504 兵庫県宍粟市山崎町東下野２７３番地の２ 790650790 西播(龍健)第1-170 令和4年2月7日 令和10年2月29日 令和4年2月7日
000028 6000088452 割烹 香竹 671-2516 宍粟市山崎町三津４５２ 790630351 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有末 学 西播(龍健)第1-41 令和4年5月6日 令和10年5月31日 令和4年5月6日
000028 6000088459 ｶﾜﾍﾞ 山崎店 671-2572 宍粟市山崎町三津240 790629292 食肉販売業 一般 株式会社ｶﾜﾍﾞ 代表取締役 川辺 大介 678-0052 兵庫県相生市大島町1-12 790233335 西播(龍健)第713-32 平成30年11月28日 令和6年11月30日 平成12年11月9日
000028 6000088461 いまい農場 671-3211 宍粟市千種町岩野辺1065 食肉販売業 一般 今井 和夫 西播(龍健)第713-18 平成29年8月23日 令和5年8月31日 平成11年6月22日
000028 6000088497 柴原吉高製麺所 671-4144 宍粟市一宮町下野田５４４ 麺類製造業 一般 柴原 吉高 西播(龍健)第24-17 令和4年8月10日 令和10年8月31日 令和4年8月10日
000028 6000088502 671-4131 宍粟市一宮町安積１０２６ 麺類製造業 一般 西播(龍健)第24-26 令和4年8月23日 令和10年8月31日 令和4年8月23日
000028 6000088503 藤塚守製麺所 671-4138 宍粟市一宮町西安積５１４ 麺類製造業 一般 藤塚 守 西播(龍健)第24-23 令和4年8月10日 令和10年8月31日 令和4年8月10日
000028 6000088511 パディーセンター 671-4213 宍粟市波賀町原字中垣内５１９－１ 飲食店営業(3)旅館 一般 中田 美佐子 西播(龍健)第1-151 令和4年8月19日 令和10年8月31日 令和4年8月19日
000028 6000088518 安井製麺所 671-4134 宍粟市一宮町伊和６０５－２ 麺類製造業 一般 安井 正勝 西播(龍健)第24-16 令和4年8月10日 令和10年8月31日 令和4年8月10日
000028 6000088519 藤永製麺所 671-2528 宍粟市山崎町野々上６２０ めん類製造業 一般 藤永 久幸 西播(龍健)第721-8 令和2年7月28日 令和8年8月31日 平成16年8月25日
000028 6000088527 Grill 柊 671-2532 宍粟市山崎町高所３７－１ 790630371 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 チップス株式会社 代表取締役 阪口 隆裕 671-2532 兵庫県宍粟市山崎町高所３７番地１ 790625063 西播(龍健)第1-228 令和4年11月21日 令和10年11月30日 令和4年11月21日
000028 6000088532 平瀬豆腐店 671-3211 宍粟市千種町岩野辺１３５４－１ 790762439 豆腐製造業 一般 平瀬 玉緒 西播(龍健)第22-3 令和4年11月8日 令和10年11月30日 令和4年11月8日
000028 6000088546 四季旬菜　和(やわらぎ) 671-2572 宍粟市山崎町庄能３９２ 790621120 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社菊水 代表取締役 志水 善章 671-2577 兵庫県宍粟市山崎町山崎２８７番地 790621120 西播(龍健)第1-227 令和4年11月21日 令和10年11月30日 令和4年11月21日
000028 6000088547 レストラン トッポ・ジージヨ 671-2551 宍粟市山崎町春安３２ 790621889 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社トッポ・ジージヨ 代表取締役 植本 昇三 671-2551 兵庫県宍粟市山崎町春安３２番地 790621889 西播(龍健)第1-232 令和4年11月24日 令和10年11月30日 令和4年11月24日
000028 6000088552 ｶﾗｵｹ喫茶福ちゃん 671-2533 宍粟市山崎町須賀沢１４９－１ 790627041 飲食店営業(4)その他 一般 神吉 福代 西播(龍健)第1-210 令和4年11月8日 令和10年11月30日 令和4年11月8日
000028 6000088567 ｽﾅｯｸ　うさぎ 671-2516 宍粟市山崎町三津３２１ 飲食店営業(4)その他 一般 赤木 綾香 西播(龍健)第1-270 令和5年2月9日 令和11年2月28日 令和5年2月9日
000028 6000088571 田村孝寿製麺所 671-2560 宍粟市山崎町塩山５０１ 790670316 麺類製造業 一般 田村 孝寿 西播(龍健)第24-59 令和5年2月3日 令和11年2月28日 令和5年2月3日
000028 6000088576 森本良作製麺所 671-4131 宍粟市一宮町安積９９０ 麺類製造業 一般 森本 良作 西播(龍健)第24-69 令和5年2月20日 令和11年2月28日 令和5年2月20日
000028 6000088609 ローソン御津苅屋店 671-1321 たつの市御津町苅屋４７３－１ 793228088 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社アクティブ・ライフ 代表取締役 中川 史郎 670-0973 兵庫県姫路市亀山２４４－２ 792351240 西播(龍健)第700-39 令和1年5月16日 令和8年5月31日 平成17年4月12日
000028 6000088642 魚国総本社たつの２７５５９ 671-1632 たつの市揖保川町黍田４３０－７１ 791726060 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社魚国総本社 代表取締役 田所 伸浩 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町１丁目６番１９号 664785723 西播(龍健)第1-36 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 6000088645 山本商店 000-0000 揖保町、揖保郡太子町 魚介類販売業 自動車 山本 泰八 西播(龍健)第704-1 令和2年4月16日 令和7年5月31日 平成17年4月28日
000028 6000088647 早田商店 679-5147 佐用郡佐用町末広２９４－２ 飲食店営業(4)その他 露店 早田 克己 西播(龍健)第700-8 令和2年4月16日 令和7年5月31日 平成17年4月28日
000028 6000088648 早田商店 679-5147 佐用郡佐用町末広２９４－２ 菓子製造業 露店 早田 克己 西播(龍健)第701-1 令和2年4月16日 令和7年5月31日 平成17年4月28日
000028 6000088666 サタデイサン 679-4167 たつの市龍野町富永字田井屋畑地先 791631999 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石原 功大 西播(龍健)第1-13 令和5年4月18日 令和11年5月31日 令和5年4月18日
000028 6000088703 新井鶏肉店 671-1631 たつの市揖保川町山津屋２２５ 食肉処理業 一般 新井 清晴 西播(龍健)第712-2 平成29年8月10日 令和5年8月31日 平成17年6月29日
000028 6000088705 大国農場　マミー・マサ 000-0000 宍粟市内・たつの市内 喫茶店営業 露店 山口 晋吾 西播(龍健)第708-32 令和2年8月14日 令和7年8月31日 平成17年7月6日
000028 6000088708 藤井利明製麺所 679-5162 たつの市新宮町上莇原352 めん類製造業 一般 藤井 利明 西播(龍健)第721-9 平成29年7月31日 令和5年8月31日 平成17年7月12日
000028 6000088711 大国農場 ﾏﾐｰ･ﾏｻ 671-2501 宍粟市山崎町上ノ1493-5 アイスクリーム類製造業 一般 山口 晋吾 西播(龍健)第710-3 平成29年8月24日 令和5年8月31日 平成17年7月19日
000028 6000088712 やまよし 671-1531 揖保郡太子町立岡152-6 792760099 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 工藤 嘉文 西播(龍健)第700-88 平成29年7月31日 令和5年8月31日 平成17年7月19日
000028 6000088731 ふれあいの里上月特産物直売所 679-5523 佐用郡佐用町上月529-4 790868005 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社元気工房さよう 衣笠 俊博 679-5134 兵庫県佐用郡佐用町乃井野１２６６番地 790792521 西播(龍健)第700-87 平成29年7月21日 令和5年8月31日 平成17年8月23日
000028 6000088743 橋本産業株式会社 671-2527 宍粟市山崎町岸田163-2 790625339 めん類製造業 一般 橋本産業株式会社 代表取締役 橋本 成生 671-2527 兵庫県宍粟市山崎町岸田163-2 790625339 西播(龍健)第721-13 平成29年8月7日 令和5年8月31日 平成17年8月25日
000028 6000088756 片山誠也素麺工場 671-4243 宍粟市波賀町小野字東畑137 790753022 めん類製造業 一般 片山 誠也 西播(龍健)第721-21 平成29年8月21日 令和5年8月31日 平成17年8月31日
000028 6000088773 有限会社　丈麺 671-4139 宍粟市一宮町生栖827 790741095 めん類製造業 一般 有限会社　丈麺 代表取締役 小林 丈浩 671-4123 兵庫県宍粟市一宮町生栖827 790741663 西播(龍健)第721-34 平成29年10月31日 令和5年11月30日 平成17年9月14日
000028 6000088778 春本製麺所 671-2551 宍粟市山崎町春安37 めん類製造業 一般 春本 和登與 西播(龍健)第721-28 平成29年10月4日 令和5年11月30日 平成17年9月26日
000028 6000088779 味三昧龍野本店 679-4167 たつの市龍野町富永1005-58 791624636 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 まねき食品株式会社 竹田 佑一 670-0947 兵庫県姫路市北条953 792240255 西播(龍健)第700-151 平成29年10月24日 令和5年11月30日 平成17年9月28日
000028 6000088780 ふるさと 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 樅木 乘子 西播(龍健)第701-43 令和2年11月26日 令和7年11月30日 平成17年9月28日
000028 6000088781 鳥居製麺所 671-3202 宍粟市千種町黒土658 めん類製造業 一般 鳥居 義弘 西播(龍健)第721-39 平成29年11月10日 令和5年11月30日 平成17年9月28日
000028 6000088782 和風レストランこなか 671-1641 たつの市揖保川町原藪の内787-4 791723461 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社相生 歌川 弘三 662-0017 兵庫県西宮市甲陽園西山町２番２２号 665771239 西播(龍健)第700-187 平成29年11月17日 令和5年11月30日 平成17年9月30日
000028 6000088801 ｶﾗｵｹ喫茶 初音 671-1511 揖保郡太子町太田1978-1 792776529 飲食店営業(4)その他 一般 高橋 初江 西播(龍健)第700-174 平成29年11月14日 令和5年11月30日 平成17年10月24日
000028 6000088802 ﾌｧﾐﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ みつわ 679-4315 たつの市新宮町井野原615 791752863 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 碓井 一嘉 西播(龍健)第700-144 平成29年10月23日 令和5年11月30日 平成17年10月26日
000028 6000088803 藤井正美製麺所 679-5162 たつの市新宮町上莇原845 めん類製造業 一般 藤井 正美 西播(龍健)第721-30 平成29年10月12日 令和5年11月30日 平成17年10月28日
000028 6000088824 太中昭憲製麺所 671-4102 宍粟市一宮町横山285-1 めん類製造業 一般 太中 昭憲 西播(龍健)第721-46 平成29年11月17日 令和5年11月30日 平成17年11月8日
000028 6000088827 猶原製麺所 671-3225 宍粟市千種町下河野４２４ー１ めん類製造業 一般 猶原 庄一郎 西播(龍健)第721-40 令和2年10月23日 令和8年11月30日 平成17年11月14日
000028 6000088828 渓山荘 679-5226 佐用郡佐用町河崎506-1 790770788 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 廣田 賢市 西播(龍健)第700-177 平成29年11月13日 令和5年11月30日 平成17年11月14日
000028 6000088830 (有)ひなくら 671-3223 宍粟市千種町室５５０ 790763002 麺類製造業 一般 有限会社ひなくら 代表取締役 天野 彰文 671-3223 兵庫県宍粟市千種町室８２８番地 790763002 西播(龍健)第24-48 令和4年11月8日 令和10年11月30日 令和4年11月8日
000028 6000088832 Dior 671-1511 揖保郡太子町太田2133ﾀｳﾝﾌﾟﾗｻﾞ1F 792760043 飲食店営業(4)その他 一般 石塚 美幸 西播(龍健)第700-193 平成29年11月21日 令和5年11月30日 平成17年11月18日
000028 6000088835 和ごころ　福久 679-4315 たつの市新宮町井野原699-700 791760365 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福林 寛久 西播(龍健)第700-149 平成30年11月8日 令和6年11月30日 平成17年11月18日
000028 6000088839 紫園 679-4177 たつの市龍野町下川原58 791620122 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤井 元也 西播(龍健)第700-149 平成29年10月25日 令和5年11月30日 平成17年11月22日
000028 6000088840 西村製麺所 679-4109 たつの市神岡町東觜崎157-1 めん類製造業 一般 西村 有三 西播(龍健)第721-37 平成29年11月9日 令和5年11月30日 平成17年11月18日
000028 6000088841 千種加工ｸﾞﾙｰﾌﾟ 671-3202 宍粟市千種町黒土46 そうざい製造業 一般 立道 美佐子 西播(龍健)第722-9 平成29年11月10日 令和5年11月30日 平成17年11月28日
000028 6000088842 ほうま 679-4167 たつの市龍野町富永320-6 791623680 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 井上 まみ 西播(龍健)第700-194 平成29年11月22日 令和5年11月30日 平成17年11月29日
000028 6000088856 マックスバリュ揖保川店 671-1621 たつの市揖保川町正條字柿ヶ坪36-1 791724233 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第700-188 平成29年11月21日 令和5年11月30日 平成17年11月30日
000028 6000088857 マックスバリュ揖保川店 671-1621 たつの市揖保川町正條字柿ヶ坪36-1 791724233 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第700-189 平成29年11月21日 令和5年11月30日 平成17年11月30日
000028 6000088858 マックスバリュ揖保川店 671-1621 たつの市揖保川町正條字柿ヶ坪36-1 791724233 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第700-190 平成29年11月21日 令和5年11月30日 平成17年11月30日
000028 6000088859 マックスバリュ揖保川店 671-1621 たつの市揖保川町正條字柿ヶ坪36-1 791724233 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第704-23 平成29年11月21日 令和5年11月30日 平成17年11月30日
000028 6000088860 マックスバリュ揖保川店 671-1621 たつの市揖保川町正條字柿ヶ坪36-1 791724233 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第713-39 平成29年11月21日 令和5年11月30日 平成17年11月30日
000028 6000088865 あき工房 679-4027 たつの市揖西町長尾898 そうざい製造業 一般 冨士田 明子 西播(龍健)第722-12 平成29年11月21日 令和5年11月30日 平成17年11月30日
000028 6000088900 ファミリーマートたつの松原口店 679-4138 たつの市誉田町下沖字三条河原２８－３ 791678885 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社まさや 代表取締役 宮崎 眞彰 672-8049 兵庫県姫路市佃町７０－１ 792511111 西播(龍健)第700-249 平成30年2月9日 令和6年2月29日 平成17年12月20日
000028 6000088947 柴原保文製麺所 671-4142 宍粟市一宮町能倉1092 めん類製造業 一般 柴原 保文 西播(龍健)第721-53 平成30年1月31日 令和6年2月29日 平成17年12月28日
000028 6000088949 保田里美製麺所 671-4141 宍粟市一宮町東河内349-1 790720769 めん類製造業 一般 保田 里美 西播(龍健)第721-52 平成30年1月31日 令和6年2月29日 平成18年1月12日
000028 6000088953 ｴﾄﾗﾝｼﾞｪｰﾙ 671-2579 宍粟市山崎町門前58-2 790625123 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田口 智樹 西播(龍健)第700-257 平成30年2月21日 令和6年2月29日 平成18年1月23日
000028 6000088967 勝原商店 679-4007 たつの市揖西町構250-1 791660016 魚介類販売業 一般 勝原 章博 西播(龍健)第704-35 平成30年1月30日 令和6年2月29日 平成18年1月31日
000028 6000088980 山下食料品店 671-4105 宍粟市一宮町上岸田94 魚介類販売業 一般 山下 秀文 西播(龍健)第704-39 平成30年2月7日 令和6年2月29日 平成18年2月6日
000028 6000088993 有限会社小寺商店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 魚介類販売業 自動車 有限会社小寺商店 代表取締役 小寺 文道 679-5641 兵庫県佐用郡佐用町久崎２１８番地の３ 790880028 西播(龍健)第704-54 令和3年2月25日 令和8年2月28日 平成18年2月14日
000028 6000089036 松村勝人製麺所 671-4133 宍粟市一宮町須行名305-1 めん類製造業 一般 松村 勝人 西播(龍健)第721-10 平成30年5月28日 令和6年5月31日 平成18年3月10日
000028 6000089041 香茗苑 671-1631 たつの市揖保川町山津屋字川クラ16-9 791727466 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 王 如明 西播(龍健)第700-20 平成30年5月2日 令和6年5月31日 平成18年3月17日
000028 6000089047 めぐみ工房 671-4111 宍粟市一宮町公文１１５７－２ そうざい製造業 一般 村田 めぐみ 西播(龍健)第722-3 平成30年5月21日 令和6年5月31日 平成18年3月23日
000028 6000089049 西はりまﾘﾊﾋﾞﾘ 679-4132 たつの市誉田町福田780-3 791632700 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ㈱ﾅﾘｺﾏｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ 代表取締役 竹内 美夫 567-0005 大阪府茨木市五日市1-7-27 726270145 西播(龍健)第700-39 平成30年5月17日 令和6年5月31日 平成18年3月24日
000028 6000089053 喫茶軽食ｶﾉｰﾌﾟｽ 679-5313 佐用郡佐用町西河内407-2 790822226 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佐柳 大 西播(龍健)第700-22 平成30年5月8日 令和6年5月31日 平成18年3月29日
000028 6000089060 株式会社ワールドフーズ 679-4327 たつの市新宮町中野庄２４５ 791750431 食肉処理業 一般 株式会社ワールドフーズ 代表取締役 三坂 守信 679-4327 兵庫県たつの市新宮町中野庄２４５ 791750431 西播(龍健)第712-3 令和1年5月22日 令和7年5月31日 平成18年4月7日
000028 6000089061 株式会社ワールドフーズ 679-4327 たつの市新宮町中野庄２４５ 791750431 食肉販売業 一般 株式会社ワールドフーズ 代表取締役 三坂 守信 679-4327 兵庫県たつの市新宮町中野庄２４５ 791750431 西播(龍健)第713-7 令和1年5月22日 令和7年5月31日 平成18年4月7日
000028 6000089062 株式会社ワールドフーズ 679-4327 たつの市新宮町中野庄２４５ 791750431 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社ワールドフーズ 代表取締役 三坂 守信 679-4327 兵庫県たつの市新宮町中野庄２４５ 791750431 西播(龍健)第706-1 令和1年5月22日 令和7年5月31日 平成18年4月7日
000028 6000089064 矢野加工所 679-5651 佐用郡佐用町櫛田753 菓子製造業 一般 矢野 美佐子 西播(龍健)第701-16 平成30年5月23日 令和6年5月31日 平成18年4月10日
000028 6000089066 一冨士フードサービス（株）　１３２１事業所 671-1552 揖保郡太子町下阿曽15-1 792750755 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番２０号 664588801 西播(龍健)第700-59 平成30年5月29日 令和6年5月31日 平成18年4月12日
000028 6000089078 株式会社森口製あん 671-1621 たつの市揖保川町正條395 791722107 菓子製造業 一般 株式会社森口製あん 代表取締役 森口 哲行 671-1621 兵庫県たつの市揖保川町正條395 791722106 西播(龍健)第701-9 平成30年5月14日 令和6年5月31日 平成18年4月26日
000028 6000089079 株式会社森口製あん 671-1621 たつの市揖保川町正條395 791722107 あん類製造業 一般 株式会社森口製あん 代表取締役 森口 哲行 671-1621 兵庫県たつの市揖保川町正條395 791722106 西播(龍健)第709-1 平成30年5月14日 令和6年5月31日 平成18年4月26日
000028 6000089081 ｺｰﾋｰﾊｳｽｻﾆｰ 671-1631 たつの市揖保川町山津屋16-10 791725625 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 巖 廣美 西播(龍健)第700-19 平成30年5月2日 令和6年5月31日 平成18年4月27日
000028 6000089095 櫻屋 679-4313 たつの市新宮町新宮594 菓子製造業 一般 長澤 啓一 西播(龍健)第701-11 平成30年5月11日 令和6年5月31日 平成18年4月28日
000028 6000089097 名物にんにく焼てっぺん 679-4123 たつの市龍野町片山312-3 791640270 飲食店営業(4)その他 一般 ㈱ｴﾑ･ﾀｯｸ 代表取締役 徳永 正利 679-4116 兵庫県たつの市神岡町沢田1142-5 791639194 西播(龍健)第700-57 平成30年5月29日 令和6年5月31日 平成18年4月28日
000028 6000089102 菓子工房メイプル 679-4341 たつの市新宮町能地620-1 791752287 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人もみじ会 理事長 山口 竜也 679-4341 兵庫県たつの市新宮町能地２７４番地の６９ 791752909 西播(龍健)第700-50 平成30年5月29日 令和6年5月31日 平成18年5月16日
000028 6000089106 ｺﾐｭﾆﾃｨｶﾌｪ扉 679-4177 たつの市龍野町下川原28-1 791630766 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人　いねいぶる 理事長 宮崎 宏興 679-4129 兵庫県たつの市龍野町堂本179 791625488 西播(龍健)第700-9 平成30年5月2日 令和6年5月31日 平成18年5月18日
000028 6000089107 ｺﾐｭﾆﾃｨｶﾌｪ扉 679-4177 たつの市龍野町下川原28-1 791630766 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人　いねいぶる 理事長 宮崎 宏興 679-4129 兵庫県たつの市龍野町堂本179 791625488 西播(龍健)第701-4 平成30年5月2日 令和6年5月31日 平成18年5月18日
000028 6000089109 船曳商店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 喫茶店営業 露店 船曳 明三 西播(龍健)第178-4 令和3年4月30日 令和8年5月31日 平成18年5月19日
000028 6000089116 一ノ木商店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。） 喫茶店営業 露店 一ノ木 一彰 西播(龍健)第178-10 令和3年5月25日 令和8年5月31日 平成18年5月23日
000028 6000089117 一ノ木商店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。） 喫茶店営業 露店 一ノ木 一彰 西播(龍健)第178-11 令和3年5月25日 令和8年5月31日 平成18年5月23日



000028 6000089121 井戸糀店 679-4177 たつの市龍野町下川原39-1 みそ製造業 一般 井戸 正文 西播(龍健)第716-1 平成30年5月14日 令和6年5月31日 平成18年5月24日
000028 6000089128 太子矢田部食堂 671-1522 揖保郡太子町矢田部88 792763648 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社大文ﾌｰｽﾞ 代表取締役 清水 照男 670-0802 兵庫県姫路市砥堀184-1 792644388 西播(龍健)第700-11 平成30年5月8日 令和6年5月31日 平成18年5月31日
000028 6000089152 柴原信夫製麺所 671-4144 宍粟市一宮町下野田558-1 めん類製造業 一般 柴原 信夫 西播(龍健)第721-19 平成29年8月21日 令和5年8月31日 平成18年6月21日
000028 6000089162 とりあえず吾平太子店 671-1521 揖保郡太子町東出224-5 792751511 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社焼肉坂井ホールディングス 代表取締役 阿久津 貴史 462-0841 愛知県名古屋市北区黒川本通二丁目４６番地 529101729 西播(龍健)第700-122 平成30年8月29日 令和6年8月31日 平成18年6月26日
000028 6000089163 岩田製麺所 679-4114 たつの市神岡町寄井324 めん類製造業 一般 岩田 浩二 西播(龍健)第721-14 平成29年8月8日 令和5年8月31日 平成18年6月26日
000028 6000089164 おこわようこ 671-2534 宍粟市山崎町川戸６５４ 790622555 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 田中 洋子 西播(龍健)第1-47 令和3年8月16日 令和8年8月31日 令和3年8月16日
000028 6000089168 特別養護老人ホームはなみずき 679-5205 佐用郡佐用町安川４０１ 790788003 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人はなさきむら 理事長 岡本 泰子 679-5205 兵庫県佐用郡佐用町安川４０１番地 790788003 西播(龍健)第700-100 令和2年7月15日 令和9年8月31日 平成18年6月30日
000028 6000089171 民宿ひらせ 671-3225 宍粟市千種町下河野字下田83-1 790763292 飲食店営業(3)旅館 一般 平瀬 幸作 西播(龍健)第700-88 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成18年7月7日
000028 6000089177 やきとり炭焼 679-4142 たつの市揖保町松原８ 791670011 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 竹内 昭幸 西播(龍健)第1-122 令和4年8月3日 令和9年8月31日 令和4年8月3日
000028 6000089182 ｽﾀｼﾞｵK2 671-1574 揖保郡太子町松ケ下160-1 792766371 喫茶店営業 一般 松平 清則 西播(龍健)第708-31 平成30年8月10日 令和6年8月31日 平成18年7月20日
000028 6000089183 和田光人製麺所 671-4131 宍粟市一宮町安積1185 790721252 めん類製造業 一般 和田 光人 西播(龍健)第721-26 平成30年8月14日 令和6年8月31日 平成18年7月26日
000028 6000089207 東徳久地区農事組合法人 000-0000 佐用町一円 飲食店営業(4)その他 露店40L 東徳久地区農事組合法人 理事 鎌井 宏之 679-5213 兵庫県佐用郡佐用町東徳久２３５８番地 790781970 西播(龍健)第1-23 令和3年7月21日 令和8年8月31日 令和3年7月21日
000028 6000089211 丸山製麺所 671-4142 宍粟市一宮町能倉888 めん類製造業 一般 丸山 謙二郎 西播(龍健)第721-20 平成30年8月2日 令和6年8月31日 平成18年8月23日
000028 6000089225 坂本幹男製麺所 671-2535 宍粟市山崎町宇原1239 めん類製造業 一般 坂本 幹男 西播(龍健)第721-34 平成30年9月28日 令和6年11月30日 平成18年9月14日
000028 6000089228 山本製麺所 679-5141 佐用郡佐用町廣山58-4 790793139 めん類製造業 一般 有限会社山本製麺所 代表取締役 山本 保穂 679-5141 兵庫県佐用郡佐用町廣山58 790793139 西播(龍健)第721-36 平成30年10月3日 令和6年11月30日 平成18年9月27日
000028 6000089229 ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ兵庫太子佐用岡店 671-1575 揖保郡太子町佐用岡653-1 792764733 飲食店営業(4)その他 一般 平野 聡 西播(龍健)第700-172 平成30年11月26日 令和7年11月30日 平成18年9月28日
000028 6000089233 ｷﾞｬﾗﾘｰ百家 679-4016 たつの市揖西町南山687 791661558 喫茶店営業 一般 三木 崇子 西播(龍健)第708-45 平成30年11月21日 令和6年11月30日 平成18年9月28日
000028 6000089234 まこと屋ｲｵﾝﾀｳﾝ佐用店 679-5301 佐用郡佐用町佐用1022 790822276 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ﾏｺﾄﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ 代表取締役 笠井 政志 553-0003 大阪府大阪市福島区福島5-4-23 664613333 西播(龍健)第700-165 平成30年11月29日 令和6年11月30日 平成18年9月27日
000028 6000089236 ビーエイチエヌ株式会社播磨生産開発センター 679-5165 たつの市新宮町光都１－４７２－４１ 791598282 添加物製造業 一般 ビーエイチエヌ株式会社 代表取締役 恩田 明広 101-0054 東京都千代田区神田錦町一丁目１６番地 352815661 西播(龍健)第723-2 令和2年10月27日 令和9年11月30日 平成18年9月29日
000028 6000089244 志水商店 000-0000 宍粟市、たつの市、佐用郡佐用町 飲食店営業(4)その他 露店80L 志水 光男 西播(龍健)第1-130 令和3年11月25日 令和8年11月30日 令和3年11月25日
000028 6000089247 ｶﾗｵｹ喫茶ｷﾗﾘｻﾛﾝ 679-5301 佐用郡佐用町佐用3038-3 790822109 飲食店営業(4)その他 一般 尾﨑 彰一 西播(龍健)第700-134 平成30年10月12日 令和6年11月30日 平成18年10月17日
000028 6000089249 ｶﾌｪｷﾞｬﾗﾘｰ結 679-4177 たつの市龍野町下川原111 喫茶店営業 一般 得平 里美 西播(龍健)第708-40 平成30年10月25日 令和6年11月30日 平成18年10月26日
000028 6000089251 日清医療食品　佐用共立病院 679-5301 佐用郡佐用町佐用1111 790822321 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役社長 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内２－７－３ 332873611 西播(龍健)第700-148 平成30年11月1日 令和6年11月30日 平成18年11月1日
000028 6000089265 信 671-2576 宍粟市山崎町鹿沢79-41 790630865 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 光森 信幸 西播(龍健)第700-168 平成30年11月21日 令和6年11月30日 平成18年11月8日
000028 6000089274 あき工房 679-4027 たつの市揖西町長尾898 菓子製造業 一般 冨士田 明子 西播(龍健)第701-35 平成30年11月21日 令和6年11月30日 平成18年11月17日
000028 6000089275 徳平集落特産加工いきいきｸﾞﾙｰﾌﾟ 679-5134 佐用郡佐用町乃井野１５ 菓子製造業 一般 小林 晴良 西播(龍健)第701-29 平成30年10月18日 令和6年11月30日 平成18年11月20日
000028 6000089281 ﾏﾘｰﾎﾟｱﾗｰﾇ 671-2573 宍粟市山崎町今宿100-4 790630410 菓子製造業 一般 有限会社ﾏﾘｰﾎﾟｱﾗｰﾇ 代表取締役 梅田 毅 671-2103 兵庫県姫路市夢前町前之庄1053-5 793363225 西播(龍健)第701-36 平成30年11月21日 令和6年11月30日 平成18年11月27日
000028 6000089282 ﾏﾘｰﾎﾟｱﾗｰﾇ 671-2573 宍粟市山崎町今宿100-4 790630410 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ﾏﾘｰﾎﾟｱﾗｰﾇ 代表取締役 梅田 毅 671-2103 兵庫県姫路市夢前町前之庄1053-5 793363225 西播(龍健)第700-163 平成30年11月21日 令和6年11月30日 平成18年11月27日
000028 6000089298 お食事処　かすみ庵 679-4156 たつの市揖保町揖保上425 791649221 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ﾌﾗｯﾄ･ﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ 代表取締役 平野 誠 595-0031 大阪府泉大津市我孫子129 725206011 西播(龍健)第700-208 平成31年2月19日 令和7年2月28日 平成18年12月8日
000028 6000089307 大阪ﾎﾙﾓﾝ太子店 671-1535 揖保郡太子町蓮常寺69-1 792775878 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社入船 代表取締役 入江 建介 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町１０３３番地 794435500 西播(龍健)第700-197 平成31年1月30日 令和7年2月28日 平成18年12月15日
000028 6000089323 瀬越海産 671-1332 たつの市御津町室津字柏1350-17 793228698 そうざい製造業 一般 瀬越 謙之 西播(龍健)第722-20 平成31年1月28日 令和7年2月28日 平成19年1月29日
000028 6000089330 みなと茶屋 671-1332 たつの市御津町室津285-2 793240001 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大西 正清 西播(龍健)第700-211 平成31年2月26日 令和7年2月28日 平成19年2月8日
000028 6000089331 HACiENDA 671-2527 宍粟市山崎町岸田450 790631017 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岸本 晋 西播(龍健)第700-221 平成31年2月28日 令和7年2月28日 平成19年2月13日
000028 6000089351 網元桝政 671-1332 たつの市御津町室津字弁天ヶ端1034-33 793240258 魚介類販売業 一般 有限会社桝政 代表取締役 桝本 雅之 671-1332 兵庫県たつの市御津町室津５５５－１ 793240258 西播(龍健)第704-33 平成31年2月26日 令和7年2月28日 平成19年2月27日
000028 6000089380 佐用町商工会青年部 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店40L 古田 英利 西播(龍健)第1-58 令和4年5月16日 令和9年5月31日 令和4年5月16日
000028 6000089381 福田農産加工 671-4141 宍粟市一宮町東河内９９３－１ 790720080 飲食店営業(4)その他 一般 福田 朝江 西播(龍健)第700-41 令和1年5月16日 令和7年5月31日 平成19年3月12日
000028 6000089382 福田農産加工 671-4141 宍粟市一宮町東河内９９３－１ 菓子製造業 一般 福田 朝江 西播(龍健)第701-9 令和1年5月16日 令和7年5月31日 平成19年3月12日
000028 6000089386 徳平集落特産加工いきいきグループ 679-5134 佐用郡佐用町乃井野１５ 790792454 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 小林 晴良 西播(龍健)第700-26 令和1年5月7日 令和7年5月31日 平成19年3月23日
000028 6000089390 (株)レゾナック竜野寮 679-4161 たつの市龍野町日山２２－１ 791631146 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ウオクニ株式会社 代表取締役 野々村 充教 657-0842 兵庫県神戸市灘区船寺通四丁目５番１６号 788019413 西播(龍健)第700-8 平成31年4月23日 令和7年5月31日 平成19年3月30日
000028 6000089397 木の助茶屋 671-4122 宍粟市一宮町福知１５４０－２６ 790741441 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 久内 直輝 西播(龍健)第700-54 令和1年5月27日 令和7年5月31日 平成19年3月30日
000028 6000089398 木の助 671-4122 宍粟市一宮町福知１５３６－３ 790741441 飲食店営業(3)旅館 一般 久内 直輝 西播(龍健)第700-53 令和1年5月27日 令和7年5月31日 平成19年3月30日
000028 6000089399 有限会社福本精肉店 671-1561 揖保郡太子町鵤１３２０ 792774121 食肉販売業 一般 有限会社福本精肉店 代表取締役 福本 一男 671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤１２５２－７ 792774121 西播(龍健)第713-3 令和1年5月7日 令和7年5月31日 平成19年4月2日
000028 6000089400 有限会社福本精肉店 671-1561 揖保郡太子町鵤１３２０ 792774121 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社福本精肉店 代表取締役 福本 一男 671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤１２５２－７ 792774121 西播(龍健)第700-16 令和1年5月7日 令和7年5月31日 平成19年4月2日
000028 6000089403 手打ちうどん　大黒 671-1561 揖保郡太子町鵤１３２０ 792766729 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 黒田 和哉 西播(龍健)第700-18 平成31年4月26日 令和7年5月31日 平成19年4月2日
000028 6000089411 浦部紅花本舗 671-1663 たつの市揖保川町浦部７５ 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 名村 勝子 西播(龍健)第700-22 平成31年4月26日 令和6年5月31日 平成19年4月11日
000028 6000089412 浦部紅花本舗 671-1663 たつの市揖保川町浦部７５ 菓子製造業 一般 名村 勝子 西播(龍健)第701-5 平成31年4月26日 令和6年5月31日 平成19年4月11日
000028 6000089414 アンダンテ（安暖庭） 671-1332 たつの市御津町室津字七曲り８９６－１９３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 重森 徹 西播(龍健)第700-52 令和1年5月24日 令和7年5月31日 平成19年4月11日
000028 6000089415 （株）山喜 679-4322 たつの市新宮町仙正９３ 791751111 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社山喜 代表取締役 前田 大由 679-4322 兵庫県たつの市新宮町仙正９３ 791751111 西播(龍健)第706-2 令和1年5月24日 令和7年5月31日 平成19年4月17日
000028 6000089422 救護施設南光園 679-5222 佐用郡佐用町西下野８８０ 790770556 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小野マルタマフーズ株式会社 代表取締役 畑 昭身 675-1367 兵庫県小野市敷地町１４１２－１ 794631110 西播(龍健)第700-24 令和1年5月14日 令和7年5月31日 平成19年4月25日
000028 6000089440 あすなろ会 671-1321 たつの市御津町釜屋４７４ 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 堀 初枝 西播(龍健)第700-30 令和1年5月7日 令和7年5月31日 平成19年5月14日
000028 6000089466 平瀬豆腐店 671-3211 宍粟市千種町岩野辺１３５４－１ 菓子製造業 一般 平瀬 玉緒 西播(龍健)第701-10 令和1年5月20日 令和7年5月31日 平成19年5月30日
000028 6000089478 田舎工房 671-4111 宍粟市一宮町公文９９２ 菓子製造業 一般 祐谷 信代 西播(龍健)第701-29 令和1年8月27日 令和7年8月31日 平成19年6月11日
000028 6000089481 田舎工房 671-4111 宍粟市一宮町公文９９２ 790740705 飲食店営業(4)その他 一般 祐谷 信代 西播(龍健)第700-106 令和1年8月27日 令和7年8月31日 平成19年6月22日
000028 6000089488 マックスバリュ山崎店 671-2572 宍粟市山崎町庄能３４１ 790625405 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第713-13 令和1年8月9日 令和7年8月31日 平成19年6月20日
000028 6000089489 マックスバリュ山崎店 671-2572 宍粟市山崎町庄能３４１ 790625405 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第700-90 令和1年8月9日 令和7年8月31日 平成19年6月20日
000028 6000089490 マックスバリュ山崎店 671-2572 宍粟市山崎町庄能３４１ 790625405 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第700-91 令和1年8月9日 令和7年8月31日 平成19年6月20日
000028 6000089499 Trattoria　e　Caffe　ANZNORI 679-4167 たつの市龍野町富永３５７－６ＳＫハウジング１Ｆ 791633289 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前田 厚至 西播(龍健)第700-80 令和1年7月26日 令和7年8月31日 平成19年6月26日
000028 6000089500 豆華 679-4132 たつの市誉田町福田１５０－１０ 791621498 菓子製造業 一般 有限会社柴原商店 代表取締役 柴原 淳一 679-4132 兵庫県たつの市誉田町福田１５１－６ 791621531 西播(龍健)第701-14 令和1年7月19日 令和7年8月31日 平成19年6月26日
000028 6000089507 レストランかわせみ 000-0000 佐用町内一円 飲食店営業(4)その他 露店80L 佐柳 大 西播(龍健)第1-146 令和4年8月18日 令和9年8月31日 令和4年8月18日
000028 6000089508 農事組合法人黒崎梅園組合 671-1301 たつの市御津町黒崎１８４２－１－１ 793223551 菓子製造業 一般 農事組合法人黒崎梅園組合 理事 永野 政幸 671-1301 兵庫県たつの市御津町黒崎１３９１番地の２ 793223551 西播(龍健)第701-25 令和1年8月27日 令和7年8月31日 平成19年7月18日
000028 6000089519 カフェテラス朝霧 679-5346 佐用郡佐用町口金近４５９－７４ 790823426 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 倉商株式会社 代表取締役 奥平 昌道 550-0014 大阪府大阪市西区北堀江１－３－７ 665418808 西播(龍健)第700-109 令和1年8月28日 令和7年8月31日 平成19年7月24日
000028 6000089522 富屋商店 679-5331 佐用郡佐用町平福４９３ 790832709 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社富屋商店 代表取締役 盛崎 一夫 679-5331 兵庫県佐用郡佐用町平福４９３ 790832709 西播(龍健)第700-108 令和1年8月28日 令和7年8月31日 平成19年7月24日
000028 6000089523 富屋商店 679-5331 佐用郡佐用町平福４９３ 790832709 食肉販売業 一般 有限会社富屋商店 代表取締役 盛崎 一夫 679-5331 兵庫県佐用郡佐用町平福４９３ 790832709 西播(龍健)第713-20 令和1年8月28日 令和7年8月31日 平成19年7月24日
000028 6000089541 めぐみ工房 671-4111 宍粟市一宮町公文１１５７－２ 菓子製造業 一般 村田 めぐみ 西播(龍健)第701-23 令和1年8月19日 令和7年8月31日 平成19年8月13日
000028 6000089544 西垣製麺所 671-4113 宍粟市一宮町三方町２１３ 790741705 めん類製造業 一般 有限会社西垣 代表取締役 西垣 薫 671-4113 兵庫県宍粟市一宮町三方町２１３ 790740348 西播(龍健)第721-15 令和1年8月19日 令和7年8月31日 平成19年8月20日
000028 6000089546 ナカエ食肉 671-2577 宍粟市山崎町山崎４２０ 食肉販売業 一般 仲江 久司 西播(龍健)第713-14 令和1年7月30日 令和7年8月31日 平成19年8月27日
000028 6000089548 焼山明浩製麺所 671-4141 宍粟市一宮町東河内２１４５ 790720860 めん類製造業 一般 焼山 明浩 西播(龍健)第721-19 令和1年8月27日 令和7年8月31日 平成19年8月28日
000028 6000089555 ＲＯＯＭ ＴＩＡＲＡ 671-1511 揖保郡太子町太田２１３４－１タウンプラザ１Ｆ１０３号 792765252 飲食店営業(4)その他 一般 國澤 百合子 西播(龍健)第700-204 令和1年11月27日 令和7年11月30日 平成19年9月11日
000028 6000089557 有限会社　魚源 671-1332 たつの市御津町室津２９８ 793240298 魚介類販売業 一般 有限会社魚源 代表取締役 坂上 剛生 679-4129 兵庫県たつの市龍野町堂本１５－６ 791620600 西播(龍健)第704-33 令和1年11月28日 令和6年11月30日 平成19年9月11日
000028 6000089560 さよ姫 679-5346 佐用郡佐用町口金近字八ノ谷４５９－１２ 790820555 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 倉商株式会社 代表取締役 奥平 昌道 550-0014 大阪府大阪市西区北堀江１－３－７ 665418808 西播(龍健)第700-183 令和1年11月27日 令和7年11月30日 平成19年9月19日
000028 6000089561 浦部紅花本舗 671-1663 たつの市揖保川町浦部７５ そうざい製造業 一般 名村 勝子 西播(龍健)第722-3 令和1年11月8日 令和7年11月30日 平成19年9月20日
000028 6000089563 茅野明弘製麺所 671-2569 宍粟市山崎町土万１４５７ めん類製造業 一般 茅野 明弘 西播(龍健)第721-40 令和1年11月22日 令和7年11月30日 平成19年9月27日
000028 6000089565 有限会社　魚源 671-1332 たつの市御津町室津２９８ 793240298 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社魚源 代表取締役 坂上 剛生 679-4129 兵庫県たつの市龍野町堂本１５－６ 791620600 西播(龍健)第700-206 令和1年11月28日 令和6年11月30日 平成19年9月27日
000028 6000089570 ＰＡＴＩＳＳＥＲＩＥ ＶＡＮＩＬＬＡ 671-2576 宍粟市山崎町鹿沢６１－２ 790625902 菓子製造業 一般 亀永 美樹 西播(龍健)第701-33 令和1年11月11日 令和7年11月30日 平成19年9月28日
000028 6000089571 いまい農場 671-3211 宍粟市千種町岩野辺１０７４ 食肉処理業 一般 今井 和夫 西播(龍健)第712-6 令和1年11月22日 令和7年11月30日 平成19年9月28日
000028 6000089577 お好み焼き、鉄板焼　ｍａｈｉ-ｍｅｔ 671-2576 宍粟市山崎町鹿沢１０８ 790630066 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 志水 正彦 西播(龍健)第700-195 令和1年11月27日 令和7年11月30日 平成19年10月4日
000028 6000089578 Ｇ－ｓｔｙｌｅカントリー倶楽部 679-5513 佐用郡佐用町金屋４３２ 790861123 飲食店営業(3)旅館 一般 佐用カントリーホテルアンドリゾート株式会社 代表取締役 小川 剛志 679-5513 兵庫県佐用郡佐用町金屋４３２ 790861123 西播(龍健)第700-200 令和1年11月26日 令和7年11月30日 平成19年10月9日
000028 6000089584 三木秀敏製麺所 671-2511 宍粟市山崎町清野３７５－１ めん類製造業 一般 三木 秀敏 西播(龍健)第721-36 令和1年11月6日 令和7年11月30日 平成19年10月9日
000028 6000089586 ローズショップ＆カフェ 671-4134 宍粟市一宮町伊和８６３－５０ローズハウスはりま内 790722360 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人ひようご障害福祉事業協会 理事長 片岡 實 665-0042 兵庫県宝塚市美幸町１１番１６号 797737213 西播(龍健)第700-190 令和1年11月21日 令和7年11月30日 平成19年10月9日
000028 6000089587 公栄水産 671-1332 たつの市御津町室津１０３４－４２ 793222771 魚介類販売業 一般 磯部 公一 西播(龍健)第704-29 令和1年11月22日 令和7年11月30日 平成19年10月9日
000028 6000089593 まいどおおきに龍野堂本食堂 679-4129 たつの市龍野町堂本３７０－１ 791630118 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社大文フーズ 代表取締役 清水 照男 670-0802 兵庫県姫路市砥堀１８４－１ 792644388 西播(龍健)第700-136 令和1年10月16日 令和7年11月30日 平成19年10月10日
000028 6000089611 東海漬物株式会社関西工場 671-2527 宍粟市山崎町岸田２０２－１ 790640711 漬物製造業 一般 東海漬物株式会社 代表取締役 永井 英朗 440-0888 愛知県豊橋市駅前大通二丁目２８番地 532516101 西播(龍健)第29-2 令和4年2月2日 令和10年2月29日 令和4年2月2日
000028 6000089618 しずの屋 679-5227 佐用郡佐用町船越１１２－１ 790770519 飲食店営業(3)旅館 一般 小林 静子 西播(龍健)第700-173 令和1年11月20日 令和7年11月30日 平成19年11月22日
000028 6000089619 えびす食堂 679-4129 たつの市龍野町堂本３０－６ 791621811 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人えびす 理事 志水 哲也 679-4129 兵庫県たつの市龍野町堂本３０番地６ 791621811 西播(龍健)第700-138 令和1年10月16日 令和7年11月30日 平成19年11月22日
000028 6000089621 口悦 671-1511 揖保郡太子町太田２１３４－１ 792763270 飲食店営業(4)その他 一般 千田 達也 西播(龍健)第700-188 令和1年11月25日 令和7年11月30日 平成19年11月22日
000028 6000089624 三木屋 671-2577 宍粟市山崎町山崎１４１ 790620074 飲食店営業(4)その他 一般 三木 眞弓 西播(龍健)第700-148 令和1年11月6日 令和7年11月30日 平成19年11月27日
000028 6000089627 ローソン三日月末広店 679-5147 佐用郡佐用町末廣字南市ノ上１８２－２ 790798460 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社エス．エス．シー 代表取締役 坂本 勝一 670-0947 兵庫県姫路市北条２５２－１３グラジオ姫路駅南インペリアル５０３ 790798460 西播(龍健)第700-202 令和1年11月29日 令和7年11月30日 平成19年11月30日
000028 6000089657 相生ケータリング　龍野店 679-4167 たつの市龍野町富永１００５－８７ 791631717 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社大和生研 代表取締役 山下 裕史 670-0936 兵庫県姫路市古二階町６３番地 792890117 西播(龍健)第1-151 令和4年1月20日 令和11年2月28日 令和4年1月20日
000028 6000089664 サタデイサン 679-4167 たつの市龍野町富永字田井屋畑地先 791631999 菓子製造業 一般 石原 功大 西播(龍健)第701-40 令和2年1月27日 令和8年2月28日 平成20年1月7日
000028 6000089671 Ｈａｎａ 671-1321 たつの市御津町苅屋４６８－１ 793228787 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩村 明子 西播(龍健)第700-258 令和2年2月18日 令和8年2月28日 平成20年1月9日
000028 6000089679 有限会社　魚源 679-4129 たつの市龍野町堂本１５－６ 791620600 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社魚源 代表取締役 坂上 剛生 679-4129 兵庫県たつの市龍野町堂本１５－６ 791620600 西播(龍健)第700-230 令和2年1月27日 令和8年2月28日 平成20年1月30日
000028 6000089680 有限会社　魚源 679-4129 たつの市龍野町堂本１５－６ 791620600 魚介類販売業 一般 有限会社魚源 代表取締役 坂上 剛生 679-4129 兵庫県たつの市龍野町堂本１５－６ 791620600 西播(龍健)第704-36 令和2年1月27日 令和8年2月28日 平成20年1月30日
000028 6000089682 お好み焼なべちゃん 671-1524 揖保郡太子町東保１４２－８ 792771697 飲食店営業(4)その他 一般 渡辺 波子 西播(龍健)第700-240 令和2年2月5日 令和7年2月28日 平成20年1月29日
000028 6000089692 ビーチハウス海岸物語 671-1301 たつの市御津町黒崎１４１４－５ 793220008 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田淵 亜寿佐 西播(龍健)第700-243 令和2年2月5日 令和8年2月28日 平成20年1月31日
000028 6000089709 株式会社春名製麺所 671-2502 宍粟市山崎町中野２７６ 790650130 めん類製造業 一般 株式会社春名製麺所 代表取締役 春名 将 671-2502 兵庫県宍粟市山崎町中野４６５番地２ 790650130 西播(龍健)第721-45 令和2年2月7日 令和8年2月28日 平成20年1月31日
000028 6000089710 焼肉 正ちゃん 671-2573 宍粟市山崎町今宿２７８－９ 790626527 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井上 正樹 西播(龍健)第700-254 令和2年2月18日 令和8年2月28日 平成20年1月31日
000028 6000089715 ケーキ工房Ｎａｋａｎｏ 671-1561 揖保郡太子町鵤１４０３－４ 792770790 菓子製造業 一般 中野 正雄 西播(龍健)第701-41 令和2年2月5日 令和8年2月28日 平成20年2月7日
000028 6000089722 堀製麺所 679-4305 たつの市新宮町吉島４２７－１ 791753678 めん類製造業 一般 株式会社堀製麺 代表取締役 堀 和教 679-4305 兵庫県たつの市新宮町吉島４２７－１ 791753678 西播(龍健)第721-42 令和2年2月3日 令和8年2月28日 平成20年2月18日
000028 6000089731 しそう営農生活センター　しそうみそ加工場 671-2527 宍粟市山崎町岸田７６０－１ 790626617 みそ製造業 一般 兵庫西農業協同組合 代表理事 福本 博之 670-0000 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町２１６ 792815021 西播(龍健)第716-1 令和2年2月18日 令和8年2月28日 平成20年2月20日
000028 6000089739 杉本製麺所 671-3211 宍粟市千種町岩野辺1640 めん類製造業 一般 杉本 和夫 西播(龍健)第721-82 平成31年2月8日 令和7年2月28日 平成20年2月26日
000028 6000089740 ヤマリュウ 679-4124 たつの市龍野町中井２２０－１ 791630636 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社ヤマリュウ 代表取締役 冨永 龍平 679-4124 兵庫県たつの市龍野町中井２２０番地の１ 791630636 西播(龍健)第706-7 令和2年1月27日 令和8年2月28日 平成20年2月26日
000028 6000089742 山本とうふ店 671-4122 宍粟市一宮町福知３２－１ 菓子製造業 一般 山本 章三 西播(龍健)第701-48 令和2年2月14日 令和8年2月28日 平成20年2月28日
000028 6000089747 力作 679-5341 佐用郡佐用町横坂５８３－４ 790822262 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 武田 啓昭 西播(龍健)第700-42 令和2年5月8日 令和8年5月31日 平成20年3月12日
000028 6000089755 旬彩館　山喜 679-4154 たつの市揖保町西構１４２－１ 791670594 食肉販売業 一般 株式会社山喜 代表取締役 前田 大由 679-4322 兵庫県たつの市新宮町仙正９３ 791751111 西播(龍健)第713-2 令和2年4月23日 令和8年5月31日 平成20年3月21日
000028 6000089756 旬彩館　山喜 679-4154 たつの市揖保町西構１４２－１ 791670594 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社山喜 代表取締役 前田 大由 679-4322 兵庫県たつの市新宮町仙正９３ 791751111 西播(龍健)第700-19 令和2年4月23日 令和8年5月31日 平成20年3月21日
000028 6000089758 神頭鮮魚店 679-4154 たつの市揖保町西構１４２－１ 791678236 魚介類販売業 一般 神頭 史樹 西播(龍健)第704-7 令和2年5月14日 令和8年5月31日 平成20年3月21日
000028 6000089759 神頭鮮魚店 679-4154 たつの市揖保町西構１４２－１ 791678236 飲食店営業(4)その他 一般 神頭 史樹 西播(龍健)第700-54 令和2年5月14日 令和8年5月31日 平成20年3月21日
000028 6000089762 株式会社エーコープ近畿やまさき店 671-2573 宍粟市山崎町今宿１００－４ 790622303 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目５１番１号 726763300 西播(龍健)第700-32 令和2年4月24日 令和8年5月31日 平成20年3月26日
000028 6000089763 株式会社エーコープ近畿やまさき店 671-2573 宍粟市山崎町今宿１００－４ 790622303 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目５１番１号 726763300 西播(龍健)第700-33 令和2年4月24日 令和8年5月31日 平成20年3月26日
000028 6000089764 株式会社エーコープ近畿やまさき店 671-2573 宍粟市山崎町今宿１００－４ 790622303 魚介類販売業 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目５１番１号 726763300 西播(龍健)第704-3 令和2年4月24日 令和8年5月31日 平成20年3月26日
000028 6000089766 株式会社エーコープ近畿やまさき店 671-2573 宍粟市山崎町今宿１００－４ 790622303 食肉販売業 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目５１番１号 726763300 西播(龍健)第713-4 令和2年4月24日 令和8年5月31日 平成20年3月26日
000028 6000089767 夜間型デイサ－ビスセンタ－灯里 679-4129 たつの市龍野町堂本字乗屋敷５３７－１ 791606472 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人桑の実園福祉会 理事長 徳永 憲威 679-4003 兵庫県たつの市揖西町小神字塚原１５５１番地 791661360 西播(龍健)第1-38 令和4年5月2日 令和11年5月31日 令和4年5月2日



000028 6000089775 魚国総本社・たつの27407 679-4124 たつの市龍野町中井２３６ 791634561 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社魚国総本社 代表取締役 田所 伸浩 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町１丁目６番１９号 664785723 西播(龍健)第1-27 令和4年4月27日 令和11年5月31日 令和4年4月27日
000028 6000089788 モスバーガーたつの店 679-4129 たつの市龍野町堂本４９６－１ 791620086 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社フレックス 代表取締役 加藤 晴也 680-0941 鳥取県鳥取市湖山町北一丁目４５４番地５ 857313001 西播(龍健)第700-10 令和2年4月22日 令和8年5月31日 平成20年3月31日
000028 6000089806 カフェ　ぷちぷち 671-2519 宍粟市山崎町下町５７２ 790621347 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 溝口 妙子 西播(龍健)第700-31 令和2年4月24日 令和8年5月31日 平成20年4月8日
000028 6000089807 カフェ　ぷちぷち 671-2519 宍粟市山崎町下町５７２ 790621347 菓子製造業 一般 溝口 妙子 西播(龍健)第701-5 令和2年4月24日 令和8年5月31日 平成20年4月8日
000028 6000089815 Ｃａｆｅ Ｓｔａｔｉｏｎ　きしゃぽっぽ 679-4016 たつの市揖西町南山１－２２ 791661529 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 金子 壱郎 西播(龍健)第700-18 令和2年4月22日 令和8年5月31日 平成20年4月11日
000028 6000089830 栃尾商店 671-4221 宍粟市波賀町上野８５８ 魚介類販売業 一般 栃尾 啓子 西播(龍健)第704-6 令和2年5月12日 令和8年5月31日 平成20年4月28日
000028 6000089848 （有）ニシムラ製麺所 671-4103 宍粟市一宮町黒原６０－２ 790741620 めん類製造業 一般 有限会社ニシムラ製麺所 代表取締役 西村 竹司 671-4103 兵庫県宍粟市一宮町黒原６０－２ 790741620 西播(龍健)第721-5 令和2年5月12日 令和8年5月31日 平成20年4月30日
000028 6000089849 夢 679-4123 たつの市龍野町片山柴添４３５－１ 791635988 飲食店営業(4)その他 一般 大西 篤子 西播(龍健)第700-13 令和2年4月20日 令和8年5月31日 平成20年4月30日
000028 6000089852 あじ庵　ちひろ 679-4152 たつの市揖保町中臣１２８０－１ 791671280 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 亀山 千秋 西播(龍健)第700-14 令和2年4月22日 令和8年5月31日 平成20年4月30日
000028 6000089894 有限会社よこた　本店 679-4175 たつの市龍野町旭町１５３ 791620038 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社よこた 代表取締役 横田 清孝 679-4175 兵庫県たつの市龍野町旭町１５３ 791620038 西播(龍健)第700-12 令和2年4月20日 令和8年5月31日 平成20年5月30日
000028 6000089897 やすらぎホール山崎 671-2533 宍粟市山崎町須賀沢１６６－２ 790632700 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 兵庫西農業協同組合 代表理事 福本 博之 670-0000 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町２１６ 792815021 西播(龍健)第168-33 令和3年5月10日 令和9年5月31日 平成20年5月30日
000028 6000089898 つくだ煮工房　味里 679-4315 たつの市新宮町井野原４３０－１ 飲食店営業(4)その他 一般 三里 茂一 西播(龍健)第700-110 令和2年8月4日 令和8年8月31日 平成20年6月9日
000028 6000089899 お食事処　味遊 679-4001 たつの市揖西町新宮１２１－１ 791660078 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 衣笠 敏仁 西播(龍健)第700-117 令和2年8月4日 令和8年8月31日 平成20年6月13日
000028 6000089906 有限会社マエダポーク 679-4323 たつの市新宮町北村１６１－１ 791753391 食肉販売業 一般 有限会社マエダポーク 代表取締役 前田 江津子 679-4323 兵庫県たつの市新宮町北村１６４番地 791754080 西播(龍健)第713-27 令和2年8月25日 令和8年8月31日 平成20年6月19日
000028 6000089907 有限会社マエダポーク 679-4323 たつの市新宮町北村１６１－１ 791753391 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 有限会社マエダポーク 代表取締役 前田 江津子 679-4323 兵庫県たつの市新宮町北村１６４番地 791754080 西播(龍健)第706-4 令和2年8月25日 令和8年8月31日 平成20年6月19日
000028 6000089908 目叶英樹製麺所 671-4124 宍粟市一宮町深河谷５２３ めん類製造業 一般 目叶 英樹 西播(龍健)第721-21 令和2年8月19日 令和8年8月31日 平成20年6月24日
000028 6000089913 岩田紀子製麺所 679-4114 たつの市神岡町寄井２２９ めん類製造業 一般 岩田 紀子 西播(龍健)第721-10 令和2年7月22日 令和8年8月31日 平成20年6月30日
000028 6000089914 Ｈａｎａ 671-1321 たつの市御津町苅屋４６８－１ 菓子製造業 一般 岩村 明子 西播(龍健)第701-25 令和2年8月19日 令和8年8月31日 平成20年7月4日
000028 6000089922 植戸商店 671-3201 宍粟市千種町千草７１９－２ 菓子製造業 一般 植戸 智鶴恵 西播(龍健)第701-21 令和2年8月13日 令和8年8月31日 平成20年7月14日
000028 6000089924 讃岐の製麺所　あやがわうどん 671-1523 揖保郡太子町東南６４０－３ 792753147 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社入船 代表取締役 入江 建介 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町１０３３番地 794435500 西播(龍健)第700-98 令和2年7月15日 令和8年8月31日 平成20年7月16日
000028 6000089927 ふるさと工房 671-2517 宍粟市山崎町生谷２４６－３ 790632600 ソース類製造業 一般 有限会社伊沢の里 代表取締役 富田 健次 671-2517 兵庫県宍粟市山崎町生谷２１４番地１ 790631380 西播(龍健)第718-1 令和2年8月13日 令和8年8月31日 平成20年7月16日
000028 6000089930 株式会社エーコープ近畿やまさき店 671-2573 宍粟市山崎町今宿１００－４ 790622303 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社エーコープ近畿 代表取締役 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目５１番１号 726763300 西播(龍健)第700-114 平成30年8月24日 令和5年8月31日 平成20年7月23日
000028 6000089931 コテージ 679-4342 たつの市新宮町平野２９２ 791752333 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 水谷 弘之 西播(龍健)第700-121 令和2年8月4日 令和8年8月31日 平成20年7月23日
000028 6000089937 鉄板焼・一品　悠 679-4313 たつの市新宮町新宮字新町６０５－４ 791755400 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山縣 泉 西播(龍健)第700-156 令和2年8月26日 令和8年8月31日 平成20年7月29日
000028 6000089940 マックスバリュ龍野店 679-4129 たつの市龍野町堂本５６－１ 791635811 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第704-24 令和2年8月28日 令和8年8月31日 平成20年7月30日
000028 6000089941 マックスバリュ龍野店 679-4129 たつの市龍野町堂本５６－１ 791635811 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第713-26 令和2年8月28日 令和8年8月31日 平成20年7月30日
000028 6000089943 マックスバリュ龍野店 679-4129 たつの市龍野町堂本５６－１ 791635811 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第700-152 令和2年8月28日 令和8年8月31日 平成20年7月30日
000028 6000089944 マックスバリュ龍野店 679-4129 たつの市龍野町堂本５６－１ 791635811 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第700-153 令和2年8月28日 令和8年8月31日 平成20年7月30日
000028 6000089945 マックスバリュ龍野店 679-4129 たつの市龍野町堂本５６－１ 791635811 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第701-26 令和2年8月28日 令和8年8月31日 平成20年7月30日
000028 6000089946 マックスバリュ龍野店 679-4129 たつの市龍野町堂本５６－１ 791635811 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第700-154 令和2年8月28日 令和8年8月31日 平成20年7月30日
000028 6000089958 株式会社　山吹 679-4167 たつの市龍野町富永５１８－４ 791631350 そうざい製造業 一般 株式会社山吹 代表取締役 大谷 浩一 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永５１８－４ 791631350 西播(龍健)第722-8 令和2年7月31日 令和8年8月31日 平成20年8月11日
000028 6000089965 飯田浩明製麺所 671-4113 宍粟市一宮町三方町１１９ めん類製造業 一般 飯田 浩明 西播(龍健)第721-12 令和2年8月4日 令和8年8月31日 平成20年8月14日
000028 6000089966 ウインドベル 671-4131 宍粟市一宮町安積４１１－１ 790722079 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 讃岐 恵里 西播(龍健)第700-112 令和2年7月22日 令和8年8月31日 平成20年8月14日
000028 6000089967 Ｃｈｅｒｒｙ　Ｂｌｏｓｓｏｍ 671-2579 宍粟市山崎町門前７７－１ 790632528 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｃｈｅｒｒｙ　Ｂｌｏｓｓｏｍ 代表取締役 山口 玲子 671-2579 兵庫県宍粟市山崎町門前７７－１ 790632528 西播(龍健)第700-126 令和2年8月11日 令和8年8月31日 平成20年8月14日
000028 6000089979 さかな屋 000-0000 宍粟市及び佐用郡佐用町一円 魚介類販売業 自動車 高下 覚 西播(龍健)第704-12 平成30年8月8日 令和5年8月31日 平成20年8月14日
000028 6000089994 坂口素麺工場 671-2526 宍粟市山崎町矢原３２１、３２７ めん類製造業 一般 坂口 忍 西播(龍健)第721-15 令和2年8月11日 令和8年8月31日 平成20年8月21日
000028 6000090013 喫茶・カラオケ　四季 671-2531 宍粟市山崎町中４９６－６８ 790626268 飲食店営業(4)その他 一般 朱山 佳代子 西播(龍健)第700-123 令和2年8月11日 令和8年8月31日 平成20年8月29日
000028 6000090026 澤田光則製麺所 679-4344 たつの市新宮町善定３３４ めん類製造業 一般 澤田 光則 西播(龍健)第721-38 令和2年10月28日 令和8年11月30日 平成20年9月5日
000028 6000090037 よこうち屋 679-4106 たつの市神岡町横内２４８－３ 791659136 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 田淵 邦子 西播(龍健)第700-232 令和2年11月30日 令和8年11月30日 平成20年9月8日
000028 6000090040 マルアイいかるが店 671-1561 揖保郡太子町鵤４４４－２ 792753210 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 西播(龍健)第1-214 令和4年11月10日 令和11年11月30日 令和4年11月10日
000028 6000090042 マルアイいかるが店 671-1561 揖保郡太子町鵤４４４－２ 792753210 食肉販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 西播(龍健)第3-11 令和4年11月10日 令和11年11月30日 令和4年11月10日
000028 6000090053 恵美酒さん 679-5301 佐用郡佐用町佐用３５１３－１ 790822180 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 寺谷 栄樹 西播(龍健)第700-229 令和2年11月30日 令和8年11月30日 平成20年9月22日
000028 6000090054 三弘電機　第二工場 671-1321 たつの市御津町苅屋２１７－７ 793240688 菓子製造業 一般 三弘電機株式会社 代表取締役 河原 義弘 671-1321 兵庫県たつの市御津町苅屋１９０－４ 793221532 西播(龍健)第701-42 令和2年11月20日 令和8年11月30日 平成20年9月25日
000028 6000090080 お食事処　和尚 671-2516 宍粟市山崎町三津３１０－１アルバージュ１０１号、１０２号 790631350 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平野 庸和 西播(龍健)第700-183 令和2年10月28日 令和8年11月30日 平成20年10月22日
000028 6000090081 萬年堂 679-4165 たつの市龍野町本町４７－２ 791620120 菓子製造業 一般 安原 和夫 西播(龍健)第701-31 令和2年10月20日 令和8年11月30日 平成20年10月24日
000028 6000090082 ほっかほっか亭竜野北店 679-4122 たつの市龍野町日飼８４－７ 791623021 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社Ｈ２カンパニー 代表取締役 山口 恵子 679-4122 兵庫県たつの市龍野町日飼８２－９ 791623021 西播(龍健)第700-231 令和2年11月30日 令和8年11月30日 平成20年10月24日
000028 6000090083 兵庫県立佐用高等学校 679-5301 佐用郡佐用町佐用２６０ 790822434 菓子製造業 一般 兵庫県立佐用高等学校 校長 大塚 幹典 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用２６０ 790822434 西播(龍健)第701-35 令和2年10月27日 令和8年11月30日 平成20年10月24日
000028 6000090085 上月電装株式会社 679-5165 たつの市新宮町光都3-29-1 791582025 喫茶店営業 自動販売機 ﾅｼｮﾅﾙ･ﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ株式会社 代表取締役 藤山 雄一郎 141-0021 東京都品川区上大崎１－１５－２２ 334459311 西播(龍健)第708-42 平成30年11月7日 令和5年11月30日 平成20年10月31日
000028 6000090090 カラオケ喫茶　わかば 679-4331 たつの市新宮町市野保１１９－１ 791751156 飲食店営業(4)その他 一般 大上 やす子 西播(龍健)第700-170 令和2年10月20日 令和8年11月30日 平成20年11月7日
000028 6000090106 公栄水産 671-1332 たつの市御津町室津１０３４－４２ 793222771 そうざい製造業 一般 磯部 公一 西播(龍健)第722-12 令和2年11月30日 令和8年11月30日 平成20年11月28日
000028 6000090109 矢内製麺所 671-3201 宍粟市千種町千草字東土井久８３０－１ 790763545 めん類製造業 一般 矢内 新二 西播(龍健)第721-67 令和3年2月2日 令和9年2月28日 平成20年12月3日
000028 6000090113 ビーチハウス　海岸物語 671-1301 たつの市御津町黒崎１４１４－５ 魚介類販売業 一般 田淵 亜寿佐 西播(龍健)第704-45 令和3年1月19日 令和9年2月28日 平成20年12月10日
000028 6000090114 ちくさ高原スキー場　六角ハウス 671-3233 宍粟市千種町西河内１０４７－２１８ 790763555 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ちくさリゾート 代表取締役 一ノ木 智毅 671-3233 兵庫県宍粟市千種町西河内１０４７番地の２１８ 790763555 西播(龍健)第700-282 令和3年2月2日 令和9年2月28日 平成20年12月10日
000028 6000090126 お好み焼き　かよ 679-4327 たつの市新宮町中野庄１９－１ 飲食店営業(4)その他 一般 三阪 加代子 西播(龍健)第700-295 令和3年2月22日 令和9年2月28日 平成20年12月22日
000028 6000090129 マックスバリュ龍野西店 679-4161 たつの市龍野町日山６８－１ 791621203 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第700-289 令和3年2月19日 令和9年2月28日 平成20年12月25日
000028 6000090130 マックスバリュ龍野西店 679-4161 たつの市龍野町日山６８－１ 791621203 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第700-290 令和3年2月19日 令和9年2月28日 平成20年12月25日
000028 6000090131 マックスバリュ龍野西店 679-4161 たつの市龍野町日山６８－１ 791621203 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第700-291 令和3年2月19日 令和9年2月28日 平成20年12月25日
000028 6000090132 マックスバリュ龍野西店 679-4161 たつの市龍野町日山６８－１ 791621203 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第701-57 令和3年2月19日 令和9年2月28日 平成20年12月25日
000028 6000090134 マックスバリュ龍野西店 679-4161 たつの市龍野町日山６８－１ 791621203 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第704-53 令和3年2月19日 令和9年2月28日 平成20年12月25日
000028 6000090135 マックスバリュ龍野西店 679-4161 たつの市龍野町日山６８－１ 791621203 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第713-51 令和3年2月19日 令和9年2月28日 平成20年12月25日
000028 6000090141 龍乃家 679-4129 たつの市龍野町堂本１７９ 791625488 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人いねいぶる 理事長 宮崎 宏興 679-4129 兵庫県たつの市龍野町堂本１７９番地 791625488 西播(龍健)第700-273 令和3年1月22日 令和9年2月28日 平成20年12月25日
000028 6000090142 原田光製麺所 679-4331 たつの市新宮町市野保３６７－２ めん類製造業 一般 原田 光 西播(龍健)第721-68 令和3年2月8日 令和8年2月28日 平成20年12月26日
000028 6000090155 珈琲まさみ 679-4161 たつの市龍野町日山２３６－１ 791606620 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 髙松 良雄 西播(龍健)第700-281 令和3年1月29日 令和9年2月28日 平成21年1月30日
000028 6000090162 レストラン トッポ・ジージヨ 671-2551 宍粟市山崎町春安３２ 790621889 菓子製造業 一般 有限会社トッポ・ジージヨ 代表取締役 植本 昇三 671-2551 兵庫県宍粟市山崎町春安３２番地 790621889 西播(龍健)第701-59 令和3年2月16日 令和9年2月28日 平成21年2月19日
000028 6000090168 セブン－イレブンたつの御津町釜屋店 671-1341 たつの市御津町釜屋東新田１２－１ 793222868 飲食店営業(4)その他 一般 天野 正裕 西播(龍健)第700-262 令和3年1月19日 令和9年2月28日 平成21年2月25日
000028 6000090180 えびすパン工房 679-4129 たつの市龍野町堂本３０－６ 791621811 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人えびす 理事 志水 哲也 679-4129 兵庫県たつの市龍野町堂本３０番地６ 791621811 西播(龍健)第169-10 令和3年4月30日 令和9年5月31日 平成21年3月6日
000028 6000090193 やっこちゃん 679-4304 たつの市新宮町下笹２９０－２ 菓子製造業 一般 山口 康子 西播(龍健)第169-14 令和3年5月13日 令和9年5月31日 平成21年3月25日
000028 6000090195 ガーデン苅尾 679-4344 たつの市新宮町善定３８３－１ 菓子製造業 一般 苅尾 希美子 西播(龍健)第169-9 令和3年4月30日 令和9年5月31日 平成21年3月25日
000028 6000090202 山陽給食龍野北高校食堂 679-4316 たつの市新宮町芝田１２５－２ 791750018 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山陽給食株式会社 代表取締役 德長 宏司 671-1134 兵庫県姫路市大津区真砂町２３番地 792363811 西播(龍健)第1-72 令和4年5月27日 令和10年5月31日 令和4年5月27日
000028 6000090204 いろり 671-1511 揖保郡太子町太田２２２２－１ 792775217 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社なかじんフードサービス 取締役 中嶋 啓介 533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄５丁目６番１６－１３０６号 663220556 西播(龍健)第168-19 令和3年4月30日 令和9年5月31日 平成21年4月8日
000028 6000090205 阿曽製麺所 671-3202 宍粟市千種町黒土９５－１ 790762918 めん類製造業 一般 阿曽 和史 西播(龍健)第194-6 令和3年5月10日 令和9年5月31日 平成21年4月8日
000028 6000090217 つくだ煮工房　味里 679-4315 たつの市新宮町井野原４３０－１ そうざい製造業 一般 三里 茂一 西播(龍健)第195-2 令和3年4月30日 令和9年5月31日 平成21年4月16日
000028 6000090231 リトルガーデン 671-4131 宍粟市一宮町安積３６５ 790722335 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 下村 秀子 西播(龍健)第168-63 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成21年4月30日
000028 6000090235 ドライブイン　オアシス 671-4136 宍粟市一宮町嶋田３４０ 790721220 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 豊岡 滿佐子 西播(龍健)第700-55 令和1年5月27日 令和7年5月31日 平成21年4月30日
000028 6000090238 ふるさと 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 樅木 乘子 西播(龍健)第700-27 令和1年5月9日 令和6年5月31日 平成21年5月15日
000028 6000090243 たかいし商店 671-2513 宍粟市山崎町梯２１５－１ 菓子製造業 一般 髙石 寿美子 西播(龍健)第169-20 令和3年5月25日 令和9年5月31日 平成21年5月21日
000028 6000090246 浪漫亭食堂 671-3201 宍粟市千種町千草１５８ 790762822 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 土平 眞理子 西播(龍健)第168-43 令和3年5月10日 令和9年5月31日 平成21年5月25日
000028 6000090262 イオンタウン太子ショッピングセンター 671-1521 揖保郡太子町東出字柴田２６２－１ 792775228 菓子製造業 一般 株式会社御座候 代表取締役 山田 宗平 670-0944 兵庫県姫路市阿保甲６１１番地の１ 792822311 西播(龍健)第11-13 令和3年8月19日 令和9年8月31日 令和3年8月19日
000028 6000090263 マックスバリュイオンタウン太子店 671-1521 揖保郡太子町東出２６２－１ 792773719 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第4-3 令和3年8月13日 令和9年8月31日 令和3年8月13日
000028 6000090264 マックスバリュイオンタウン太子店 671-1521 揖保郡太子町東出２６２－１ 792773719 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第3-2 令和3年8月13日 令和9年8月31日 令和3年8月13日
000028 6000090265 マックスバリュイオンタウン太子店 671-1521 揖保郡太子町東出２６２－１ 792773719 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第1-45 令和3年8月13日 令和9年8月31日 令和3年8月13日
000028 6000090266 マックスバリュイオンタウン太子店 671-1521 揖保郡太子町東出２６２－１ 792773719 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第1-46 令和3年8月13日 令和9年8月31日 令和3年8月13日
000028 6000090269 マックスバリュイオンタウン太子店 671-1521 揖保郡太子町東出２６２－１ 792773719 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第11-10 令和3年8月13日 令和9年8月31日 令和3年8月13日
000028 6000090279 すき家　イオンタウン太子店 671-1521 揖保郡太子町東出２６２－１ 792774010 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すき家 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南二丁目１８番１号 357838850 西播(龍健)第1-61 令和3年8月19日 令和10年8月31日 令和3年8月19日
000028 6000090280 たこ八 671-2514 宍粟市山崎町田井５４５ 790625448 飲食店営業(4)その他 一般 松村 純夫 西播(龍健)第1-48 令和3年8月16日 令和9年8月31日 令和3年8月16日
000028 6000090284 食彩庵 671-2502 宍粟市山崎町中野８０５ 790650016 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 森 江都子 西播(龍健)第1-65 令和3年8月30日 令和9年8月31日 令和3年8月30日
000028 6000090285 食彩庵 671-2502 宍粟市山崎町中野８０５ 790650016 菓子製造業 一般 森 江都子 西播(龍健)第11-14 令和3年8月30日 令和9年8月31日 令和3年8月30日
000028 6000090287 （有）岸屋 679-4167 たつの市龍野町富永１９４ 791634129 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社岸屋 代表取締役 加嶋 隆良 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永１９４ 791634129 西播(龍健)第1-25 令和3年7月26日 令和9年8月31日 令和3年7月26日
000028 6000090296 白谷グループ 671-4141 宍粟市一宮町東河内２９３ ソース類製造業 一般 藤原 栄子 西播(龍健)第718-1 令和1年8月19日 令和6年8月31日 平成21年6月30日
000028 6000090297 お古乃美焼　一歩 679-4129 たつの市龍野町堂本６２－２５ 791631714 飲食店営業(4)その他 一般 寺田 育代 西播(龍健)第1-17 令和3年7月26日 令和9年8月31日 令和3年7月26日
000028 6000090299 おもいでらんど 671-2552 宍粟市山崎町段２０５－１ 790624533 飲食店営業(4)その他 一般 河野 真範 西播(龍健)第700-122 令和2年8月4日 令和8年8月31日 平成21年7月8日
000028 6000090302 ブンセンキッチン 龍野市役所前店 679-4167 たつの市龍野町富永７１９ 791788777 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 ブンセンキッチン株式会社 代表取締役 田中 智樹 679-4313 兵庫県たつの市新宮町新宮３７１番地 791751151 西播(龍健)第1-27 令和3年7月28日 令和9年8月31日 令和3年7月28日
000028 6000090314 株式会社ﾊﾞｲﾀﾙ 679-4322 たつの市新宮町仙正37-1 791753068 食肉処理業 一般 株式会社ﾊﾞｲﾀﾙ 代表取締役 碓井 学 679-4322 兵庫県たつの市新宮町仙正37-1 791753068 西播(龍健)第712-4 平成29年8月24日 令和7年8月31日 平成21年7月22日
000028 6000090315 株式会社ﾊﾞｲﾀﾙ 679-4322 たつの市新宮町仙正37-1 791753068 食肉販売業 一般 株式会社ﾊﾞｲﾀﾙ 代表取締役 碓井 学 679-4322 兵庫県たつの市新宮町仙正37-1 791753068 西播(龍健)第713-20 平成29年8月24日 令和7年8月31日 平成21年7月22日
000028 6000090320 秋武健二製麺所 671-4105 宍粟市一宮町上岸田２２８ 790741514 麺類製造業 一般 秋武 健二 西播(龍健)第24-20 令和3年8月13日 令和9年8月31日 令和3年8月13日
000028 6000090332 ギャラリー いろり 679-4001 たつの市揖西町新宮１０７５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 作本 由紀 西播(龍健)第1-14 令和3年7月26日 令和9年8月31日 令和3年7月26日
000028 6000090334 たこびより 671-2545 宍粟市山崎町中井173-1 飲食店営業(4)その他 一般 谷口 敏幸 西播(龍健)第1-32 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 6000090335 山本哲也製麺所 671-4143 宍粟市一宮町上野田４４７－２ 790720700 麺類製造業 一般 山本 哲也 西播(龍健)第24-8 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 6000090337 セブン－イレブン宍粟山崎船元店 671-2542 宍粟市山崎町船元２１２ 790632678 飲食店営業(4)その他 一般 西家 寿男 西播(龍健)第1-31 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 6000090347 道の駅　みなみ波賀 671-4241 宍粟市波賀町安賀８－１ 790753999 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 宍粟メイプル株式会社 代表取締役 富田 健次 671-4241 兵庫県宍粟市波賀町安賀８番地の１ 790753999 西播(龍健)第710-2 令和1年8月19日 令和6年8月31日 平成21年8月31日
000028 6000090376 かっぱ寿司　太子店 671-1521 揖保郡太子町東出２５０－４ 792752245 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 カッパ・クリエイト株式会社 代表取締役 山角 豪 220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい２丁目２番１号ランドマークタワー１２階 452247095 西播(龍健)第1-132 令和3年11月25日 令和9年11月30日 令和3年11月25日
000028 6000090377 茶事　釣月 671-1575 揖保郡太子町佐用岡１０１２－４４ 792776500 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 土井 肇 西播(龍健)第1-116 令和3年11月2日 令和9年11月30日 令和3年11月2日
000028 6000090378 田舎亭　森崎 671-1523 揖保郡太子町東南７２５ 792770839 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森崎 敏幸 西播(龍健)第1-95 令和3年10月20日 令和9年11月30日 令和3年10月20日
000028 6000090379 井上水産 671-1331 たつの市御津町岩見1299-21 魚介類販売業 一般 井上 正俊 西播(龍健)第704-25 平成28年11月29日 令和5年11月30日 平成21年10月26日
000028 6000090382 （有）飛石麺工房 671-4232 宍粟市波賀町斉木９４７－３ 790753283 麺類製造業 一般 有限会社飛石麺工房 代表取締役 飛石 有亮 671-4232 兵庫県宍粟市波賀町斉木９４７番地３ 790753283 西播(龍健)第24-55 令和3年11月25日 令和9年11月30日 令和3年11月25日
000028 6000090383 田舎（デンジャ） 679-4129 たつの市龍野町堂本１７－５ 791633008 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 伊藤 昭雄 西播(龍健)第1-102 令和3年10月27日 令和9年11月30日 令和3年10月27日
000028 6000090392 白十字　太子店 671-1553 揖保郡太子町老原５－４ 792756000 菓子製造業 一般 株式会社白十字 代表取締役 二木 正久 701-0221 岡山県岡山市南区藤田６５１番地の１７ 862967550 西播(龍健)第11-19 令和3年10月11日 令和9年11月30日 令和3年10月11日
000028 6000090395 里の宿香月 679-5514 佐用郡佐用町福吉５６３ 790870201 飲食店営業(3)旅館 一般 中田 圭治 西播(龍健)第1-90 令和3年10月19日 令和9年11月30日 令和3年10月19日
000028 6000090410 工房　さんぽみち 679-4006 たつの市揖西町田井１２８－１－１ 791660784 菓子製造業 一般 石田 里恵 西播(龍健)第11-18 令和3年10月11日 令和9年11月30日 令和3年10月11日
000028 6000090411 工房　さんぽみち 679-4006 たつの市揖西町田井１２８－１－１ 791660784 そうざい製造業 一般 石田 里恵 西播(龍健)第25-5 令和3年10月11日 令和9年11月30日 令和3年10月11日
000028 6000090414 茶夢 679-4315 たつの市新宮町井野原１０１９ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高松 由美子 西播(龍健)第1-133 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 6000090433 レブスケ 679-4129 たつの市龍野町堂本２１５－７ 791621756 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中野 和朗 西播(龍健)第1-152 令和4年1月20日 令和10年2月29日 令和4年1月20日



000028 6000090440 喫茶とも 679-4167 たつの市龍野町富永１００５－２７ 791620516 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 柴田 繁利 西播(龍健)第1-175 令和4年2月8日 令和10年2月29日 令和4年2月8日
000028 6000090443 野村製麺所 679-4124 たつの市龍野町中井４３３－１ 791621225 麺類製造業 一般 野村 隆夫 西播(龍健)第24-68 令和4年2月16日 令和10年2月29日 令和4年2月16日
000028 6000090444 朝来 679-5641 佐用郡佐用町久崎５０ 790880046 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 朝来 忠平 西播(龍健)第1-184 令和4年2月14日 令和10年2月29日 令和4年2月14日
000028 6000090445 朝来 679-5641 佐用郡佐用町久崎５０ 790880046 魚介類販売業 一般 朝来 忠平 西播(龍健)第4-14 令和4年2月14日 令和10年2月29日 令和4年2月14日
000028 6000090452 特定非営利活動法人　愛ランド 679-4327 たつの市新宮町中野庄８０ 791762686 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人愛ランド 理事長 武内 美佳 679-4327 兵庫県たつの市新宮町中野庄８０番地 791762686 西播(龍健)第11-31 令和4年1月26日 令和10年2月29日 令和4年1月26日
000028 6000090453 安藤製粉製麺株式会社 679-4324 たつの市新宮町觜崎111 791752036 麺類製造業 一般 安藤製粉製麵株式会社 代表取締役 増倉 勇 679-4324 兵庫県たつの市新宮町觜崎１１１番地 791752036 西播(龍健)第24-61 令和4年1月26日 令和9年2月28日 令和4年1月26日
000028 6000090456 679-4167 たつの市龍野町富永字古川７９６－１ 791645022 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 代表取締役 山本 茂之 103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町３６番２号 356518601 西播(龍健)第1-154 令和4年1月25日 令和10年2月29日 令和4年1月25日
000028 6000090469 南国の郷加工グループ 671-1331 たつの市御津町岩見１３１８ 漬物製造業 一般 柴田 政子 西播(龍健)第29-1 令和4年8月23日 令和10年8月31日 令和4年8月23日
000028 6000090471 Ａｕｔｏ　Ｓｈｏｐ　ｍ－ｒｏａｄ 679-4341 たつの市新宮町能地５４６－１ 791755959 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佐野 雅信 西播(龍健)第1-172 令和4年2月8日 令和10年2月29日 令和4年2月8日
000028 6000090475 田渕製粉製麺株式会社 679-5154 たつの市新宮町鍛冶屋５３２ 791768484 食品の小分け業 一般 田渕製粉製麺株式会社 代表取締役 田渕 環 679-4313 兵庫県たつの市新宮町新宮１５６番地 791768484 西播(龍健)第31-4 令和3年11月16日 令和9年11月30日 令和3年11月16日
000028 6000090477 きぬがさ 679-5331 佐用郡佐用町平福下町西側７０６－１ 飲食店営業(4)その他 一般 衣笠 悦子 西播(龍健)第1-183 令和4年2月14日 令和10年2月29日 令和4年2月14日
000028 6000090491 南国の郷加工グループ 671-1331 たつの市御津町岩見1318 菓子製造業 一般 柴田 政子 西播(龍健)第11-34 令和4年2月2日 令和10年2月29日 令和4年2月2日
000028 6000090494 高山石材店 671-2507 宍粟市山崎町下牧谷三本榎３７８－１ 添加物製造業 一般 株式会社フォーオール 代表取締役 波田 成由 565-0831 大阪府吹田市五月が丘東６番Ｂ－１３０３号 678984155 西播(龍健)第32-2 令和4年2月24日 令和10年2月29日 令和4年2月24日
000028 6000090495 魚菜屋 671-1332 たつの市御津町室津８９６－２３ 793228500 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社清交倶楽部 代表取締役 西脇 康雄 670-0932 兵庫県姫路市下寺町４３　姫路商工会議所内 792816800 西播(龍健)第700-247 平成29年1月26日 令和6年2月29日 平成22年2月18日
000028 6000090496 魚菜屋 671-1332 たつの市御津町室津８９６－２３ 793228500 魚介類販売業 一般 株式会社清交倶楽部 代表取締役 西脇 康雄 670-0932 兵庫県姫路市下寺町４３　姫路商工会議所内 792816800 西播(龍健)第704-30 平成29年1月26日 令和6年2月29日 平成22年2月18日
000028 6000090502 有限会社小倉製麺所 671-4103 宍粟市一宮町黒原357-1 790740270 めん類製造業 一般 有限会社小倉製麺所 代表取締役 小倉 智広 671-4103 兵庫県宍粟市一宮町黒原363 790740270 西播(龍健)第721-72 平成29年2月15日 令和6年2月29日 平成22年2月26日
000028 6000090505 和菓子処　福美堂 679-4161 たつの市龍野町日山２６６－１０ 菓子製造業 一般 藤原 久美子 西播(龍健)第11-35 令和4年2月15日 令和10年2月29日 令和4年2月15日
000028 6000090509 もりさわ 671-1521 揖保郡太子町東出２１４－４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森澤 祐子 西播(龍健)第1-20 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 6000090515 グリーンキッチン 671-4114 宍粟市一宮町福野１２９－１ そうざい製造業 一般 在賀 みどり 西播(龍健)第25-2 令和4年5月27日 令和10年5月31日 令和4年5月27日
000028 6000090517 三日月カントリークラブ 679-5132 佐用郡佐用町下本郷字杉谷５７４－３３ 790793388 飲食店営業(3)旅館 一般 ＰＧＭプロパティーズ株式会社 代表取締役 田中 耕太郎 110-0015 東京都台東区東上野１丁目１４番７号 357768800 西播(龍健)第1-65 令和4年5月20日 令和10年5月31日 令和4年5月20日
000028 6000090519 じゅてーる 679-5133 佐用郡佐用町三日月１１５６-５ 790793339 菓子製造業 一般 名田 賢司 西播(龍健)第11-1 令和4年5月2日 令和10年5月31日 令和4年5月2日
000028 6000090520 じゅてーる 679-5133 佐用郡佐用町三日月１１５６-５ 790793339 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 名田 賢司 西播(龍健)第1-19 令和4年5月2日 令和10年5月31日 令和4年5月2日
000028 6000090524 愛ランド 679-4327 たつの市新宮町中野庄７８－１ 791762686 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人愛ランド 理事長 武内 美佳 679-4327 兵庫県たつの市新宮町中野庄８０番地 791762686 西播(龍健)第1-11 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 6000090525 道の駅みつ 671-1332 たつの市御津町室津８９６－２３ 793228500 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社清交倶楽部 代表取締役 西脇 康雄 670-0932 兵庫県姫路市下寺町４３　姫路商工会議所内 792816800 西播(龍健)第700-83 令和2年5月29日 令和7年5月31日 平成22年3月31日
000028 6000090531 島田工場 679-4121 たつの市龍野町島田１８０－１ 791631221 みそ又はしょうゆ製造業 一般 ヒガシマル醬油株式会社 代表取締役 竹内 宏平 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永１００番地の３ 791634567 西播(龍健)第20-1 令和4年5月18日 令和10年5月31日 令和4年5月18日
000028 6000090540 Ｓｗｅｅｔ　Ｋｉｔｃｈｅｎ 671-2502 宍粟市山崎町中野６４５ 菓子製造業 一般 中藤 由美子 西播(龍健)第11-6 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 6000090542 ふくしん 679-4167 たつの市龍野町富永１５９－１ コーポさくらんぼ 791633719 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木村 博文 西播(龍健)第1-34 令和4年5月2日 令和10年5月31日 令和4年5月2日
000028 6000090548 セブン－イレブン宍粟山崎町御名店 671-2554 宍粟市山崎町御名１４４－２ 706620366 飲食店営業(4)その他 一般 塚本 益生 西播(龍健)第1-12 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 6000090565 山崎自動車教習所 671-2544 宍粟市山崎町千本屋１６９ 790621852 喫茶店営業 自動販売機 ナショナル・ベンディング株式会社 代表取締役 藤山 雄一郎 141-0021 東京都品川区上大崎１－１５－２２ 334459311 西播(龍健)第708-8 令和2年5月21日 令和7年5月31日 平成22年5月10日
000028 6000090570 木村屋精肉店 679-4165 たつの市龍野町本町６９ 791620552 飲食店営業(4)その他 一般 木村 達也 西播(龍健)第1-48 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 6000090592 馬立農園直売ｾﾝﾀｰ 679-4332 たつの市新宮町馬立１４７－１ 791754015 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福井 智春 西播(龍健)第1-133 令和4年8月10日 令和10年8月31日 令和4年8月10日
000028 6000090599 兵庫県立山崎高等学校 671-2570 宍粟市山崎町加生３４０ 790621730 菓子製造業 一般 兵庫県立山崎高等学校 校長 武田 由哉 671-2570 兵庫県宍粟市山崎町加生３４０ 790621730 西播(龍健)第11-17 令和4年8月25日 令和10年8月31日 令和4年8月25日
000028 6000090606 いっきゅう 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 小林 ひとみ 西播(龍健)第700-130 令和2年8月13日 令和7年8月31日 平成22年6月29日
000028 6000090609 ラー麺　ずんどう屋　太子店 671-1511 揖保郡太子町太田２１３３ 792761881 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＺＵＮＤ 代表取締役 馬場 紳介 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋四丁目８番１３ 663548001 西播(龍健)第1-152 令和4年8月23日 令和10年8月31日 令和4年8月23日
000028 6000090612 カフェアロア 679-4171 たつの市龍野町北龍野１２－１ＴＮマンション１Ｆ 791623158 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 八木 靖裕 西播(龍健)第1-142 令和4年8月16日 令和10年8月31日 令和4年8月16日
000028 6000090632 ローソン波賀安賀店 671-4241 宍粟市波賀町安賀字山根50-1 790753770 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社フランクリー 代表取締役 長井 晃一 671-4232 兵庫県宍粟市波賀町齋木８１１番地２ 790753615 西播(龍健)第700-91 平成29年7月31日 令和6年8月31日 平成22年7月30日
000028 6000090636 天の川 671-1621 たつの市揖保川町正條２８７－１ 飲食店営業(4)その他 一般 神尾 憲典 西播(龍健)第1-159 令和4年8月24日 令和10年8月31日 令和4年8月24日
000028 6000090639 カフェ ド カトルセゾン 679-4134 たつの市誉田町広山１６９－１０ 791601302 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大柄 精一郎 西播(龍健)第1-109 令和4年7月27日 令和10年8月31日 令和4年7月27日
000028 6000090661 兵庫県立西はりま特別支援学校 679-5165 たつの市新宮町光都１－３－１ 791598277 菓子製造業 一般 兵庫県立西はりま特別支援学校 校長 垂井 健一 679-5165 兵庫県たつの市新宮町光都１－３－１ 791598277 西播(龍健)第11-16 令和4年8月10日 令和10年8月31日 令和4年8月10日
000028 6000090662 ﾛｰｿﾝ宍粟一宮店 671-4131 宍粟市一宮町安積1340-4 790721612 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ﾌﾗﾝｸﾘｰ 代表取締役 長井 晃一 671-4232 兵庫県宍粟市波賀町斉木811-2 790753615 西播(龍健)第700-94 平成29年8月4日 令和6年8月31日 平成22年8月31日
000028 6000090670 たらふく 671-4231 宍粟市波賀町有賀８３－６ 790753153 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 清村 慶 西播(龍健)第1-102 令和4年7月19日 令和10年8月31日 令和4年7月19日
000028 6000090673 ホテル時空想 671-1523 揖保郡太子町東南字小山６１５－１､６１６､６１７－１、６１８－１、６１９－１ 792764131 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社東南商事 代表取締役 東野 英樹 671-1523 兵庫県揖保郡太子町東南６１５番地 792764131 西播(龍健)第1-119 令和4年8月2日 令和10年8月31日 令和4年8月2日
000028 6000090690 啓甚 671-1332 たつの市御津町室津１３５０－１ 魚介類販売業 一般 瀬越 和彦 西播(龍健)第4-8 令和4年11月1日 令和10年11月30日 令和4年11月1日
000028 6000090691 瀬越海産 671-1332 たつの市御津町室津柏１３５０－１ 793228698 魚介類販売業 一般 瀬越 謙之 西播(龍健)第4-9 令和4年11月1日 令和10年11月30日 令和4年11月1日
000028 6000090695 やまもと 671-1331 たつの市御津町岩見１１８４ 魚介類販売業 一般 山本 泰八 西播(龍健)第4-10 令和4年11月22日 令和10年11月30日 令和4年11月22日
000028 6000090700 だいだい 679-4167 たつの市龍野町富永１６０－１さくらんぼ街１０１号 791639400 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 特定非営利活動法人いねいぶる 理事長 宮崎 宏興 679-4129 兵庫県たつの市龍野町堂本１７９ 791625488 西播(龍健)第1-185 令和4年10月18日 令和10年11月30日 令和4年10月18日
000028 6000090701 かふぇこまち 679-4109 たつの市神岡町東觜崎字鍵田４７１－９ 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社太陽 代表取締役 矢野 等 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永７１３－６　４Ｆ 791632121 西播(龍健)第1-215 令和4年11月10日 令和10年11月30日 令和4年11月10日
000028 6000090702 天海 671-1561 揖保郡太子町鵤１１５２－１ 飲食店営業(4)その他 一般 上山 おみち 西播(龍健)第1-217 令和4年11月10日 令和10年11月30日 令和4年11月10日
000028 6000090703 帆樽 671-2533 宍粟市山崎町須賀沢１４９－１ 790622728 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 杉谷 克俊 西播(龍健)第1-209 令和4年11月8日 令和10年11月30日 令和4年11月8日
000028 6000090709 ファミリーマート揖保川原店 671-1641 たつの市揖保川町原字薮之内７８７－４ 791765007 飲食店営業(4)その他 一般 鞍谷 精紀 西播(龍健)第1-204 令和4年11月4日 令和10年11月30日 令和4年11月4日
000028 6000090713 カラオケスタジオ歌姫 679-5341 佐用郡佐用町横坂３１８－１ 790820404 飲食店営業(4)その他 一般 金子 美佐代 西播(龍健)第1-200 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 6000090722 道の駅　播磨いちのみや 671-4133 宍粟市一宮町須行名５１０－１ 790728666 菓子製造業 一般 播磨いちのみや株式会社 代表取締役 野﨑 美穂 671-4133 兵庫県宍粟市一宮町須行名５１０番地の１ 790728666 西播(龍健)第701-44 平成29年11月22日 令和6年11月30日 平成22年11月12日
000028 6000090730 お好み焼き 大ちゃん 揖保川店 671-1611 たつの市揖保川町新在家１５－２３ 791727227 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小寺 麻里 西播(龍健)第1-224 令和4年11月17日 令和10年11月30日 令和4年11月17日
000028 6000090731 ｾﾌﾞﾝｰｲﾚﾌﾞﾝ たつの富永店 679-4167 たつの市龍野町富永1005-6 791620053 飲食店営業(4)その他 一般 森上 史朗 西播(龍健)第700-142 平成29年10月23日 令和6年11月30日 平成22年11月25日
000028 6000090732 ｾﾌﾞﾝｰｲﾚﾌﾞﾝ たつの富永店 679-4167 たつの市龍野町富永1005-6 791620053 菓子製造業 一般 森上 史朗 西播(龍健)第701-35 平成29年10月23日 令和6年11月30日 平成22年11月25日
000028 6000090745 御菓子処 いぼの里 679-4126 たつの市龍野町中村２９８－２５ 菓子製造業 一般 山元 利夫 西播(龍健)第11-22 令和4年11月14日 令和10年11月30日 令和4年11月14日
000028 6000090750 楽農工房「あぐり」 679-5131 佐用郡佐用町上本郷８５０ そうざい製造業 一般 古川 由美 西播(龍健)第25-7 令和5年2月13日 令和11年2月28日 令和5年2月13日
000028 6000090751 楽農工房「あぐり」 679-5131 佐用郡佐用町上本郷８５０ 菓子製造業 一般 古川 由美 西播(龍健)第11-24 令和5年2月13日 令和11年2月28日 令和5年2月13日
000028 6000090752 Mahalo 671-2564 宍粟市山崎町青木１２－２ 790643322 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西播(龍健)第1-287 令和5年2月22日 令和11年2月28日 令和5年2月22日
000028 6000090754 708 671-2534 宍粟市山崎町川戸５６５－３ 790622588 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 金山 直也 西播(龍健)第1-261 令和5年1月31日 令和11年2月28日 令和5年1月31日
000028 6000090766 治代工房 679-4152 たつの市揖保町中臣９３１ 菓子製造業 一般 小河 治代 西播(龍健)第11-26 令和5年2月21日 令和10年2月29日 令和5年2月21日
000028 6000090768 桑の実園福祉会ｾﾝﾄﾗﾙｷｯﾁﾝ 679-4003 たつの市揖西町小神字塚原1551 791619014 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 社会福祉法人桑の実園福祉会 理事長 德永 憲威 679-4003 兵庫県たつの市揖西町小神字塚原1551 791661360 西播(龍健)第700-240 平成30年1月30日 令和7年2月28日 平成22年12月28日
000028 6000090774 ブンセン(株) 679-4313 たつの市新宮町新宮３８７ 喫茶店営業 自動販売機 有限会社山本自動販売機 取締役 山本 幸徳 670-0083 兵庫県姫路市辻井１－３－２０ 792925451 西播(龍健)第708-51 令和3年2月25日 令和8年2月28日 平成23年1月19日
000028 6000090778 絵夢 671-1573 揖保郡太子町上太田３０－１ 792771816 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森川 文美 西播(龍健)第1-258 令和5年1月26日 令和11年2月28日 令和5年1月26日
000028 6000090784 カネス製麺株式会社 679-4315 たつの市新宮町井野原２１１－１ 791750006 麺類製造業 一般 カネス製麺株式会社 代表取締役 内山 修明 679-4315 兵庫県たつの市新宮町井野原２１２番地の４ 791750006 西播(龍健)第24-61 令和5年2月13日 令和12年2月28日 令和5年2月13日
000028 6000090792 田中雅章製麺所 671-4131 宍粟市一宮町安積１１６５ 790722055 麺類製造業 一般 田中 雅章 西播(龍健)第24-70 令和5年2月20日 令和11年2月28日 令和5年2月20日
000028 6000090794 ペルゴセンター 679-4155 たつの市揖保町揖保中３３５ 791671333 そうざい製造業 一般 株式会社ペルゴ 代表取締役社長 小林 康浩 670-0976 兵庫県姫路市中地１８８番地の１ 792934064 西播(龍健)第25-8 令和5年2月16日 令和11年2月28日 令和5年2月16日
000028 6000090795 ペルゴセンター 679-4155 たつの市揖保町揖保中３３５ 791671333 菓子製造業 一般 株式会社ペルゴ 代表取締役社長 小林 康浩 670-0976 兵庫県姫路市中地１８８番地の１ 792934064 西播(龍健)第11-25 令和5年2月16日 令和11年2月28日 令和5年2月16日
000028 6000090800 餃子の王将　たつの店 679-4167 たつの市龍野町富永５１０－１ 791640880 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社満福 代表取締役 下多 満 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永５１０番地１ 791640880 西播(龍健)第1-271 令和5年2月10日 令和11年2月28日 令和5年2月10日
000028 6000090801 おこわようこ 671-2534 宍粟市山崎町川戸６５４ 菓子製造業 一般 田中 洋子 西播(龍健)第701-58 令和3年2月16日 令和8年2月28日 平成23年2月18日
000028 6000090804 道の駅播磨いちのみや 671-4133 宍粟市一宮町須行名５１０－１ 790728666 乳製品製造業 一般 播磨いちのみや株式会社 代表取締役 野﨑 美穂 671-4133 兵庫県宍粟市一宮町須行名５１０番地の１ 790728666 西播(龍健)第703-1 平成30年1月31日 令和7年2月28日 平成23年2月21日
000028 6000090812 藤本商店 679-4346 たつの市新宮町千本字椋井２７５９ 飲食店営業(4)その他 露店 藤本 悟志 西播(龍健)第168-14 令和3年4月21日 令和8年5月31日 平成23年3月10日
000028 6000090820 長方商店 679-4013 たつの市揖西町北山３８７ 菓子製造業 一般 長方 久美子 西播(龍健)第11-3 令和5年4月20日 令和11年5月31日 令和5年4月20日
000028 6000090821 協和学園事業所 679-4341 たつの市新宮町能地274-69 791762010 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役社長 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内２－７－３ 332873611 西播(龍健)第700-49 平成30年5月29日 令和6年5月31日 平成23年3月30日
000028 6000090823 朝陽ヶ丘荘 679-5331 佐用郡佐用町平福138-1 790838023 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 イフスコヘルスケア株式会社 代表取締役 髙石 清彦 553-0003 大阪府大阪市福島区福島七丁目１５番２６号 664583916 西播(龍健)第700-16 平成30年4月24日 令和7年5月31日 平成23年3月30日
000028 6000090835 ささ工房 679-4303 たつの市新宮町上笹1144-1 みそ製造業 一般 株式会社ささ営農 代表取締役 八木 正邦 679-4304 兵庫県たつの市新宮町下笹1049 791770177 西播(龍健)第716-1 平成29年5月24日 令和5年5月31日 平成23年4月12日
000028 6000130011 とくなが病院 679-4109 たつの市神岡町東觜崎473-5 791652211 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中央食品株式会社 代表取締役 改野 耕三 671-1107 兵庫県姫路市広畑区西蒲田６８ 792300555 西播(龍健)第1-29 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 6000130220 手作り料理と酒　じだい 671-1576 揖保郡太子町松尾３６９－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松芳 時代 西播(龍健)第1-21 令和5年4月19日 令和11年5月31日 令和5年4月19日
000028 6000130460 炭火焼とり さくらん 671-1522 揖保郡太子町矢田部317-3 ﾌﾟﾗｻﾞ矢田部1階 792751580 飲食店営業(4)その他 一般 原 健輔 西播(龍健)第700-82 平成29年7月12日 令和5年8月31日 平成23年6月3日
000028 6000130561 大阪屋　飯田商店 671-2521 宍粟市山崎町木ノ谷字山元５－１ 飲食店営業(4)その他 露店80L 飯田 一史 西播(龍健)第1-49 令和3年8月16日 令和8年8月31日 令和3年8月16日
000028 6000130614 和ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ　囲間 679-4129 たつの市龍野町堂本493-8 791620440 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 辻 敬介 西播(龍健)第700-105 平成29年8月15日 令和5年8月31日 平成23年6月16日
000028 6000130797 たこ吉 671-1575 揖保郡太子町佐用岡696-3 792276085 飲食店営業(4)その他 一般 竹本 武波 西播(龍健)第700-81 平成29年7月12日 令和5年8月31日 平成23年7月6日
000028 6000130939 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ・是福 679-4121 たつの市龍野町島田731-11 791640230 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福島 正孝 西播(龍健)第700-112 平成29年8月24日 令和5年8月31日 平成23年7月27日
000028 6000131123 ｿﾞｰﾝ 671-1522 揖保郡太子町矢田部480-14 792765619 飲食店営業(4)その他 一般 林 優子 西播(龍健)第700-80 平成29年7月12日 令和5年8月31日 平成23年8月3日
000028 6000131572 光正ラーメン太子店 671-1511 揖保郡太子町太田1757-11 792770900 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 赤石 光正 西播(龍健)第700-104 平成29年8月15日 令和5年8月31日 平成23年8月30日
000028 6000131617 西兵庫信用金庫　職員食堂 671-2577 宍粟市山崎町山崎153 790627701 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　菊水 代表取締役 志水 善章 671-2577 兵庫県宍粟市山崎町山崎287 790621119 西播(龍健)第700-90 平成29年7月31日 令和5年8月31日 平成23年8月31日
000028 6000131700 日清医療食品　たつの市民病院 671-1311 たつの市御津町中島1666 793228033 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役社長 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内２－７－３ 332873611 西播(龍健)第700-205 平成29年11月30日 令和5年11月30日 平成23年9月7日
000028 6000131773 有限会社　北川 671-2572 宍粟市山崎町庄能131-12 790620179 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社　北川 代表取締役 赤木 敏宏 671-2572 兵庫県宍粟市山崎町庄能131-12 790620179 西播(龍健)第700-181 平成29年11月14日 令和5年11月30日 平成23年9月13日
000028 6000131774 有限会社　北川 671-2572 宍粟市山崎町庄能131-12 790620179 魚介類販売業 一般 有限会社　北川 代表取締役 赤木 敏宏 671-2572 兵庫県宍粟市山崎町庄能131-12 790620179 西播(龍健)第704-22 平成29年11月14日 令和5年11月30日 平成23年9月13日
000028 6000131924 丸山光廣製麺所 679-4302 たつの市新宮町香山765-2 めん類製造業 一般 丸山 光廣 西播(龍健)第721-36 平成29年11月9日 令和5年11月30日 平成23年9月27日
000028 6000131999 お好み焼･鉄板焼　わいわい 671-1561 揖保郡太子町鵤388-1 792765856 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前村 武史 西播(龍健)第700-170 平成29年11月2日 令和5年11月30日 平成23年9月30日
000028 6000132002 すき家　29号宍粟店 671-2573 宍粟市山崎町今宿字中筋９８－１４ 790632117 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すき家 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南二丁目１８番１号 357838850 西播(龍健)第700-160 平成30年11月19日 令和7年11月30日 平成23年9月30日
000028 6000132071 スナック　いちご 671-2516 宍粟市山崎町三津321 飲食店営業(4)その他 一般 千木良 亜衣 西播(龍健)第700-179 平成29年11月14日 令和5年11月30日 平成23年10月7日
000028 6000132073 株式会社 幸永丸水産 671-1332 たつの市御津町室津368-1 793240608 魚介類販売業 一般 株式会社 幸永丸水産 桝本 浩伸 671-1332 兵庫県たつの市御津町室津368-1 793240608 西播(龍健)第704-21 平成29年11月14日 令和5年11月30日 平成23年10月7日
000028 6000132129 特別養護老人ホーム朝陽ケ丘荘 679-5331 佐用郡佐用町平福138-1 790832008 喫茶店営業 一般 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 理事長 藪本 訓弘 651-2134 兵庫県神戸市西区曙町１０７０番地 789295655 西播(龍健)第708-44 平成29年11月13日 令和5年11月30日 平成23年10月14日
000028 6000132273 すくね茶屋 679-4162 たつの市龍野町下霞城22 791630331 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大ヶ瀬 尚喜 西播(龍健)第700-195 平成29年11月21日 令和5年11月30日 平成23年10月25日
000028 6000132304 七輪・鉄板ななのわ 671-2572 宍粟市山崎町庄能199-1 790659277 飲食店営業(4)その他 一般 櫻井 基史 西播(龍健)第700-197 平成29年11月22日 令和5年11月30日 平成23年10月28日
000028 6000132502 松尾酒造㈲ 671-1576 揖保郡太子町松尾422 792760288 酒類製造業 一般 松尾酒造有限会社 代表取締役 上田 護國 671-1576 兵庫県揖保郡太子町松尾422 792760288 西播(龍健)第719-1 平成29年10月25日 令和5年11月30日 平成23年11月14日
000028 6000132524 猪.鹿.鳥 671-2544 宍粟市山崎町千本屋121 790622771 食肉処理業 一般 居垣 達也 西播(龍健)第712-5 平成29年10月31日 令和5年11月30日 平成23年11月11日
000028 6000132525 猪.鹿.鳥 671-2544 宍粟市山崎町千本屋121 790622771 食肉販売業 一般 居垣 達也 西播(龍健)第713-27 平成29年10月31日 令和5年11月30日 平成23年11月11日
000028 6000132526 猪.鹿.鳥 671-2544 宍粟市山崎町千本屋121 790622771 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 居垣 達也 西播(龍健)第706-3 平成29年10月31日 令和5年11月30日 平成23年11月11日
000028 6000132546 網元　桝政 671-1332 たつの市御津町室津字弁天ヶ端1034-33 793240258 そうざい製造業 一般 有限会社桝政 代表取締役 桝本 雅之 671-1332 兵庫県たつの市御津町室津５５５－１ 793240258 西播(龍健)第722-11 平成29年11月14日 令和5年11月30日 平成23年11月14日
000028 6000132771 山本とうふ店 671-4122 宍粟市一宮町福知３２－１ 豆腐製造業 一般 山本 章三 西播(龍健)第720-1 平成29年10月31日 令和5年11月30日 平成23年11月14日
000028 6000132826 すし官太　龍野店 679-4129 たつの市龍野町堂本371-3 791624505 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ｶﾈﾐﾂ食品 代表取締役 清水 明 670-0802 兵庫県姫路市砥堀297-4 792642303 西播(龍健)第700-153 平成30年11月7日 令和7年11月30日 平成23年11月29日
000028 6000132900 菓子処 こうやま 671-2577 宍粟市山崎町山崎264 菓子製造業 一般 神山 一也 西播(龍健)第701-57 平成30年1月31日 令和6年2月29日 平成23年12月6日
000028 6000132955 手づくり工房 あん 671-4131 宍粟市一宮町安積1331-1 菓子製造業 一般 小笹 礼子 西播(龍健)第701-56 平成30年1月31日 令和6年2月29日 平成23年12月13日
000028 6000132956 手づくり工房 あん 671-4131 宍粟市一宮町安積1331-1 790720225 飲食店営業(4)その他 一般 小笹 礼子 西播(龍健)第700-243 平成30年1月31日 令和6年2月29日 平成23年12月13日
000028 6000133064 Shelly 671-2551 宍粟市山崎町春安3-1 飲食店営業(4)その他 一般 藤岡 大心 西播(龍健)第700-255 平成30年2月16日 令和6年2月29日 平成23年12月16日
000028 6000133181 讃岐うどん 将 679-4327 たつの市新宮町中野庄248-1 791754816 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 俊哉 西播(龍健)第700-245 平成30年2月6日 令和6年2月29日 平成23年12月28日
000028 6000133225 一力 679-5301 佐用郡佐用町佐用1444 790822239 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田原 愛子 西播(龍健)第700-219 平成30年1月18日 令和6年2月29日 平成23年12月28日
000028 6000133375 ケアハウスアゼリア 679-4152 たつの市揖保町中臣510 791678119 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社慶金 代表取締役 竹山 鐘成 781-5310 高知県香南市赤岡町２５６－５ 887555701 西播(龍健)第700-248 平成30年2月9日 令和6年2月29日 平成24年1月18日
000028 6000133434 ｾﾌﾞﾝｰｲﾚﾌﾞﾝ兵庫太子東南店 671-1523 揖保郡太子町東南375-1 792751577 飲食店営業(4)その他 一般 加納 克典 西播(龍健)第700-234 平成30年1月29日 令和6年2月29日 平成24年1月26日



000028 6000133435 ｾﾌﾞﾝｰｲﾚﾌﾞﾝ兵庫太子東南店 671-1523 揖保郡太子町東南375-1 792751577 菓子製造業 一般 加納 克典 西播(龍健)第701-53 平成30年1月29日 令和6年2月29日 平成24年1月26日
000028 6000133465 お食事処　婆羅門 671-2576 宍粟市山崎町鹿沢79-39 790625779 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中村 幸司 西播(龍健)第700-256 平成30年2月16日 令和6年2月29日 平成24年1月27日
000028 6000133534 かもめ 671-1301 たつの市御津町黒崎1657-1 793220028 飲食店営業(3)旅館 一般 妻鹿 幸夫 西播(龍健)第700-226 平成30年1月22日 令和6年2月29日 平成24年1月31日
000028 6000133615 ｶﾗｵｹ喫茶　星ﾉ子 679-5301 佐用郡佐用町佐用3038-5 790823910 飲食店営業(4)その他 一般 中谷 加枝 西播(龍健)第700-228 平成30年1月25日 令和6年2月29日 平成24年2月6日
000028 6000133626 森大樹製麺所 671-4111 宍粟市一宮町公文1127 めん類製造業 一般 森 大樹 西播(龍健)第721-59 平成30年2月9日 令和6年2月29日 平成24年2月8日
000028 6000133635 植木製麺所 671-4122 宍粟市一宮町福知45 790741777 めん類製造業 一般 植木 功 西播(龍健)第721-57 平成30年2月7日 令和6年2月29日 平成24年2月9日
000028 6000133797 平谷製麺所 679-5301 佐用郡佐用町佐用２９０３－３ 790822158 麺類製造業 一般 平谷 知美 令和4年2月7日 令和9年2月28日 令和4年2月7日
000028 6000133798 平谷製麺所 679-5301 佐用郡佐用町佐用２９０３－３ 790822158 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平谷 知美 西播(龍健)第1-268 令和5年2月2日 令和11年2月28日 令和5年2月2日
000028 6000133949 喫茶 明日香 山崎店 671-2533 宍粟市山崎町須賀沢1331 790633007 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 池田 昌子 西播(龍健)第700-258 平成30年2月21日 令和6年2月29日 平成24年2月21日
000028 6000134123 有限会社MKT 679-4322 たつの市新宮町仙正57-1 791751661 食肉販売業 一般 有限会社MKT 代表取締役 松脇 芳明 679-4322 兵庫県たつの市新宮町仙正109-2 791751661 西播(龍健)第713-12 平成30年5月29日 令和6年5月31日 平成24年3月5日
000028 6000134225 菅哉物産第１工場第２工場第３工場 679-4313 たつの市新宮町新宮410 791750218 食品の小分け業 一般 菅哉物産株式会社 代表取締役 菅野 敦士 679-4313 兵庫県たつの市新宮町新宮410 791750218 西播(龍健)第31-2 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 6000134323 ひまわりの家 671-2552 宍粟市山崎町段１９４－１ 790659205 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ＮＰＯ法人ピアサポートひまわりの家 理事 中野 剛志 671-2552 兵庫県宍粟市山崎町段１９４番地１ 790659205 西播(龍健)第700-26 平成30年5月9日 令和6年5月31日 平成24年3月27日
000028 6000134451 塩谷こうじ店 679-4342 たつの市新宮町平野84-3 みそ製造業 一般 塩谷 絹恵 西播(龍健)第716-2 平成30年5月28日 令和6年5月31日 平成24年3月30日
000028 6000134460 楽農工房「あぐり」 679-5131 佐用郡佐用町上本郷850 790792194 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 古川 由美 西播(龍健)第700-43 平成30年5月23日 令和6年5月31日 平成24年3月30日
000028 6000134479 粒子線医療センター事業所 679-5165 たつの市新宮町光都１－２－１ 791580770 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役社長 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内２－７－３ 332873611 西播(龍健)第700-47 令和1年5月21日 令和8年5月31日 平成24年3月30日
000028 6000134501 ねぎし 671-1531 揖保郡太子町立岡153-1 792751566 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 青木 幸雄 西播(龍健)第700-12 平成30年5月2日 令和6年5月31日 平成24年4月3日
000028 6000134535 マルアイたつの店 679-4167 たつの市龍野町富永４０８－１ 791632470 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 西播(龍健)第700-31 令和1年5月9日 令和8年5月31日 平成24年4月6日
000028 6000134536 マルアイたつの店 679-4167 たつの市龍野町富永４０８－１ 791632470 魚介類販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 西播(龍健)第704-4 令和1年5月9日 令和8年5月31日 平成24年4月6日
000028 6000134538 マルアイたつの店 679-4167 たつの市龍野町富永４０８－１ 791632470 食肉販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 西播(龍健)第713-4 令和1年5月9日 令和8年5月31日 平成24年4月6日
000028 6000134613 末廣醤油株式会社 679-4173 たつの市龍野町門の外13 791620005 そうざい製造業 一般 末廣醤油株式会社 代表取締役 末廣 卓也 679-4173 兵庫県たつの市龍野町門の外13 791620005 西播(龍健)第722-2 平成30年5月18日 令和6年5月31日 平成24年4月12日
000028 6000134651 猪鹿庁 679-5341 佐用郡佐用町横坂212-5 食肉処理業 一般 樫本 誠一 西播(龍健)第712-1 平成30年5月8日 令和6年5月31日 平成24年4月18日
000028 6000134652 猪鹿庁 679-5341 佐用郡佐用町横坂212-5 食肉販売業 一般 樫本 誠一 西播(龍健)第713-3 平成30年5月8日 令和6年5月31日 平成24年4月18日
000028 6000134653 猪鹿庁 679-5341 佐用郡佐用町横坂212-5 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 樫本 誠一 西播(龍健)第706-1 平成30年5月8日 令和6年5月31日 平成24年4月18日
000028 6000134809 レッドウッド 671-1663 たつの市揖保川町浦部316 菓子製造業 一般 圓尾 佳世子 西播(龍健)第701-17 平成30年5月29日 令和6年5月31日 平成24年4月25日
000028 6000134873 やすらぎﾎｰﾙ佐用 679-5341 佐用郡佐用町横坂517-1 790824600 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 兵庫西農業協同組合 代表理事 福本 博之 670-0000 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町２１６ 792815021 西播(龍健)第700-48 平成30年5月28日 令和6年5月31日 平成24年4月27日
000028 6000134991 喫茶 さつき 671-2576 宍粟市山崎町鹿沢65-3 宍粟防災ｾﾝﾀｰ2階 790632000 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 本江 麻差子 西播(龍健)第700-27 平成30年5月9日 令和6年5月31日 平成24年4月27日
000028 6000135053 ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝたつの日飼店 679-4122 たつの市龍野町日飼51-3 791632056 飲食店営業(4)その他 一般 藤井 雄二郎 西播(龍健)第700-34 平成30年5月17日 令和6年5月31日 平成24年5月16日
000028 6000135183 柴原精肉店 671-4132 宍粟市一宮町東市場460-3 790721340 飲食店営業(4)その他 一般 柴原 政司 西播(龍健)第700-52 平成30年5月28日 令和6年5月31日 平成24年5月15日
000028 6000135184 柴原精肉店 671-4132 宍粟市一宮町東市場460-3 790721340 食肉販売業 一般 柴原 政司 西播(龍健)第713-9 平成30年5月28日 令和6年5月31日 平成24年5月15日
000028 6000135185 柴原精肉店 671-4132 宍粟市一宮町東市場460-3 790721340 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 柴原 政司 西播(龍健)第706-2 平成30年5月28日 令和6年5月31日 平成24年5月15日
000028 6000135369 ぼちぼち 679-4346 たつの市新宮町千本1922 791754106 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岸本 要 西播(龍健)第700-51 平成30年5月29日 令和6年5月31日 平成24年5月31日
000028 6000135396 ｶﾗｵｹ喫茶ｱｲﾘｽ 671-1532 揖保郡太子町糸井91-8 792760622 飲食店営業(4)その他 一般 吉田 仁美 西播(龍健)第700-54 平成30年5月29日 令和6年5月31日 平成24年5月31日
000028 6000135456 ｶﾗｵｹ喫茶 ｽｶｲ&ﾂﾘｰ 671-2517 宍粟市山崎町生谷200 790621294 飲食店営業(4)その他 一般 橋本 春美 西播(龍健)第700-125 平成30年8月30日 令和6年8月31日 平成24年6月1日
000028 6000135462 玉家 671-1575 揖保郡太子町佐用岡353 792762988 食肉処理業 一般 たまﾐｰﾄ株式会社 代表取締役 玉田 大祐 671-1575 兵庫県揖保郡太子町佐用岡353-1 792762988 西播(龍健)第712-4 平成30年7月18日 令和6年8月31日 平成24年6月8日
000028 6000135463 玉家 671-1575 揖保郡太子町佐用岡353 792762988 食肉販売業 一般 たまﾐｰﾄ株式会社 代表取締役 玉田 大祐 671-1575 兵庫県揖保郡太子町佐用岡353-1 792762988 西播(龍健)第713-17 平成30年7月18日 令和6年8月31日 平成24年6月8日
000028 6000135464 玉家 671-1575 揖保郡太子町佐用岡353 792762988 飲食店営業(4)その他 一般 たまﾐｰﾄ株式会社 代表取締役 玉田 大祐 671-1575 兵庫県揖保郡太子町佐用岡353-1 792762988 西播(龍健)第700-77 平成30年7月18日 令和6年8月31日 平成24年6月8日
000028 6000135465 玉家 671-1575 揖保郡太子町佐用岡353 792762988 そうざい製造業 一般 たまﾐｰﾄ株式会社 代表取締役 玉田 大祐 671-1575 兵庫県揖保郡太子町佐用岡353-1 792762988 西播(龍健)第722-8 平成30年7月18日 令和6年8月31日 平成24年6月8日
000028 6000135466 玉家 671-1575 揖保郡太子町佐用岡353 792762988 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 たまﾐｰﾄ株式会社 代表取締役 玉田 大祐 671-1575 兵庫県揖保郡太子町佐用岡353-1 792762988 西播(龍健)第706-4 平成30年7月18日 令和6年8月31日 平成24年6月8日
000028 6000135639 ぶっちゃー本店 679-4322 たつの市新宮町中野庄２３３－１ 791752207 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 ぶっちゃー株式会社 代表取締役 片岡 啓幸 679-4327 兵庫県たつの市新宮町中野庄２３３番地１ 791752207 西播(龍健)第706-5 平成30年7月19日 令和6年8月31日 平成24年6月27日
000028 6000135676 ぶっちゃー本店 679-4322 たつの市新宮町仙正199-1 791752207 食肉製品製造業 一般 ぶっちゃー株式会社 代表取締役 片岡 啓幸 679-4327 兵庫県たつの市新宮町中野庄233-1 791752207 西播(龍健)第714-1 平成30年8月28日 令和6年8月31日 平成24年6月27日
000028 6000135753 華みどり 671-1531 揖保郡太子町立岡307-1 792772333 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ｱｽﾓﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ西日本 代表取締役 藤原 恒彦 530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎1-2-9 663650031 西播(龍健)第700-124 平成30年8月30日 令和6年8月31日 平成24年6月29日
000028 6000135848 新さよ 679-5301 佐用郡佐用町佐用1001-3 790823398 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 盛本 哲史 西播(龍健)第700-92 平成29年7月31日 令和5年8月31日 平成24年7月6日
000028 6000135989 ふじ 679-5301 佐用郡佐用町佐用3073-4 790822915 飲食店営業(4)その他 一般 北村 広樹 西播(龍健)第700-93 平成30年8月2日 令和6年8月31日 平成24年7月20日
000028 6000136099 ふるさとのたより太子 671-1551 揖保郡太子町馬場284-1 792750017 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社アスモフードサービス西日本 代表取締役 藤原 恒彦 530-0057 大阪府大阪市北区曽根崎１－２－９ 663650031 西播(龍健)第700-123 平成30年8月30日 令和6年8月31日 平成24年7月30日
000028 6000136535 陽一呑 679-4123 たつの市龍野町片山字ヒヘ田488-1 791623055 飲食店営業(4)その他 一般 豊岡 はるみ 西播(龍健)第700-113 平成30年8月24日 令和6年8月31日 平成24年8月29日
000028 6000136644 お茶処ぎおん 679-4171 たつの市龍野町北龍野字新町３８３－１ 791619021 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人桑の実園福祉会 理事長 德永 憲威 679-4003 兵庫県たつの市揖西町小神字塚原１５５１番地 791661360 西播(龍健)第700-74 平成30年7月18日 令和6年8月31日 平成24年8月31日
000028 6000136802 花ﾉ里　味や山 671-4132 宍粟市一宮町東市場1090-3ｽﾎﾟﾆｯｸﾊﾟｰｸ一宮内 790720522 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 薮川 春美 西播(龍健)第700-156 平成30年11月15日 令和6年11月30日 平成24年9月18日
000028 6000136804 上杉泰二製麺所 671-4244 宍粟市波賀町谷145 790752552 めん類製造業 一般 上杉 泰二 西播(龍健)第721-39 平成30年10月15日 令和6年11月30日 平成24年9月18日
000028 6000136845 木村製麺所 671-2533 宍粟市山崎町須賀沢89-1 めん類製造業 一般 木村 旭夫 西播(龍健)第721-37 平成30年10月5日 令和6年11月30日 平成24年9月21日
000028 6000136847 ｵｰｼｬﾝ 671-2576 宍粟市山崎町鹿沢55-13 790659130 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 生田 安弘 西播(龍健)第700-164 平成30年11月21日 令和6年11月30日 平成24年9月21日
000028 6000136849 活いき亭 671-2575 宍粟市山崎町山田114-6 790628038 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小野 正治 西播(龍健)第700-166 平成30年11月21日 令和6年11月30日 平成24年9月21日
000028 6000136874 YMCA太子　遊びと冒険の森 671-1502 揖保郡太子町原白毛山921 792771872 食肉販売業 一般 特定非営利活動法人姫路YMCA 理事 八杉 光春 671-1502 兵庫県揖保郡太子町原白毛山921 792771872 西播(龍健)第713-35 平成30年11月26日 令和6年11月30日 平成24年9月24日
000028 6000136893 ギャラリー池川 671-1611 たつの市揖保川町新在家355 791722456 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 池川 みどり 西播(龍健)第700-154 平成30年11月12日 令和6年11月30日 平成24年9月27日
000028 6000136894 そうめん処 霞亭 679-4179 たつの市龍野町上霞城4 791622040 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 桝本 剛志 西播(龍健)第700-150 平成30年11月12日 令和6年11月30日 平成24年9月25日
000028 6000137027 山根製麺所 671-2512 宍粟市山崎町与位1088 めん類製造業 一般 山根 誉 西播(龍健)第721-56 平成30年11月19日 令和6年11月30日 平成24年10月16日
000028 6000137087 灯 671-4241 宍粟市波賀町安賀230-1 790753918 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ｴｺｼｽｴﾑｹｲﾃｲ 代表取締役 溝脇 勉 671-4139 兵庫県宍粟市一宮町杉田358-1 790720602 西播(龍健)第700-158 平成30年11月15日 令和6年11月30日 平成24年10月10日
000028 6000137109 嶋津製麺所 679-4341 たつの市新宮町能地157 めん類製造業 一般 嶋津 尚良 西播(龍健)第721-44 平成30年11月12日 令和6年11月30日 平成24年10月11日
000028 6000137133 花ﾉ里　味や山 671-4132 宍粟市一宮町東市場1090-3ｽﾎﾟﾆｯｸﾊﾟｰｸ一宮内 790720522 菓子製造業 一般 薮川 春美 西播(龍健)第701-34 平成30年11月15日 令和6年11月30日 平成24年10月11日
000028 6000137162 山下製麺所 671-4221 宍粟市波賀町上野1238 めん類製造業 一般 山下 正人 西播(龍健)第721-55 平成30年11月15日 令和6年11月30日 平成24年10月17日
000028 6000137176 道の駅みつ　魚菜屋 671-1332 たつの市御津町室津８９６－２３ 793228500 そうざい製造業 一般 株式会社清交倶楽部 代表取締役 西脇 康雄 670-0932 兵庫県姫路市下寺町４３　姫路商工会議所内 792816800 西播(龍健)第722-5 令和1年11月18日 令和8年11月30日 平成24年10月16日
000028 6000137177 道の駅みつ　魚菜屋 671-1332 たつの市御津町室津８９６－２３ 793228500 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社清交倶楽部 代表取締役 西脇 康雄 670-0932 兵庫県姫路市下寺町４３　姫路商工会議所内 792816800 西播(龍健)第706-5 令和1年11月18日 令和8年11月30日 平成24年10月16日
000028 6000137217 やまんち 671-2522 宍粟市山崎町杉ケ瀬68-3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山田 みはる 西播(龍健)第700-171 平成30年11月26日 令和6年11月30日 平成24年10月19日
000028 6000137251 花むすび 679-5133 佐用郡佐用町三日月45-1 790792619 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷口 ひろみ 西播(龍健)第700-141 平成30年10月18日 令和6年11月30日 平成24年10月23日
000028 6000137310 ワークプラザ すぎの木 671-2506 宍粟市山崎町宇野319 790650170 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人しさわ 理事 赤松 茂毅 671-2506 兵庫県宍粟市宇野319 790650170 西播(龍健)第701-37 平成30年11月21日 令和6年11月30日 平成24年10月26日
000028 6000137394 海晴丸　池田 671-1331 たつの市御津町岩見字家ヶ浜1278-1 793228200 魚介類販売業 一般 池田 良成 西播(龍健)第704-21 平成30年10月26日 令和6年11月30日 平成24年11月1日
000028 6000137411 たつの庵 679-4165 たつの市龍野町本町36-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人愛ﾗﾝﾄﾞ 理事 武内 美佳 679-4327 兵庫県たつの市新宮町中野庄80 791762686 西播(龍健)第700-155 平成30年11月12日 令和6年11月30日 平成24年11月5日
000028 6000137447 衣笠政弘製麺所 679-4331 たつの市新宮町市野保533 めん類製造業 一般 衣笠 政弘 西播(龍健)第721-59 平成30年11月21日 令和6年11月30日 平成24年11月7日
000028 6000137456 日本ジャイアントタイヤ　成型１Ｆ 679-4124 たつの市龍野町中井３３８ 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 西播(龍健)第2-6 令和4年11月10日 令和10年11月30日 令和4年11月10日
000028 6000137569 地域野生動物資源化促進協議会 671-4132 宍粟市一宮町東市場647-2 790721340 食肉処理業 一般 柴原 政司 西播(龍健)第712-6 平成30年11月15日 令和6年11月30日 平成24年11月16日
000028 6000137626 工房，里の味ちくさ 671-3223 宍粟市千種町室245 そうざい製造業 一般 田口 すみ子 西播(龍健)第722-15 平成30年11月15日 令和6年11月30日 平成24年11月21日
000028 6000137627 工房，里の味ちくさ 671-3223 宍粟市千種町室245 飲食店営業(4)その他 一般 田口 すみ子 西播(龍健)第700-157 平成30年11月15日 令和6年11月30日 平成24年11月21日
000028 6000137752 前田畜産 679-4322 たつの市新宮町仙正86-3 食肉販売業 一般 前田 計成 西播(龍健)第713-34 平成30年11月21日 令和6年11月30日 平成24年11月29日
000028 6000137781 憩いの間じんくん 679-4167 たつの市龍野町富永194 791634129 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社岸屋 代表取締役 加嶋 隆良 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永194 791623239 西播(龍健)第700-175 平成30年11月29日 令和6年11月30日 平成24年11月30日
000028 6000137898 ㈱ﾔﾏﾊ藤田ｵｰｸ店 671-1321 たつの市御津町苅屋1131-1 793228800 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ﾔﾏﾊ藤田 代表取締役 藤田 忠久 670-0012 兵庫県姫路市本町155 792890011 西播(龍健)第700-206 平成31年2月26日 令和7年2月28日 平成24年12月5日
000028 6000137902 河津製麺所 679-4302 たつの市新宮町香山639 めん類製造業 一般 河津 次郎 西播(龍健)第721-76 平成31年1月30日 令和7年2月28日 平成24年12月7日
000028 6000137971 誠精肉店 679-4315 たつの市新宮町井野原594-3 食肉販売業 一般 芝崎 幸義 西播(龍健)第713-39 平成31年1月25日 令和7年2月28日 平成24年12月12日
000028 6000137981 ｺｰﾋｰとごはんのお店ｱﾚﾝｼﾞ 671-2545 宍粟市山崎町中井53-2 790630854 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉野 眞寿美 西播(龍健)第700-196 平成31年1月30日 令和7年2月28日 平成24年12月12日
000028 6000138113 ﾎﾙﾓﾝの肉満 679-4325 たつの市新宮町佐野114-1 791752400 食肉販売業 一般 谷本 満 西播(龍健)第713-37 平成31年1月24日 令和7年2月28日 平成24年12月27日
000028 6000138114 ﾎﾙﾓﾝの肉満 679-4325 たつの市新宮町佐野114-1 791752400 食肉処理業 一般 谷本 満 西播(龍健)第712-7 平成31年1月24日 令和7年2月28日 平成24年12月27日
000028 6000138115 ﾎﾙﾓﾝの肉満 679-4325 たつの市新宮町佐野114-1 791752400 飲食店営業(4)その他 一般 谷本 満 西播(龍健)第700-190 平成31年1月24日 令和7年2月28日 平成24年12月27日
000028 6000138135 かどや 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店80L 辻 潔美 西播(龍健)第1-284 令和5年2月16日 令和10年2月29日 令和5年2月16日
000028 6000138168 段林洋一製麺所 671-4115 宍粟市一宮町河原田906 めん類製造業 一般 段林 洋一 西播(龍健)第721-78 平成31年2月5日 令和7年2月28日 平成24年12月27日
000028 6000138194 松屋たつの店 679-4129 たつの市龍野町堂本369-3 791640186 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社松屋ﾌｰｽﾞ 代表取締役 瓦葺 一利 180-0006 東京都武蔵野市中町1-14-5 422381139 西播(龍健)第700-219 平成31年2月27日 令和7年2月28日 平成24年12月28日
000028 6000138195 玉田製麺所 671-1575 揖保郡太子町佐用岡９５４ー１ 792775320 麺類製造業 一般 玉田 嘉弘 西播(龍健)第24-60 令和5年2月10日 令和10年2月29日 令和5年2月10日
000028 6000138196 ROTISSERIE LE PAVILLON 671-1502 揖保郡太子町原474-1 792405514 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井上 元気 西播(龍健)第700-216 平成31年2月26日 令和7年2月28日 平成24年12月28日
000028 6000138198 らーめん八角（たつの店） 679-4109 たつの市神岡町東觜崎598 791652083 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大高 幸多 西播(龍健)第700-204 平成31年2月15日 令和7年2月28日 平成24年12月28日
000028 6000138229 株式会社 柴原製麺所 671-4135 宍粟市一宮町安黒320-2 790721411 めん類製造業 一般 株式会社 柴原製麺所 代表取締役 柴原 睦男 671-4135 兵庫県宍粟市一宮町安黒822-3 790721411 西播(龍健)第721-85 平成31年2月26日 令和7年2月28日 平成25年1月8日
000028 6000138484 天華屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 稲田 真也 西播(龍健)第1-252 令和5年1月23日 令和10年2月29日 令和5年1月23日
000028 6000138485 Your House ぱすてる 679-4322 たつの市新宮町仙正215 791752323 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木村 千尋 西播(龍健)第700-189 平成31年1月24日 令和7年2月28日 平成25年1月31日
000028 6000138519 和牛亭たじま 679-4121 たつの市龍野町島田６０２－１０ 791623260 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＴＡＪＩＭＡ 代表取締役 田中 敏 679-4121 兵庫県たつの市龍野町島田６０２－１０ 791623260 西播(龍健)第700-188 平成31年1月24日 令和7年2月28日 平成25年2月6日
000028 6000138579 吹田屋精肉店 679-4326 たつの市新宮町船渡113-3 791752125 飲食店営業(4)その他 一般 西播(龍健)第700-203 平成31年2月20日 令和7年2月28日 平成25年2月6日
000028 6000138781 住栄丸 671-1332 たつの市御津町室津１３２８－１０ 793240351 魚介類販売業 一般 株式会社住栄丸 代表取締役 津田 正信 671-1332 兵庫県たつの市御津町室津1328 793240351 西播(龍健)第704-29 平成31年1月28日 令和7年2月28日 平成25年2月26日
000028 6000138783 海宝 671-1332 たつの市御津町室津1316-1 793240918 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 津田宇水産株式会社 代表取締役 津田 克俊 671-1332 兵庫県たつの市御津町室津1316-1 793240907 西播(龍健)第700-187 平成31年1月28日 令和7年2月28日 平成25年2月26日
000028 6000138788 津田宇水産 671-1332 たつの市御津町室津1316-1 793240907 魚介類販売業 一般 津田宇水産株式会社 代表取締役 津田 侑典 671-1332 兵庫県たつの市御津町室津1316-1 793240907 西播(龍健)第704-27 平成31年1月28日 令和7年2月28日 平成25年2月26日
000028 6000138965 株式会社ダイワ 679-4142 たつの市揖保町松原３０８ 791672020 菓子製造業 一般 株式会社ダイワ 代表取締役 福山 登 679-4142 兵庫県たつの市揖保町松原３０８ 791672020 西播(龍健)第701-13 令和1年5月31日 令和7年5月31日 平成25年3月8日
000028 6000138992 有限会社ＧＵＳＨＩＫＥＮ 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。） 飲食店営業(4)その他 自動車40L 有限会社ＧＵＳＨＩＫＥＮ 代表取締役 具志堅 富和 671-2216 兵庫県姫路市飾西５５－３ 792282902 西播(龍健)第1-7 令和5年4月13日 令和10年5月31日 令和5年4月13日
000028 6000139017 桜みち 679-4011 たつの市揖西町佐江３－１２ 791663034 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 児島 朋子 西播(龍健)第700-13 平成31年4月25日 令和7年5月31日 平成25年3月12日
000028 6000139054 ねぎぼうず 679-4023 たつの市揖西町住吉１９２ 791601610 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 尾西 美紀 西播(龍健)第700-57 令和1年5月30日 令和7年5月31日 平成25年3月14日
000028 6000139096 フジプレ販売株式会社 679-5165 たつの市新宮町光都１－４９０－１９ 791598123 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 サンケータリング株式会社 代表取締役 𠮷水 邦裕 670-0837 兵庫県姫路市宮西町三丁目６番地 792253636 西播(龍健)第700-40 令和2年4月30日 令和9年5月31日 平成25年3月18日
000028 6000139100 丸山製麺所 679-4135 たつの市誉田町高駄８５ 791622868 めん類製造業 一般 丸山 義則 西播(龍健)第721-3 平成31年4月25日 令和7年5月31日 平成25年3月18日
000028 6000139104 Cafe and Restaurant Bloom 671-1561 揖保郡太子町鵤１３１０－１ 792751755 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藏屋 宣成 西播(龍健)第700-59 令和1年5月31日 令和7年5月31日 平成25年3月18日
000028 6000139112 おき楽亭 679-4164 たつの市龍野町立町５２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 沖田 安子 西播(龍健)第700-14 平成31年4月25日 令和7年5月31日 平成25年3月21日
000028 6000139114 さよう猪鹿工房 679-5133 佐用郡佐用町三日月１１５６－６ 食肉処理業 一般 福山 一弘 西播(龍健)第712-2 令和1年5月20日 令和7年5月31日 平成25年3月18日
000028 6000139124 中華そば麦右衛門 671-1561 揖保郡太子町鵤４９６－１ミナミ興産ビル１０７ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮本 和朗 西播(龍健)第700-19 平成31年4月26日 令和7年5月31日 平成25年3月19日
000028 6000139159 大阪屋　飯田商店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 飯田 一史 西播(龍健)第700-25 平成30年5月14日 令和5年5月31日 平成25年3月21日
000028 6000139160 大阪屋　飯田商店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 菓子製造業 露店 飯田 一史 西播(龍健)第701-7 平成30年5月14日 令和5年5月31日 平成25年3月21日
000028 6000139215 松尾商事 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店80L 松尾 きぬ江 西播(龍健)第1-20 令和5年4月19日 令和10年5月31日 令和5年4月19日
000028 6000139346 ほっともっと宍粟店 671-2575 宍粟市山崎町山田２０６－１ 790643788 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 中坪 恵子 西播(龍健)第700-32 令和1年5月8日 令和7年5月31日 平成25年3月29日
000028 6000139419 ＪＲ西日本網干総合車両所 671-1534 揖保郡太子町福地光正寺６２２ 792776101 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 永和食品株式会社 代表取締役 西 美信 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島６－７－３ 663906196 西播(龍健)第700-50 令和1年5月24日 令和7年5月31日 平成25年4月3日
000028 6000139470 江川ふれあいﾎｰﾙ 679-5316 佐用郡佐用町豊福２０４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡野 俊昭 西播(龍健)第700-21 平成31年4月26日 令和7年5月31日 平成25年4月8日
000028 6000139499 ポッケ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店40L 平田 富造 西播(龍健)第1-5 令和5年4月12日 令和10年5月31日 令和5年4月12日
000028 6000139681 古梅 671-1523 揖保郡太子町東南１３７－５ 飲食店営業(4)その他 一般 小川 京子 西播(龍健)第700-48 令和1年5月23日 令和7年5月31日 平成25年4月25日



000028 6000139793 大樹 671-1561 揖保郡太子町鵤１３２０ 792774123 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 法上 真也 西播(龍健)第700-17 平成31年4月26日 令和7年5月31日 平成25年5月7日
000028 6000139877 たまや 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 玉越 充 西播(龍健)第700-5 平成30年4月12日 令和5年5月31日 平成25年5月9日
000028 6000140145 スナック久遠 671-2516 宍粟市山崎町三津３２１ 790631725 飲食店営業(4)その他 一般 田中 敏江 西播(龍健)第700-49 令和1年5月24日 令和7年5月31日 平成25年5月24日
000028 6000140146 カラオケ喫茶　童 671-1531 揖保郡太子町立岡９２－５ 792637377 喫茶店営業 一般 前田 重己 西播(龍健)第708-7 令和1年5月14日 令和7年5月31日 平成25年5月24日
000028 6000140259 道の駅　みなみ波賀 671-4241 宍粟市波賀町安賀８－１ 790753999 飲食店営業(4)その他 一般 宍粟メイプル株式会社 代表取締役 富田 健次 671-4241 兵庫県宍粟市波賀町安賀８番地の１ 790753999 西播(龍健)第700-42 令和1年5月16日 令和7年5月31日 平成25年5月30日
000028 6000140273 ｍａｋａ 679-5301 佐用郡佐用町佐用２２６－１ 790812100 飲食店営業(4)その他 一般 中井 由香 西播(龍健)第700-43 令和1年5月20日 令和7年5月31日 平成25年5月31日
000028 6000140278 ｲｵﾝﾀｳﾝ太子店 671-1521 揖保郡太子町東出262-1 792773719 喫茶店営業 自動販売機 株式会社ｳｫｰﾀｰﾜﾝ 代表取締役 小早川 克史 145-0071 東京都大田区田園調布1-5-11 354834011 西播(龍健)第708-18 平成30年5月29日 令和5年5月31日 平成25年5月30日
000028 6000140359 しばた 679-4302 たつの市新宮町香山１１８４－７ 791770011 飲食店営業(4)その他 一般 柴田 正志 西播(龍健)第700-86 令和1年7月22日 令和7年8月31日 平成25年6月6日
000028 6000140581 大黒屋丹治菓子工房 679-4324 たつの市新宮町觜崎３３１－１ 791752118 菓子製造業 一般 有限会社大黒屋丹治 代表取締役 喜多村 敏 679-4324 兵庫県たつの市新宮町觜崎３３１番地の１ 791752118 西播(龍健)第701-27 令和1年8月19日 令和7年8月31日 平成25年7月1日
000028 6000140589 グリーンヴィレッジ山崎 671-2545 宍粟市山崎町中井３４－１ 790630755 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社あおぞら 代表取締役 森口 哲也 671-1621 兵庫県たつの市揖保川町正條１２１ 791722799 西播(龍健)第700-124 令和2年8月11日 令和9年8月31日 平成25年6月28日
000028 6000140782 Ｙショップとしかげ店 679-5214 佐用郡佐用町西徳久７６０－２ 790780459 飲食店営業(4)その他 一般 敏蔭 将弘 西播(龍健)第700-82 令和1年7月19日 令和7年8月31日 平成25年7月17日
000028 6000140867 ぶっちゃー太子店 671-1541 揖保郡太子町塚森１３６ 792777088 飲食店営業(4)その他 一般 ぶっちゃー株式会社 代表取締役 片岡 啓幸 679-4327 兵庫県たつの市新宮町中野庄２３３－１ 791752207 西播(龍健)第700-71 令和1年7月19日 令和7年8月31日 平成25年7月23日
000028 6000140921 珈琲所コメダ珈琲店 姫路太子店 671-1521 揖保郡太子町東出218-2，218-3，221-1 792751151 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社パマック 代表取締役 渡邉 照雄 452-0833 愛知県名古屋市西区山木１－２００ 525010114 西播(龍健)第700-107 令和1年8月27日 令和7年8月31日 平成25年7月23日
000028 6000141012 末廣堂 671-3201 宍粟市千種町千草５５－１ 790762055 菓子製造業 一般 塚崎 博史 西播(龍健)第701-20 令和1年8月9日 令和6年8月31日 平成25年7月23日
000028 6000141046 内海商店1 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 志賀 一信 西播(龍健)第700-115 平成30年8月24日 令和5年8月31日 平成25年7月24日
000028 6000141053 ローソンたつの日山店 679-4161 たつの市龍野町日山字河原町３７７－７ 791630180 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社あまね 代表取締役 水原 周治 671-0232 兵庫県姫路市御国野町御着１０８５－１ 792637030 西播(龍健)第700-133 令和2年8月14日 令和9年8月31日 平成25年7月24日
000028 6000141123 珈琲　紫園 679-4167 たつの市龍野町富永９８８－１ 791623905 菓子製造業 一般 坂本 和視 西播(龍健)第701-17 令和1年7月26日 令和7年8月31日 平成25年7月26日
000028 6000141233 龍野観光売店　さくら路 679-4162 たつの市龍野町下霞城６９－１ 791639456 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 矢野 まや 西播(龍健)第700-76 令和1年7月22日 令和7年8月31日 平成25年7月29日
000028 6000141340 三石商店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 三石 妙子 西播(龍健)第700-120 平成30年8月28日 令和5年8月31日 平成25年8月5日
000028 6000141363 カジュアルレストラン明日香太子西店 671-1523 揖保郡太子町東南３６４－５ 792775955 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩佐 愛 西播(龍健)第700-89 令和1年7月31日 令和7年8月31日 平成25年8月6日
000028 6000141413 有限会社 日下製麺 671-2544 宍粟市山崎町千本屋３１１－１ 790659201 めん類製造業 一般 有限会社日下製麺 代表取締役 日下 功士 671-2544 兵庫県宍粟市山崎町千本屋３１１番地１ 790659680 西播(龍健)第721-11 令和1年8月9日 令和8年8月31日 平成25年8月8日
000028 6000141427 きのき屋 679-4326 たつの市新宮町船渡字西河原２７０－２ 食肉処理業 一般 木村 肇 西播(龍健)第712-4 令和1年7月19日 令和7年8月31日 平成25年8月14日
000028 6000141428 きのき屋 679-4326 たつの市新宮町船渡字西河原２７０－２ 食肉販売業 一般 木村 肇 西播(龍健)第713-10 令和1年7月19日 令和7年8月31日 平成25年8月14日
000028 6000141429 きのき屋 679-4326 たつの市新宮町船渡字西河原２７０－２ 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 木村 肇 西播(龍健)第706-3 令和1年7月19日 令和7年8月31日 平成25年8月14日
000028 6000141547 重ちゃんのかきごおり 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 山口 重國 西播(龍健)第700-79 平成30年7月18日 令和5年8月31日 平成25年8月22日
000028 6000141707 菓子と珈琲　朔 679-4166 たつの市龍野町川原町１０６ 791728239 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉田 元幸 西播(龍健)第700-81 令和1年7月26日 令和7年8月31日 平成25年8月30日
000028 6000141874 田中隆史製麺所 671-4102 宍粟市一宮町横山４２４ めん類製造業 一般 田中 隆史 西播(龍健)第721-31 令和1年10月30日 令和7年11月30日 平成25年9月12日
000028 6000141954 杉野商店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 杉野 寿 西播(龍健)第700-176 平成30年11月27日 令和5年11月30日 平成25年9月20日
000028 6000142002 やきとり竜鳳（姫あ13-10） 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 自動車 橋本 勉 西播(龍健)第700-170 平成30年11月21日 令和5年11月30日 平成25年9月25日
000028 6000142016 合同会社　佐用鹿青年部 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 合同会社　佐用鹿青年部 代表社員 四方田 康次 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用3038-6 790822238 西播(龍健)第700-136 平成30年10月10日 令和5年11月30日 平成25年9月30日
000028 6000142081 焼肉 だるま 671-1561 揖保郡太子町鵤１２５３－１ 792802186 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井上 茂美 西播(龍健)第700-156 令和1年11月1日 令和7年11月30日 平成25年9月30日
000028 6000142082 一汁一菜 679-4165 たつの市龍野町本町７２－１ 791633591 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三好 美佐 西播(龍健)第700-201 令和1年11月29日 令和7年11月30日 平成25年9月30日
000028 6000142096 カラオケ喫茶　オルゴール 679-4113 たつの市神岡町田中１６３ 791651776 飲食店営業(4)その他 一般 須方 弘美 西播(龍健)第700-208 令和1年11月29日 令和7年11月30日 平成25年9月30日
000028 6000142102 キッチン五斗米太子店 671-1551 揖保郡太子町馬場９０－１－２ 792773132 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田部 和裕 西播(龍健)第700-209 令和1年11月29日 令和7年11月30日 平成25年9月30日
000028 6000142138 善漁水産 671-1332 たつの市御津町室津１０３４－４５ 793228024 魚介類販売業 一般 小嶋 隆次 西播(龍健)第704-22 令和1年11月15日 令和7年11月30日 平成25年10月3日
000028 6000142141 マルアイいかるが店 671-1561 揖保郡太子町鵤４４４－２ 792753210 魚介類販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 西播(龍健)第704-35 令和2年10月30日 令和9年11月30日 平成25年10月3日
000028 6000142170 うまいもん横丁 たつの店 679-4129 たつの市龍野町堂本字塚々坪１３５－１ 791623748 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社八角 代表取締役 大西 慎也 675-0033 兵庫県加古川市加古川町南備後４５－１ 794565757 西播(龍健)第700-181 令和1年11月27日 令和7年11月30日 平成25年10月4日
000028 6000142215 ひまわりの家 671-2552 宍粟市山崎町段１９４－１ 790659205 菓子製造業 一般 ＮＰＯ法人ピアサポートひまわりの家 理事 中野 剛志 671-2552 兵庫県宍粟市山崎町段１９４番地１ 790659205 西播(龍健)第701-34 令和1年10月30日 令和7年11月30日 平成25年10月8日
000028 6000142237 廻鮮寿し　たいの鯛 679-4134 たつの市誉田町広山２４－１ 791631488 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ティーエーアイ 代表取締役 山本 圭一 679-4134 兵庫県たつの市誉田町広山２４－１ 791220744 西播(龍健)第700-158 令和1年11月11日 令和7年11月30日 平成25年10月11日
000028 6000142263 河﨑製麺所 679-4302 たつの市新宮町香山６３３ めん類製造業 一般 河﨑 隆太 西播(龍健)第721-37 令和1年11月18日 令和7年11月30日 平成25年10月15日
000028 6000142406 ミネラルウォーターボトリング工場 671-1501 揖保郡太子町山田４４４－２ 792776600 清涼飲料水製造業 一般 姫路中央漬物株式会社 代表取締役 唐津 雅徳 670-0974 兵庫県姫路市飯田字湯田４８８ 792776600 西播(龍健)第724-1 令和2年11月17日 令和9年11月30日 平成25年10月30日
000028 6000142408 うどん末治 671-2575 宍粟市山崎町山田１６８－８ 790659345 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三木 健司 西播(龍健)第700-159 令和1年11月13日 令和7年11月30日 平成25年10月24日
000028 6000142459 ｲﾄﾒﾝ株式会社 679-4003 たつの市揖西町小神８４１ 791631361 飲食店営業(4)その他 露店 イトメン株式会社 代表取締役 伊藤 充弘 679-4003 兵庫県たつの市揖西町小神８４１ 791631361 西播(龍健)第700-143 平成30年10月24日 令和5年11月30日 平成25年10月29日
000028 6000142538 大開ゴルフ 671-1511 揖保郡太子町太田１１９５ 792770566 喫茶店営業 一般 山本 昌男 西播(龍健)第708-32 令和1年11月11日 令和7年11月30日 平成25年11月8日
000028 6000142566 焼肉南大門 671-1524 揖保郡太子町東保５１７－３ 792775180 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社きっかけ 代表取締役 山本 竜行 671-1154 兵庫県姫路市広畑区吾妻町３－２９－８ライフガーデン吾妻参番館９０２ 792374336 西播(龍健)第700-197 令和1年11月26日 令和7年11月30日 平成25年11月8日
000028 6000142578 もりちゃん 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 森本 政夫 西播(龍健)第700-161 平成30年11月19日 令和5年11月30日 平成25年11月8日
000028 6000142657 土万ブルーベリー園 671-2569 宍粟市山崎町土万１１６－１ 菓子製造業 一般 山本 正剛 西播(龍健)第701-36 令和1年11月20日 令和7年11月30日 平成25年11月12日
000028 6000142714 ボンヌ 671-1643 たつの市揖保川町神戸北山１５１－１ 791602493 飲食店営業(4)その他 一般 山中 悦子 西播(龍健)第700-175 令和1年11月18日 令和7年11月30日 平成25年11月15日
000028 6000142763 （株）森下製麺所 671-4103 宍粟市一宮町黒原２３７ 790740735 めん類製造業 一般 株式会社森下製麺所 代表取締役 松田 哲男 671-4103 兵庫県宍粟市一宮町黒原２３５番地 790740735 西播(龍健)第721-32 令和1年10月30日 令和6年11月30日 平成25年11月19日
000028 6000142764 池垣製麺所 671-4124 宍粟市一宮町深河谷６３３－１ 790741140 めん類製造業 一般 池垣 孝彦 西播(龍健)第721-30 令和1年10月28日 令和7年11月30日 平成25年11月19日
000028 6000142767 住栄丸 671-1332 たつの市御津町室津１３２８－１０ 793240351 そうざい製造業 一般 株式会社住栄丸 代表取締役 津田 正信 671-1332 兵庫県たつの市御津町室津１３２８ 793240351 西播(龍健)第722-8 令和1年11月22日 令和7年11月30日 平成25年11月25日
000028 6000142823 道の駅　播磨　いちのみや(CCW受託) 671-4133 宍粟市一宮町須行名510-1 790728666 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第708-50 平成30年11月30日 令和5年11月30日 平成25年11月25日
000028 6000142838 前田製麺所 671-3221 宍粟市千種町西山671-2 めん類製造業 一般 前田 百合子 西播(龍健)第721-63 平成30年11月26日 令和5年11月30日 平成25年11月26日
000028 6000142874 117屋台 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社大和生研 代表取締役 山下 裕史 670-0936 兵庫県姫路市古二階町63 792890117 西播(龍健)第700-151 平成30年11月7日 令和5年11月30日 平成25年11月26日
000028 6000142883 豊漁丸水産 671-1332 たつの市御津町室津８６０－１ 793240046 魚介類販売業 一般 堀 嵩史 西播(龍健)第704-25 令和1年11月18日 令和7年11月30日 平成25年11月25日
000028 6000142977 かずら 679-5523 佐用郡佐用町上月２７４－２ 790860352 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 庄司 勝 西播(龍健)第700-199 令和1年11月26日 令和7年11月30日 平成25年11月29日
000028 6000142986 サフラン 671-2573 宍粟市山崎町今宿２７４－１０ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 塚﨑 修一 西播(龍健)第700-146 令和1年11月11日 令和7年11月30日 平成25年11月29日
000028 6000143073 株式会社 山下製麺所 671-2564 宍粟市山崎町青木８３８ 790633339 めん類製造業 一般 株式会社山下製麺所 代表取締役 山下 周平 671-2564 兵庫県宍粟市山崎町青木８３８ 790633339 西播(龍健)第721-43 令和2年2月3日 令和8年2月28日 平成25年12月5日
000028 6000143259 田中学製麺所 671-2521 宍粟市山崎町木ノ谷１５８ めん類製造業 一般 田中 学 西播(龍健)第721-46 令和2年2月7日 令和8年2月28日 平成25年12月24日
000028 6000143267 ＴＯＴＴＥ 679-4003 たつの市揖西町小神９００ 菓子製造業 一般 桑名 かおり 西播(龍健)第701-49 令和2年2月19日 令和8年2月28日 平成25年12月20日
000028 6000143283 坪田工房株式会社 671-3224 宍粟市千種町七野383 790762081 めん類製造業 一般 坪田工房株式会社 代表取締役 坪田 卓也 671-3224 兵庫県宍粟市千種町七野378 790762081 西播(龍健)第721-84 平成31年2月8日 令和7年2月28日 平成25年12月24日
000028 6000143395 坂市商店 671-1332 たつの市御津町室津２９０ 793240234 魚介類販売業 一般 坂上 浩祐 西播(龍健)第704-41 令和2年2月18日 令和8年2月28日 平成25年12月27日
000028 6000143557 ローソンたつの富永店 679-4167 たつの市龍野町富永４５２－１ 791646436 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｋ・Ｍ・Ｃ 代表取締役 森井 幸司 671-2201 兵庫県姫路市書写２４５４番地５ 792950026 西播(龍健)第700-257 令和3年1月15日 令和10年2月29日 平成26年1月23日
000028 6000143575 はま寿司 １７９号太子店 671-1521 揖保郡太子町東出９５ 792767177 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社はま寿司 代表取締役 遠藤 哲郎 108-0075 東京都港区港南二丁目１８番１号 368338032 西播(龍健)第700-256 令和2年2月25日 令和8年2月28日 平成26年1月24日
000028 6000143621 兵庫県立西はりま総合リハビリテーションセンター食堂 679-5165 たつの市新宮町光都１－７－１ 791581009 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 うおいちフーズ株式会社 代表取締役 松田 晋 678-0031 兵庫県相生市旭２丁目２０番１５号 791254463 西播(龍健)第700-294 令和3年2月25日 令和10年2月29日 平成26年1月27日
000028 6000143634 御菓子司　さくらや 671-1523 揖保郡太子町東南３９２－３ 792760452 菓子製造業 一般 久野 道春 西播(龍健)第701-46 令和2年2月19日 令和7年2月28日 平成26年1月29日
000028 6000143637 ぷりんのじかん 671-2514 宍粟市山崎町田井６３５－１７ 790626326 菓子製造業 一般 下川 千惠 西播(龍健)第701-44 令和2年2月7日 令和8年2月28日 平成26年1月29日
000028 6000143684 佐用町商工会 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 佐用町商工会 会長 井口 覚 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用3043-1 790822218 西播(龍健)第700-191 平成31年1月28日 令和6年2月29日 平成26年2月5日
000028 6000143697 うかいや東相生店 671-1651 たつの市揖保川町片島７３０－４ 791723113 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社うかいや 代表取締役 朝生 美徳 671-1521 兵庫県揖保郡太子町東出２６２番地の１ 792776100 西播(龍健)第700-233 令和2年2月3日 令和8年2月28日 平成26年1月31日
000028 6000143702 カフェ＆ごはん　さだ吉くんち 671-2574 宍粟市山崎町中広瀬６３－８ 790624546 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中塚 美津子 西播(龍健)第700-245 令和2年2月7日 令和8年2月28日 平成26年2月3日
000028 6000143708 オープンカフェ２２８ 671-2514 宍粟市山崎町田井２２８ 790624003 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大前 均 西播(龍健)第700-244 令和2年2月7日 令和8年2月28日 平成26年2月4日
000028 6000143709 オープンカフェ２２８ 671-2514 宍粟市山崎町田井２２８ 菓子製造業 一般 大前 均 西播(龍健)第701-45 令和2年2月7日 令和8年2月28日 平成26年2月4日
000028 6000143742 大黒屋丹治 679-4324 たつの市新宮町觜崎３３１－１ 791752118 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社大黒屋丹治 代表取締役 喜多村 敏 679-4324 兵庫県たつの市新宮町觜崎３３１－１ 791752118 西播(龍健)第700-261 令和2年2月25日 令和8年2月28日 平成26年2月5日
000028 6000143756 ｱﾙｰﾗ 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 菓子製造業 露店 社会福祉法人ｱﾙｰﾗ福祉会 理事長 村上 真之助 679-4346 兵庫県たつの市新宮町千本2294-1 791751562 西播(龍健)第701-44 平成31年1月30日 令和6年2月29日 平成26年2月5日
000028 6000143763 フレンドリィレストラン井口 679-4154 たつの市揖保町西構２７０－１ 791670636 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井口 和 西播(龍健)第700-253 令和2年2月25日 令和8年2月28日 平成26年2月7日
000028 6000143764 ヤマイ醤油（株） 671-1661 たつの市揖保川町袋尻２３１－１１ 791722636 そうざい製造業 一般 ヤマイ醤油株式会社 代表取締役 西脇 洋治 671-1661 兵庫県たつの市揖保川町袋尻２３１の１１ 791722636 西播(龍健)第722-13 令和2年2月5日 令和8年2月28日 平成26年2月7日
000028 6000143833 にしき 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 790663719 飲食店営業(4)その他 露店 前田 昭司 西播(龍健)第700-214 平成31年2月26日 令和6年2月29日 平成26年2月10日
000028 6000143930 カラオケ喫茶星光 671-1341 たつの市御津町釜屋９－１７ 793223051 飲食店営業(4)その他 一般 杉岡 治子 西播(龍健)第700-273 令和2年2月27日 令和8年2月28日 平成26年2月18日
000028 6000143989 西尾コーポレーション株式会社 671-2502 宍粟市山崎町中野７９０ 790650138 めん類製造業 一般 西尾コーポレーション株式会社 代表取締役 西尾 一郎 671-2502 兵庫県宍粟市山崎町中野７９０ 790650138 西播(龍健)第721-44 令和2年2月7日 令和8年2月28日 平成26年2月20日
000028 6000144069 西日本旅客鉄道㈱網干総合車両所　機械 671-1534 揖保郡太子町福地622 792768050 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第708-62 平成31年2月26日 令和6年2月29日 平成26年2月25日
000028 6000144108 横治糀店 671-2571 宍粟市山崎町上寺１８５－６ みそ製造業 一般 横治 雅則 西播(龍健)第716-2 令和2年2月18日 令和7年2月28日 平成26年2月27日
000028 6000144480 特別養護老人ホーム 太子の郷 事業所 671-1511 揖保郡太子町太田字岩町２３１－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役社長 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 332873611 西播(龍健)第168-66 令和3年5月26日 令和10年5月31日 平成26年3月18日
000028 6000144570 (株)ささ営農バジル工場 679-4305 たつの市新宮町吉島７１８－１ 791771775 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社ささ営農 代表取締役 八木 正邦 679-4304 兵庫県たつの市新宮町下笹１０４９ 791770177 西播(龍健)第176-2 令和3年5月13日 令和9年5月31日 平成26年3月26日
000028 6000144638 (株)ささ営農ささ工房 679-4305 たつの市新宮町吉島７１８－１ 791771440 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社ささ営農 代表取締役 八木 正邦 679-4304 兵庫県たつの市新宮町下笹１０４９ 791770177 西播(龍健)第700-59 令和2年5月21日 令和8年5月31日 平成26年3月26日
000028 6000144639 (株)ささ営農ささ工房 679-4305 たつの市新宮町吉島７１８－１ 791771440 菓子製造業 一般 株式会社ささ営農 代表取締役 八木 正邦 679-4304 兵庫県たつの市新宮町下笹１０４９ 791770177 西播(龍健)第701-12 令和2年5月21日 令和8年5月31日 平成26年3月26日
000028 6000144640 (株)ささ営農ささ工房 679-4305 たつの市新宮町吉島７１８－１ 791771440 そうざい製造業 一般 株式会社ささ営農 代表取締役 八木 正邦 679-4304 兵庫県たつの市新宮町下笹１０４９ 791770177 西播(龍健)第722-3 令和2年5月21日 令和8年5月31日 平成26年3月26日
000028 6000144801 本田冷蔵株式会社太子工場 671-1532 揖保郡太子町糸井３１８ 792761404 氷雪製造業 一般 本田冷蔵株式会社 代表取締役 本田 明良 671-1226 兵庫県姫路市網干区高田３５５ 792761404 西播(龍健)第198-1 令和3年5月7日 令和10年5月31日 平成26年3月31日
000028 6000144897 作業所はりまっ子　山崎店 671-2575 宍粟市山崎町山田１８５ 790632670 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人はりま福祉会 理事長 本條 義和 670-0814 兵庫県姫路市野里上野町一丁目１番６号 792240185 西播(龍健)第701-6 令和2年4月24日 令和8年5月31日 平成26年4月4日
000028 6000144898 作業所はりまっ子 山崎店 671-2575 宍粟市山崎町山田１８５ 790632670 喫茶店営業 一般 特定非営利活動法人はりま福祉会 理事長 本條 義和 670-0814 兵庫県姫路市野里上野町一丁目１番６号 792240185 西播(龍健)第708-4 令和2年4月24日 令和8年5月31日 平成26年4月4日
000028 6000144974 株式会社エーコープ近畿やまさき店 671-2573 宍粟市山崎町今宿１００－４ 790622303 菓子製造業 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目５１番１号 726763300 西播(龍健)第701-7 令和2年4月24日 令和8年5月31日 平成26年4月10日
000028 6000145008 得得　龍野店 679-4168 たつの市龍野町四箇５２－６ 791643758 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社イーアス 代表取締役 藤田 嘉男 673-0046 兵庫県明石市藤が丘２－３８－２ 789235665 西播(龍健)第700-68 令和2年5月21日 令和8年5月31日 平成26年4月14日
000028 6000145156 松尾商事 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 徳永 大輔 西播(龍健)第701-4 平成31年4月26日 令和6年5月31日 平成26年4月21日
000028 6000145157 松尾商事 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 松尾 きぬ江 西播(龍健)第700-20 平成31年4月26日 令和6年5月31日 平成26年4月21日
000028 6000145232 食 679-5301 佐用郡佐用町佐用４１９－１ 790820596 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井上 幸子 西播(龍健)第700-26 令和2年4月23日 令和8年5月31日 平成26年4月23日
000028 6000145244 キラリ売店 679-5148 佐用郡佐用町光都１－１－１ 791582880 喫茶店営業 一般 株式会社光都サービス 代表取締役 川上 加代子 679-5165 兵庫県たつの市新宮町光都１－２０－５ 791580422 西播(龍健)第708-6 令和2年4月30日 令和8年5月31日 平成26年4月25日
000028 6000145276 えびす 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 特定非営利活動法人えびす 理事 志水 哲也 679-4129 兵庫県たつの市龍野町堂本３０－６ 791621811 西播(龍健)第700-44 令和1年5月23日 令和6年5月31日 平成26年4月25日
000028 6000145277 ふれあいの里上月 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社元気工房さよう 衣笠 俊博 679-5134 兵庫県佐用郡佐用町乃井野１２６６番地 790792521 西播(龍健)第700-37 令和1年5月14日 令和6年5月31日 平成26年4月25日
000028 6000145385 焼鳥ボン 671-1503 揖保郡太子町天満山２２３－２ 792775599 飲食店営業(4)その他 一般 新井 恵美子 西播(龍健)第700-74 令和2年5月26日 令和8年5月31日 平成26年5月2日
000028 6000145388 お好み焼　偶 671-1535 揖保郡太子町蓮常寺３６１－１ 792770222 飲食店営業(4)その他 一般 地上 伸一 西播(龍健)第700-20 令和2年4月22日 令和8年5月31日 平成26年5月2日
000028 6000145409 イタリアンダイニング　ＤＯＮ－９　ｃａｆｅ 679-4016 たつの市揖西町南山１－９２ 791662876 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小国 光祥 西播(龍健)第700-17 令和2年4月22日 令和8年5月31日 平成26年5月2日
000028 6000145470 Ｍｏｃｏ 671-1522 揖保郡太子町矢田部３１７－３プラザ矢田部２階 792750633 飲食店営業(4)その他 一般 改發 ルミ 西播(龍健)第700-73 令和2年5月22日 令和8年5月31日 平成26年5月9日
000028 6000145471 Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｄｅｌｉｇｈｔ 679-5147 佐用郡佐用町末廣３４４－４ 790659181 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 春名 政憲 西播(龍健)第700-70 令和2年5月21日 令和8年5月31日 平成26年5月12日
000028 6000145600 松川商店 671-4133 宍粟市一宮町須行名４９６ 菓子製造業 一般 松川 育朗 西播(龍健)第701-8 令和2年4月30日 令和8年5月31日 平成26年5月19日
000028 6000145601 Ｃｈｏｔｔｏ 671-4141 宍粟市一宮町東河内２２２－１ 菓子製造業 一般 西村 智重美 西播(龍健)第701-11 令和2年5月25日 令和8年5月31日 平成26年5月19日
000028 6000146065 さつき園 671-2515 宍粟市山崎町五十波３９０－１ 790626882 菓子製造業 一般 社会福祉法人宍粟福祉会 理事長 森本 都規夫 671-2515 兵庫県宍粟市山崎町五十波３９０番地１ 790626882 西播(龍健)第701-24 令和2年8月13日 令和9年8月31日 平成26年6月20日
000028 6000146157 上月ＰＡ下り売店 679-5503 佐用郡佐用町本郷字下山４２－２ 790870210 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡山ルートサービス株式会社 代表取締役 福島 悌二 701-1152 岡山県岡山市北区津高６５１番地の２ 862141185 西播(龍健)第700-137 令和2年8月13日 令和8年8月31日 平成26年6月24日
000028 6000146317 こころ 679-5212 佐用郡佐用町林崎７８－２ 790788004 飲食店営業(4)その他 一般 藤本 照美 西播(龍健)第700-108 令和2年7月17日 令和8年8月31日 平成26年7月4日
000028 6000146461 ヤナ商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 藤原 利恵 西播(龍健)第700-85 令和1年7月22日 令和6年8月31日 平成26年7月8日
000028 6000146462 ヤナ商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 藤原 利恵 西播(龍健)第701-18 令和1年7月22日 令和6年8月31日 平成26年7月8日
000028 6000146652 上月ＰＡ下り売店 679-5503 佐用郡佐用町本郷字下山４２－２ 790870210 飲食店営業(4)その他 露店 岡山ルートサービス株式会社 代表取締役 福島 悌二 701-1152 岡山県岡山市北区津高６５１番地の２ 862141185 西播(龍健)第700-101 令和1年8月15日 令和6年8月31日 平成26年7月16日
000028 6000146654 上月ＰＡ上り売店 679-5503 佐用郡佐用町本郷字登亀８１ 790870432 飲食店営業(4)その他 露店 岡山ルートサービス株式会社 代表取締役 福島 悌二 701-1152 岡山県岡山市北区津高６５１番地の２ 862141185 西播(龍健)第700-100 令和1年8月15日 令和6年8月31日 平成26年7月16日
000028 6000146660 早田商店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 早田 克己 西播(龍健)第700-113 令和1年8月30日 令和6年8月31日 平成26年7月15日



000028 6000146699 内海商店４ 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 友久 真由美 西播(龍健)第700-73 令和1年7月16日 令和6年8月31日 平成26年7月17日
000028 6000146702 ＷＡＫＯＮ本店 671-1511 揖保郡太子町太田２２２１－１　１Ｆ 792775622 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社みさ和 代表取締役 大塚 直人 671-1511 兵庫県揖保郡太子町太田２２２１－１ 792775565 西播(龍健)第700-142 令和2年8月19日 令和8年8月31日 平成26年7月18日
000028 6000146712 觜崎屋本店 679-4177 たつの市龍野町下川原６８－１－１ 791620459 菓子製造業 一般 柳生 俊彦 西播(龍健)第701-19 令和2年7月31日 令和8年8月31日 平成26年7月18日
000028 6000146741 太子の郷 671-1511 揖保郡太子町太田231-1 792775000 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人 太子福祉会 理事長 荒尾 潤 675-0104 兵庫県加古川市平岡町土山字川池423-9 789416707 西播(龍健)第1-37 令和3年7月30日 令和10年8月31日 令和3年7月30日
000028 6000146754 ＴＡＪＩＭＡ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 田中 敏 西播(龍健)第700-110 令和1年8月29日 令和6年8月31日 平成26年7月23日
000028 6000146771 たつの市商工会女性部 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 たつの市商工会 会長 木津 眞人 671-1641 兵庫県たつの市揖保川町原８４９番地３７ 791727550 西播(龍健)第700-75 令和1年7月18日 令和6年8月31日 平成26年7月23日
000028 6000146773 たつの市商工会青年部 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 たつの市商工会 会長 木津 眞人 671-1641 兵庫県たつの市揖保川町原８４９番地３７ 791727550 西播(龍健)第700-74 令和1年7月18日 令和6年8月31日 平成26年7月23日
000028 6000146775 御菓子司　櫻屋 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 菓子製造業 露店 長澤 啓一 西播(龍健)第701-16 令和1年7月18日 令和6年8月31日 平成26年7月23日
000028 6000146777 （株）山喜 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社山喜 代表取締役 前田 大由 679-4322 兵庫県たつの市新宮町仙正９３ 791751111 西播(龍健)第700-105 令和1年8月20日 令和6年8月31日 平成26年7月23日
000028 6000147038 カフェ　まーめいど 679-4109 たつの市神岡町東觜崎５４６－１太丸開発テナントビル１階Ｂ号室 792766758 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西川 孝子 西播(龍健)第700-106 令和2年7月17日 令和8年8月31日 平成26年8月5日
000028 6000147067 希望軒　太子店 671-1523 揖保郡太子町東南３８３－２ 792803459 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社桔梗屋 代表取締役 中村 啓寛 671-1521 兵庫県揖保郡太子町東出８２番地２２ 792763616 西播(龍健)第700-144 令和2年8月20日 令和8年8月31日 平成26年8月7日
000028 6000147110 スナック　Ｍｉｋｉ 671-1522 揖保郡太子町矢田部３１７－３ 792775808 飲食店営業(4)その他 一般 川上 美喜 西播(龍健)第700-96 令和2年7月15日 令和8年8月31日 平成26年8月8日
000028 6000147202 まごころ弁当　たつの太子店 671-1561 揖保郡太子町鵤２４５－４ 792776688 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社匠工務店 代表取締役 森川 英樹 671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤２４５番地４ 792765533 西播(龍健)第700-97 令和2年7月15日 令和8年8月31日 平成26年8月15日
000028 6000147215 喫茶スピン 679-4327 たつの市新宮町中野庄字中請２１１－１６ 791755605 飲食店営業(4)その他 一般 原田 勝 西播(龍健)第700-143 令和2年8月19日 令和8年8月31日 平成26年8月15日
000028 6000147270 米食堂おいでな 679-5136 佐用郡佐用町志文５０１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩本 美保子 西播(龍健)第700-107 令和2年7月17日 令和8年8月31日 平成26年8月20日
000028 6000147290 りぶうと 671-2532 宍粟市山崎町高所４２９ 菓子製造業 一般 衣笠 正興 西播(龍健)第701-27 令和2年8月26日 令和8年8月31日 平成26年8月21日
000028 6000147326 さつき園 671-2515 宍粟市山崎町五十波３９０－１ 790626882 飲食店営業(4)その他 一般 社会福祉法人宍粟福祉会 理事長 森本 都規夫 671-2515 兵庫県宍粟市山崎町五十波３９０番地１ 790626882 西播(龍健)第700-134 令和2年8月13日 令和9年8月31日 平成26年8月25日
000028 6000147327 さつき園 671-2515 宍粟市山崎町五十波３９０－１ 790626882 そうざい製造業 一般 社会福祉法人宍粟福祉会 理事長 森本 都規夫 671-2515 兵庫県宍粟市山崎町五十波３９０番地１ 790626882 西播(龍健)第722-10 令和2年8月13日 令和9年8月31日 平成26年8月25日
000028 6000147480 お好み焼きａｎｄてっぱん居酒屋　千魁 671-1511 揖保郡太子町太田２１３３　Ｔｏｗｎ ＰＬＡＺＡ １Ｆ　１０８号 792750788 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 原 千尋 西播(龍健)第700-157 令和2年8月26日 令和8年8月31日 平成26年8月29日
000028 6000147524 ぐるめわん 679-4134 たつの市誉田町広山字早風７７－２ 791637111 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社富啓 代表取締役 新井 宏昌 663-8215 兵庫県西宮市今津水波町２－２６ 798346111 西播(龍健)第700-169 令和2年10月20日 令和8年11月30日 平成26年9月2日
000028 6000147568 聖 671-1503 揖保郡太子町天満山２３３－５ 792273624 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 矢野 秀徳 西播(龍健)第700-211 令和2年11月12日 令和8年11月30日 平成26年9月3日
000028 6000147644 (株)Ｆ・Ｅ・Ｃ 農水産物乾燥工場 679-4016 たつの市揖西町南山３－５０－１ 791243277 清涼飲料水製造業 一般 株式会社Ｆ・Ｅ・Ｃ 代表取締役 福本 康文 678-0005 兵庫県相生市大石町１９－１０ 791243277 西播(龍健)第724-2 令和2年11月30日 令和8年11月30日 平成26年9月16日
000028 6000147775 グループホームコスモス（ひなげし） 679-5301 佐用郡佐用町佐用３００５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人はなさきむら 理事長 岡本 泰子 679-5205 兵庫県佐用郡佐用町安川４０１番地 790788003 西播(龍健)第700-188 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成26年9月22日
000028 6000147887 （有）籠長本店たつの工場 671-1631 たつの市揖保川町山津屋１２０－１ 791722362 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 有限会社籠長本店 代表取締役 670-0872 兵庫県姫路市八代７３９－５ 792220107 西播(龍健)第706-5 令和2年11月26日 令和8年11月30日 平成26年10月2日
000028 6000148000 髙木水産 671-1332 たつの市御津町室津１０３４－４５ 792274176 魚介類販売業 一般 髙木 恒 西播(龍健)第704-32 令和2年10月23日 令和8年11月30日 平成26年10月8日
000028 6000148006 カラオケ喫茶　ふぁみりー 671-1531 揖保郡太子町立岡４４０－５ 792408739 飲食店営業(4)その他 一般 森重 陽子 西播(龍健)第700-198 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成26年10月9日
000028 6000148010 壱枚乃絵 679-4021 たつの市揖西町小犬丸１９４７ 791662025 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＦＩＡＣ 代表取締役 松尾 憲二郎 678-0259 兵庫県赤穂市黒崎町６８番地 791660137 西播(龍健)第700-192 令和2年10月28日 令和8年11月30日 平成26年10月9日
000028 6000148011 （株）ジャバラ　龍野工場　南 679-4016 たつの市揖西町南山３－８ 791631115 喫茶店営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 西播(龍健)第708-33 令和1年11月15日 令和6年11月30日 平成26年10月9日
000028 6000148030 山のおうちカフェ まきば 671-1532 揖保郡太子町糸井池田１－１２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩﨑 彰子 西播(龍健)第700-214 令和2年11月12日 令和8年11月30日 平成26年10月9日
000028 6000148031 山のおうちカフェ まきば 671-1532 揖保郡太子町糸井池田１－１２ 菓子製造業 一般 岩﨑 彰子 西播(龍健)第701-40 令和2年11月12日 令和8年11月30日 平成26年10月9日
000028 6000148034 佐用営農生活センター 679-5307 佐用郡佐用町円応寺８ 790822731 みそ製造業 一般 楢原 誠 西播(龍健)第716-2 令和2年11月16日 令和8年11月30日 平成26年10月10日
000028 6000148069 コウボパン 小さじいち 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 西村 公明 西播(龍健)第700-150 令和1年10月30日 令和6年11月30日 平成26年10月15日
000028 6000148078 たつの市新宮ふれあい福祉会館 679-4342 たつの市新宮町平野１１１番地１ 791755088 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中筋 比出美 西播(龍健)第700-171 令和2年10月20日 令和8年11月30日 平成26年10月16日
000028 6000148117 花・ありがとう 679-4303 たつの市新宮町上笹１１８９ 菓子製造業 一般 松浦 さつき 西播(龍健)第701-46 令和2年11月30日 令和7年11月30日 平成26年10月20日
000028 6000148131 花・ありがとう 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 松浦 さつき 西播(龍健)第700-205 令和1年11月27日 令和6年11月30日 平成26年10月20日
000028 6000148134 藤原茂製麺所 671-4105 宍粟市一宮町上岸田１９２－１ 790741545 めん類製造業 一般 藤原 茂 西播(龍健)第721-47 令和2年10月23日 令和8年11月30日 平成26年10月20日
000028 6000148135 石谷製麺所 679-4333 たつの市新宮町下野田３２１－１ めん類製造業 一般 石谷 隆 西播(龍健)第721-36 令和2年10月26日 令和8年11月30日 平成26年10月20日
000028 6000148141 ブンセンキッチン 龍野市役所前店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 791788777 飲食店営業(4)その他 露店 ブンセンキッチン株式会社 代表取締役 田中 智樹 679-4313 兵庫県たつの市新宮町新宮３７１番地 791751151 西播(龍健)第700-164 令和1年11月11日 令和6年11月30日 平成26年10月20日
000028 6000148155 （株）たつのアグリ 671-1664 たつの市揖保川町金剛山５９０ 791725155 みそ製造業 一般 株式会社たつのアグリ 代表取締役 岸野 昇 671-1664 兵庫県たつの市揖保川町金剛山５９０番地 791725155 西播(龍健)第716-1 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成26年10月22日
000028 6000148198 玉爺の道楽そば 671-1575 揖保郡太子町佐用岡３０２－５ 792760630 めん類製造業 一般 玉田 晶久 西播(龍健)第721-54 令和2年11月20日 令和8年11月30日 平成26年10月24日
000028 6000148248 町家カフェ そら 679-4172 たつの市龍野町上川原２５－１ 791630775 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 林 日出美 西播(龍健)第700-218 令和2年11月20日 令和8年11月30日 平成26年10月30日
000028 6000148342 小坂製麺所 671-2526 宍粟市山崎町矢原２７４－１ めん類製造業 一般 小坂 章三 西播(龍健)第721-48 令和2年11月10日 令和8年11月30日 平成26年11月4日
000028 6000148346 野々工房 671-4133 宍粟市一宮町須行名４９６－１４ 790721924 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 薄木 彩 西播(龍健)第700-201 令和2年11月6日 令和8年11月30日 平成26年11月4日
000028 6000148347 野々工房 671-4133 宍粟市一宮町須行名４９６－１４ 790721924 菓子製造業 一般 薄木 彩 西播(龍健)第701-38 令和2年11月6日 令和8年11月30日 平成26年11月4日
000028 6000148361 パティスリー　ベネディクション 679-4129 たつの市龍野町堂本４９５－１ 791601613 菓子製造業 一般 前田 和輝 西播(龍健)第701-32 令和2年10月20日 令和8年11月30日 平成26年11月6日
000028 6000148375 船曳商店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 菓子製造業 露店 船曳 明三 西播(龍健)第701-38 令和1年11月27日 令和6年11月30日 平成26年11月6日
000028 6000148401 生活介護事業所あすか 671-1511 揖保郡太子町太田１７３５－１ 792804660 菓子製造業 一般 社会福祉法人あすか会 理事長 藤井 幸一 671-1511 兵庫県揖保郡太子町太田２３３０ 792752281 西播(龍健)第701-41 令和2年11月12日 令和8年11月30日 平成26年11月10日
000028 6000148409 ファミリーマート今宿北店 671-2573 宍粟市山崎町今宿９８－９ 790642235 飲食店営業(4)その他 一般 国広 好樹 西播(龍健)第700-176 令和2年10月23日 令和8年11月30日 平成26年11月11日
000028 6000148572 のんびりでええやん 679-4021 たつの市揖西町小犬丸１０３８－１ 飲食店営業(4)その他 露店 合同会社のんびりでええやん 代表社員 藤田 壽人 679-4021 兵庫県たつの市揖西町小犬丸９６１ 5071189938 西播(龍健)第700-166 令和1年11月11日 令和6年11月30日 平成26年11月19日
000028 6000148771 松浦製麺所 671-2501 宍粟市山崎町上ノ３２９－１ 790650846 めん類製造業 一般 松浦 隆 西播(龍健)第721-39 令和2年10月23日 令和7年11月30日 平成26年11月28日
000028 6000148773 マルアイ太子店 671-1522 揖保郡太子町矢田部８２－１ 792768010 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 西播(龍健)第1-115 令和3年11月2日 令和10年11月30日 令和3年11月2日
000028 6000148774 マルアイ太子店 671-1522 揖保郡太子町矢田部８２－１ 792768010 食肉販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 西播(龍健)第3-6 令和3年11月2日 令和10年11月30日 令和3年11月2日
000028 6000148775 マルアイ太子店 671-1522 揖保郡太子町矢田部８２－１ 792768010 魚介類販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 西播(龍健)第4-9 令和3年11月2日 令和10年11月30日 令和3年11月2日
000028 6000148944 きゃんてぃーん 671-2533 宍粟市山崎町須賀沢１１４０－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中岡 香織 西播(龍健)第700-279 令和3年2月2日 令和9年2月28日 平成26年12月12日
000028 6000148950 有限会社藤本製麺 679-5202 佐用郡佐用町中島２５２ 790781202 めん類製造業 一般 有限会社藤本製麺 代表取締役 藤本 一磨 679-5202 兵庫県佐用郡佐用町中島２５２ 790781202 西播(龍健)第721-66 令和3年2月1日 令和9年2月28日 平成26年12月12日
000028 6000148958 三木健二製麺所 679-5154 たつの市新宮町鍛冶屋７２０ めん類製造業 一般 三木 健二 西播(龍健)第721-61 令和3年1月19日 令和9年2月28日 平成26年12月12日
000028 6000149155 俺のパチンコ 671-4131 宍粟市一宮町安積２６７－７ 790728585 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社アップル 代表取締役 薪浦 英稔 672-8045 兵庫県姫路市飾磨区中野田一丁目７番地 792342567 西播(龍健)第700-248 令和2年2月14日 令和7年2月28日 平成26年12月26日
000028 6000149233 矢野工房 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 矢野 美佐子 西播(龍健)第700-228 令和2年1月16日 令和7年2月28日 平成27年1月13日
000028 6000149234 矢野工房 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 菓子製造業 露店 矢野 美佐子 西播(龍健)第701-39 令和2年1月16日 令和7年2月28日 平成27年1月13日
000028 6000149276 北條製餡株式会社 671-1522 揖保郡太子町矢田部456-1 菓子製造業 一般 北條製餡株式会社 代表取締役 北條 義幸 670-0992 兵庫県姫路市福沢町93 792770203 西播(龍健)第11-37 令和4年2月18日 令和10年2月29日 令和4年2月18日
000028 6000149277 北條製餡株式会社 671-1522 揖保郡太子町矢田部456-1 そうざい製造業 一般 北條製餡株式会社 代表取締役 北條 義幸 670-0992 兵庫県姫路市福沢町93 792770203 西播(龍健)第25-18 令和4年2月18日 令和10年2月29日 令和4年2月18日
000028 6000149317 山口製麺所 679-4108 たつの市神岡町大住寺８５３ めん類製造業 一般 山口 博照 西播(龍健)第721-71 令和3年2月12日 令和9年2月28日 平成27年1月23日
000028 6000149360 Ｃａｆｅ　レモングラス 671-2575 宍粟市山崎町山田１８４－１３ 790630003 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田渕 薫 西播(龍健)第700-277 令和3年2月2日 令和9年2月28日 平成27年1月28日
000028 6000149458 三坂精肉店 679-5133 佐用郡佐用町三日月１２１６－５ 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 福山 正弘 西播(龍健)第706-7 令和3年1月19日 令和9年2月28日 平成27年1月30日
000028 6000149575 俺のパチンコ 671-4131 宍粟市一宮町安積２６７－７ 790728585 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 株式会社アップル 代表取締役 薪浦 英稔 672-8045 兵庫県姫路市飾磨区中野田１丁目７番地 792342567 西播(龍健)第1-180 令和4年2月18日 令和10年2月29日 令和4年2月18日
000028 6000149628 唐じ朗 671-1632 たつの市揖保川町黍田３５－１８ 791728151 飲食店営業(4)その他 一般 横家 昌也 西播(龍健)第700-271 令和3年1月21日 令和9年2月28日 平成27年2月12日
000028 6000149711 興隆庵 679-5503 佐用郡佐用町本郷７０４ 飲食店営業(4)その他 露店 山本 隆男 西播(龍健)第700-241 令和2年2月7日 令和7年2月28日 平成27年2月18日
000028 6000149830 柴原精肉店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 柴原 政司 西播(龍健)第700-249 令和2年2月14日 令和7年2月28日 平成27年2月25日
000028 6000149866 千成家　龍野西店 679-4161 たつの市龍野町日山６８－１ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社千成家 代表取締役 釼持 公一郎 672-8035 兵庫県姫路市飾磨区中島庄助新田３３５０ 792431708 西播(龍健)第700-280 令和3年2月1日 令和9年2月28日 平成27年2月25日
000028 6000149874 モーリスガレージ 679-4313 たつの市新宮町新宮１０６８－１８ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ウイングイマジネーションジャパン 取締役 八木 隆三 679-4313 兵庫県たつの市新宮町新宮１０６８－１８ 西播(龍健)第700-298 令和3年2月26日 令和9年2月28日 平成27年2月25日
000028 6000149889 セブン－イレブン兵庫太子太田店 671-1511 揖保郡太子町太田２１５２－１ 792751778 飲食店営業(4)その他 一般 佐々木 邦彦 西播(龍健)第700-266 令和3年1月21日 令和9年2月28日 平成27年2月25日
000028 6000150112 田中製麺所 671-4101 宍粟市一宮町倉床４４－１ めん類製造業 一般 田中 祐樹 西播(龍健)第194-8 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成27年3月11日
000028 6000150131 ぶっちゃー本店 679-4322 たつの市新宮町仙正199-6 791752207 魚介類販売業 一般 ぶっちゃー株式会社 代表取締役 片岡 啓幸 679-4327 兵庫県たつの市新宮町中野庄233-1 791752207 西播(龍健)第173-4 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成27年3月12日
000028 6000150196 めん六や　兵庫たつの店 679-4134 たつの市誉田町広山４１－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社日本ヒュウマップ 代表取締役 川野 創平 116-0013 東京都荒川区西日暮里五丁目１５番７号 338028141 西播(龍健)第168-17 令和3年4月30日 令和9年5月31日 平成27年3月16日
000028 6000150360 志んぐ荘 679-4313 たつの市新宮町新宮１０９３ 791750401 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社共立ソリューションズ 代表取締役 小山 哲郎 104-0045 東京都中央区築地二丁目１２番１０号 335463636 西播(龍健)第168-40 令和3年5月11日 令和9年5月31日 平成27年3月24日
000028 6000150362 志んぐ荘 679-4313 たつの市新宮町新宮１０９３ 791750401 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社共立ソリューションズ 代表取締役 小山 哲郎 104-0045 東京都中央区築地二丁目１２番１０号 335463636 西播(龍健)第168-41 令和3年5月11日 令和9年5月31日 平成27年3月24日
000028 6000150382 炭火焼鳥 ゆ鳥 本竜野店 679-4122 たつの市龍野町日飼３８０－１０ 791602921 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社レストランドリーム 代表取締役 井口 幸介 675-0047 兵庫県加古川市西神吉町鼎７０５－１ 794903007 西播(龍健)第168-48 令和3年5月11日 令和9年5月31日 平成27年3月24日
000028 6000150384 お休み処　瓜生原 679-5331 佐用郡佐用町平福４３９ 790710812 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 安東 忍 西播(龍健)第168-50 令和3年5月10日 令和9年5月31日 平成27年3月25日
000028 6000150406 TERAZO 679-4343 たつの市新宮町大屋１９３ 791750361 飲食店営業(4)その他 一般 藤木 智勝 西播(龍健)第168-25 令和3年4月30日 令和9年5月31日 平成27年3月26日
000028 6000150457 京商店（一般社団法人兵庫県地域振興組合） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 竹内 京 西播(龍健)第700-9 令和2年4月16日 令和7年5月31日 平成27年3月27日
000028 6000150458 京商店（一般社団法人兵庫県地域振興組合） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 竹内 京 西播(龍健)第701-2 令和2年4月16日 令和7年5月31日 平成27年3月27日
000028 6000150566 三石商店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 三石 久太郎 西播(龍健)第700-81 令和2年5月26日 令和7年5月31日 平成27年4月2日
000028 6000150699 ＴＵＴＴＯ 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 中嶋 淳子 西播(龍健)第700-82 令和2年5月27日 令和7年5月31日 平成27年4月10日
000028 6000150796 ＣＡＦＥ ＰＥＲＹ ＰＥＲＹ 671-1301 たつの市御津町黒崎１４１２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 新見 弘樹 西播(龍健)第168-52 令和3年5月11日 令和9年5月31日 平成27年4月17日
000028 6000150798 千鳥亭 671-1301 たつの市御津町黒崎１４１４－１ 793222955 飲食店営業(3)旅館 一般 古里 雅美 西播(龍健)第168-29 令和3年4月28日 令和9年5月31日 平成27年4月17日
000028 6000150817 姫路市立梯野外活動センター 671-2513 宍粟市山崎町梯字落蔵３１３－１３外４筆 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宍粟メイプル株式会社 代表取締役 富田 健次 671-4241 兵庫県宍粟市波賀町安賀８番地の１ 790753999 西播(龍健)第168-67 令和3年5月25日 令和9年5月31日 平成27年4月20日
000028 6000150835 ホット・カレン 671-4231 宍粟市波賀町有賀８３－７ 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 岡本 輝美 西播(龍健)第168-35 令和3年5月10日 令和9年5月31日 平成27年4月21日
000028 6000151019 ヒルハウスひとは　日清事業所 679-5382 佐用郡佐用町佐用１１２２ 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役社長 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内２丁目７番３号 332873611 西播(龍健)第1-60 令和4年5月16日 令和10年5月31日 令和4年5月16日
000028 6000151051 谷村商店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 谷村 榮一 西播(龍健)第700-7 令和2年4月16日 令和7年5月31日 平成27年4月30日
000028 6000151052 ミートショップ　タジマ 679-4121 たつの市龍野町島田６０２－１０ 791623260 食肉販売業 一般 株式会社ＴＡＪＩＭＡ 代表取締役 田中 敏 679-4121 兵庫県たつの市龍野町島田６０２－１０ 791623260 西播(龍健)第183-3 令和3年5月26日 令和9年5月31日 平成27年4月30日
000028 6000151172 ローソン新宮船渡店 679-4326 たつの市新宮町船渡６７－１ 791755750 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社あまね 代表取締役 水原 周治 671-0232 兵庫県姫路市御国野町御着１０８５番地の１ 792637030 西播(龍健)第1-51 令和4年5月11日 令和11年5月31日 令和4年5月11日
000028 6000151219 米食堂おいでな 679-5136 佐用郡佐用町志文５０１ そうざい製造業 一般 岩本 美保子 西播(龍健)第195-3 令和3年5月10日 令和9年5月31日 平成27年5月18日
000028 6000151268 イトメン株式会社　スープ工場 679-4003 たつの市揖西町小神８４１ 791631361 飲食店営業(4)その他 一般 イトメン株式会社 代表取締役 伊藤 充弘 679-4003 兵庫県たつの市揖西町小神８４１ 791631361 西播(龍健)第168-54 令和3年5月11日 令和9年5月31日 平成27年5月20日
000028 6000151340 ファミリーマート　いかるが店 671-1561 揖保郡太子町鵤１３２３－３ 792777006 飲食店営業(4)その他 一般 朝見 智裕 西播(龍健)第168-39 令和3年5月7日 令和9年5月31日 平成27年5月25日
000028 6000151344 イトメン株式会社　研究室 679-4003 たつの市揖西町小神８４１ 791631361 飲食店営業(4)その他 一般 イトメン株式会社 代表取締役 伊藤 充弘 679-4003 兵庫県たつの市揖西町小神８４１ 791631361 西播(龍健)第168-53 令和3年5月11日 令和9年5月31日 平成27年5月25日
000028 6000151407 鷹巣小学校 671-3212 宍粟市千種町鷹巣５１９－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 村上 廣恭 西播(龍健)第168-21 令和3年4月30日 令和9年5月31日 平成27年5月26日
000028 6000151465 らーめん八角　山崎店 671-2545 宍粟市山崎町中井１４５ 790642577 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大高 幸多 西播(龍健)第168-24 令和3年4月30日 令和9年5月31日 平成27年5月29日
000028 6000151478 うまいもん横丁　山崎店 671-2545 宍粟市山崎町中井１４４－１ 790642588 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社八角 代表取締役 大西 慎也 675-0033 兵庫県加古川市加古川町南備後４５－1 794565757 西播(龍健)第168-56 令和3年5月11日 令和9年5月31日 平成27年5月29日
000028 6000151732 リトルガーデン 671-4131 宍粟市一宮町安積３６５ 790722335 菓子製造業 一般 下村 秀子 西播(龍健)第11-11 令和3年8月18日 令和9年8月31日 令和3年8月18日
000028 6000151754 ビットモータース 679-5162 たつの市新宮町上莇原８０４ 791602528 飲食店営業(4)その他 一般 和田 昭敏 西播(龍健)第1-58 令和3年8月17日 令和8年8月31日 令和3年8月17日
000028 6000151756 ＢＵＳ亭 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く 飲食店営業(4)その他 自動車 和田 昭敏 西播(龍健)第700-139 令和2年8月19日 令和7年8月31日 平成27年6月15日
000028 6000151815 フカツ商店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 深津 悦夫 西播(龍健)第700-155 令和2年8月24日 令和7年8月31日 平成27年6月17日
000028 6000151831 松尾商事 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 松尾 惠美 西播(龍健)第700-128 令和2年8月14日 令和7年8月31日 平成27年6月19日
000028 6000151832 松尾商事 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 橋本 佳代 西播(龍健)第700-129 令和2年8月14日 令和7年8月31日 平成27年6月19日
000028 6000151891 ３９ｆｏｏｄ 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 北田 江利子 西播(龍健)第700-159 令和2年8月31日 令和7年8月31日 平成27年6月24日
000028 6000151907 岩田製麺所 679-4114 たつの市神岡町寄井２９５ 791650344 麺類製造業 一般 岩田 浩行 西播(龍健)第24-1 令和3年7月21日 令和9年8月31日 令和3年7月21日
000028 6000152030 福祉のみせ　はりまっ子　咲ランド店 671-2545 宍粟市山崎町中井７－４咲ランドショッピングセンター１Ｆ１１４区画 790630541 菓子製造業 一般 ひょうご障害者福祉協同組合 代表理事 本條 義和 670-0814 兵庫県姫路市野里上野町一丁目１番６号 792871577 西播(龍健)第11-8 令和3年8月3日 令和9年8月31日 令和3年8月3日
000028 6000152118 谷口重工(株)たつの現場(ＣＣＷ受託) 679-4021 たつの市揖西町小犬丸１４４５ 791661081 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第708-38 令和2年8月26日 令和7年8月31日 平成27年7月8日
000028 6000152227 ｋｏｔｉ 671-1611 たつの市揖保川町新在家１５－４７ 791729513 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＭＯＣＨＩＮＯＫＩ 代表取締役 植田 みね 671-1632 兵庫県たつの市揖保川町黍田９５番地１４ 791722175 西播(龍健)第1-59 令和3年8月17日 令和9年8月31日 令和3年8月17日
000028 6000152228 ｋｏｔｉ 671-1611 たつの市揖保川町新在家１５－４７ 791729513 菓子製造業 一般 株式会社ＭＯＣＨＩＮＯＫＩ 代表取締役 植田 みね 671-1632 兵庫県たつの市揖保川町黍田９５番地１４ 791722175 西播(龍健)第11-12 令和3年8月17日 令和9年8月31日 令和3年8月17日
000028 6000152345 (株)ささ営農 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社ささ営農 代表取締役 八木 正邦 679-4304 兵庫県たつの市新宮町下笹１０４９ 791770177 西播(龍健)第700-147 令和2年8月20日 令和7年8月31日 平成27年7月24日
000028 6000152366 セブン－イレブン兵庫太子糸井店 671-1532 揖保郡太子町糸井２９１－５ 792761762 飲食店営業(4)その他 一般 乾 幸治 西播(龍健)第1-136 令和4年8月16日 令和11年8月31日 令和4年8月16日



000028 6000152377 千種商店 000-0000 県下一円（ただし神戸市、姫路市、尼崎市、明石市および西宮市を除く） 喫茶店営業 露店 株式会社千種商店 代表取締役 千種 美奈子 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用３０１８番地６ 790822305 西播(龍健)第708-34 令和2年8月13日 令和7年8月31日 平成27年7月27日
000028 6000152439 津田ストアー 671-2533 宍粟市山崎町須賀沢２６９－６ 790620709 魚介類販売業 一般 津田 径明 西播(龍健)第4-4 令和3年8月16日 令和9年8月31日 令和3年8月16日
000028 6000152470 ローソンたつの土師二丁目店 679-4017 たつの市揖西町土師２丁目２７ 791662340 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社あまね 代表取締役 水原 周治 671-0232 兵庫県姫路市御国野町御着１０８５番地の１ 792534858 西播(龍健)第1-143 令和4年8月17日 令和11年8月31日 令和4年8月17日
000028 6000152532 れん 671-1511 揖保郡太子町太田２１３３タウンプラザデン２０５ 792805322 飲食店営業(4)その他 一般 植村 敏子 西播(龍健)第1-38 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 6000152585 福田製麺所 671-4135 宍粟市一宮町安黒７３６ 麺類製造業 一般 福田 禎介 西播(龍健)第24-10 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 6000152650 龍野地区まちづくり協議会 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。） 飲食店営業(4)その他 露店 三木 美矢子 西播(龍健)第700-111 令和2年7月22日 令和7年8月31日 平成27年8月12日
000028 6000152653 食処　まいわい 671-2575 宍粟市山崎町山田１８０－７ 790624585 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宗接 敏幸 西播(龍健)第1-51 令和3年8月16日 令和9年8月31日 令和3年8月16日
000028 6000152689 小田製麺所 671-4125 宍粟市一宮町西深３４８ 790740855 麺類製造業 一般 小田 孝夫 西播(龍健)第24-16 令和3年8月13日 令和9年8月31日 令和3年8月13日
000028 6000152704 やまのいえ幕山 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 大西 茂 西播(龍健)第700-150 令和2年8月26日 令和7年8月31日 平成27年8月18日
000028 6000152727 村田製麺所 671-4111 宍粟市一宮町公文１０４０ 790740271 麺類製造業 一般 村田 啓伍 西播(龍健)第24-18 令和3年8月13日 令和9年8月31日 令和3年8月13日
000028 6000152728 森本裕製麺所 671-4125 宍粟市一宮町西深１０２ 790741079 麺類製造業 一般 森本 裕 西播(龍健)第24-15 令和3年8月13日 令和9年8月31日 令和3年8月13日
000028 6000152790 Ｃａｆｅ　はらっぱ 671-1561 揖保郡太子町鵤２８０－１ 792771010 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人さわやかの部屋 理事 武内 冨美代 671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤字鎗ケ崎３４１番地１ 792776010 西播(龍健)第1-42 令和3年8月6日 令和9年8月31日 令和3年8月6日
000028 6000152900 スナックふじ 671-2516 宍粟市山崎町三津３２１ 790622131 飲食店営業(4)その他 一般 井口 久美子 西播(龍健)第1-50 令和3年8月16日 令和9年8月31日 令和3年8月16日
000028 6000153029 さばと 679-4179 たつの市龍野町上霞城３－１ 791728448 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 蔵本 喜明 西播(龍健)第1-103 令和3年10月27日 令和9年11月30日 令和3年10月27日
000028 6000153030 Ｂｅｎｉｔｅ（ベニット） 671-1321 たつの市御津町苅屋１４３０－１ 菓子製造業 一般 藤原 菜緒子 西播(龍健)第11-23 令和3年11月1日 令和9年11月30日 令和3年11月1日
000028 6000153071 ゆるん堂 679-4166 たつの市龍野町川原町１３８－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山田 将史 西播(龍健)第1-120 令和3年11月10日 令和9年11月30日 令和3年11月10日
000028 6000153115 山本製麺所 671-4141 宍粟市一宮町東河内２４７８ 790721168 麺類製造業 一般 山本 和司 西播(龍健)第24-42 令和3年10月11日 令和9年11月30日 令和3年10月11日
000028 6000153127 (株)カネミツ食品 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社カネミツ食品 代表取締役 清水 明 670-0802 兵庫県姫路市砥堀２９７番地の４ 792642303 西播(龍健)第700-199 令和2年10月30日 令和7年11月30日 平成27年9月9日
000028 6000153141 社会福祉法人　平成福祉会 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 社会福祉法人平成福祉会 理事長 大田 研治 679-5212 兵庫県佐用郡佐用町林崎６６２－３ 790780001 西播(龍健)第700-168 令和2年10月13日 令和7年11月30日 平成27年9月11日
000028 6000153173 ブンセンキッチン 龍野市役所前店 679-4167 たつの市龍野町富永７１９ 791788777 そうざい製造業 一般 ブンセンキッチン株式会社 代表取締役 田中 智樹 679-4313 兵庫県たつの市新宮町新宮３７１番地 791751151 西播(龍健)第25-11 令和3年11月1日 令和9年11月30日 令和3年11月1日
000028 6000153235 東芝姫路半導体工場内 食堂 671-1561 揖保郡太子町鵤３００ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ウオクニ株式会社 代表取締役 野々村 充教 657-0842 兵庫県神戸市灘区船寺通四丁目５番１６号 788017755 西播(龍健)第1-94 令和3年10月20日 令和9年11月30日 令和3年10月20日
000028 6000153248 （有）阪根製麺所 671-2534 宍粟市山崎町川戸３１２－１ 790623585 麺類製造業 一般 有限会社阪根製麺所 代表取締役 阪根 正明 671-2534 兵庫県宍粟市山崎町川戸３１２番地１ 西播(龍健)第24-51 令和3年10月27日 令和9年11月30日 令和3年10月27日
000028 6000153334 認知症カフェ「常全の家」 671-1556 揖保郡太子町常全１３６－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 医療法人社団五島診療所 理事長 五島 亨 671-1143 兵庫県姫路市大津区天満２８１番地２ 792363420 西播(龍健)第1-93 令和3年10月20日 令和9年11月30日 令和3年10月20日
000028 6000153390 やきとり竜鳳（姫路　８８０　あ　１６６８） 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 自動車 庄子 高道 西播(龍健)第700-166 令和2年10月8日 令和7年11月30日 平成27年10月5日
000028 6000153391 障がい者デイサービス レインボー 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 791762022 飲食店営業(4)その他 露店 社会福祉法人円勝会 理事長 西川 光明 679-4132 兵庫県たつの市誉田町福田７８０－３番地 791632700 西播(龍健)第700-189 令和2年10月26日 令和7年11月30日 平成27年10月5日
000028 6000153420 むろの里　よこの 671-1332 たつの市御津町室津１００ 793240103 菓子製造業 一般 横野 香魚子 西播(龍健)第11-22 令和3年11月1日 令和8年11月30日 令和3年11月1日
000028 6000153432 ｎａｐｅｐａｎ 679-4016 たつの市揖西町南山１０５３ 菓子製造業 一般 渡辺 志保 西播(龍健)第11-24 令和3年11月15日 令和9年11月30日 令和3年11月15日
000028 6000153459 お餅のきまぐれや 671-1611 たつの市揖保川町新在家９０－５ 菓子製造業 一般 根本 りよ 西播(龍健)第701-36 令和2年10月30日 令和7年11月30日 平成27年10月9日
000028 6000153479 春駒 679-4178 たつの市龍野町大手８２－４ 791620540 そうざい製造業 一般 内海 育生 西播(龍健)第1-98 令和3年10月25日 令和8年11月30日 令和3年10月25日
000028 6000153480 イオンリテール株式会社　イオン山崎店 671-2545 宍粟市山崎町中井字城下１０ 790630505 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５番地１ 432126500 西播(龍健)第1-124 令和3年11月25日 令和9年11月30日 令和3年11月25日
000028 6000153536 米食堂おいでな 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 岩本 美保子 西播(龍健)第700-228 令和2年11月30日 令和7年11月30日 平成27年10月16日
000028 6000153578 救護施設　南光園 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 社会福祉法人南光社会福祉事業協会 理事長 小林 茂 679-5222 兵庫県佐用郡佐用町西下野８８０番地 790770236 西播(龍健)第700-167 令和2年10月13日 令和7年11月30日 平成27年10月20日
000028 6000153658 太子町加工グループ 671-1534 揖保郡太子町福地５４６－４ そうざい製造業 一般 太子加工合同会社 代表社員 長谷川 壽子 671-1534 兵庫県揖保郡太子町福地５４６番地４ 西播(龍健)第25-10 令和3年10月20日 令和9年11月30日 令和3年10月20日
000028 6000153660 太子町加工グループ 671-1534 揖保郡太子町福地５４６－４ みそ又はしょうゆ製造業 一般 太子加工合同会社 代表社員 長谷川 壽子 671-1534 兵庫県揖保郡太子町福地５４６番地４ 西播(龍健)第20-2 令和3年10月20日 令和9年11月30日 令和3年10月20日
000028 6000153668 有限会社マエダポーク 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 有限会社マエダポーク 代表取締役 前田 江津子 679-4323 兵庫県たつの市新宮町北村１６４番地 791754080 西播(龍健)第700-200 令和2年11月11日 令和7年11月30日 平成27年10月27日
000028 6000153706 和楽 679-4102 たつの市神岡町北横内１３２ 791652778 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 矢内 行博 西播(龍健)第1-106 令和3年10月28日 令和9年11月30日 令和3年10月28日
000028 6000153720 桝本鮮魚店 000-0000 たつの市、揖保郡太子町 魚介類販売業 自動車 桝本 節子 西播(龍健)第704-37 令和2年11月5日 令和7年11月30日 平成27年11月2日
000028 6000153740 宍粟きねつき餅 671-4213 宍粟市波賀町原１２８－１ 菓子製造業 一般 宍粟メイプル株式会社 代表取締役 富田 健次 671-4241 兵庫県宍粟市波賀町安賀８番地の１ 790753999 西播(龍健)第11-25 令和3年11月25日 令和9年11月30日 令和3年11月25日
000028 6000153766 活いき亭 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 小野 正治 西播(龍健)第700-185 令和2年10月28日 令和7年11月30日 平成27年11月4日
000028 6000153772 きママ工房 679-5147 佐用郡佐用町末廣１５４０－１ 菓子製造業 一般 廣瀨 紀代子 西播(龍健)第701-33 令和2年10月27日 令和7年11月30日 平成27年11月6日
000028 6000153822 ふらい工房 671-3202 宍粟市千種町黒土３２７－１ 790762555 そうざい製造業 一般 春名 ムツミ 西播(龍健)第25-15 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 6000153846 前井製麺所 671-2511 宍粟市山崎町清野２３４ 790621495 麺類製造業 一般 前井 謙一 西播(龍健)第24-50 令和3年10月27日 令和9年11月30日 令和3年10月27日
000028 6000153872 田中邦隆製麺所 671-2511 宍粟市山崎町清野１７２ 麺類製造業 一般 田中 邦隆 西播(龍健)第24-35 令和3年10月7日 令和9年11月30日 令和3年10月7日
000028 6000153906 春駒 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 内海 育生 西播(龍健)第700-239 令和2年11月30日 令和7年11月30日 平成27年11月12日
000028 6000153922 カラオケ喫茶はなふさ 679-5532 佐用郡佐用町須安３３９－１ 790861198 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 守安 通子 西播(龍健)第1-89 令和3年10月19日 令和9年11月30日 令和3年10月19日
000028 6000153992 特別養護老人ホーム　しそうの杜 671-2534 宍粟市山崎町川戸１８２１ 790643978 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｍｅｒｘ 代表取締役 冨永 成慈 541-0054 大阪府大阪市中央区南本町一丁目７番１５号明治安田生命堺筋本町ビル１３階 729300111 西播(龍健)第1-108 令和3年11月1日 令和10年11月30日 令和3年11月1日
000028 6000153994 フルール 671-2534 宍粟市山崎町川戸１８２１ 790640101 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人恩徳福祉会 理事長 岡田 宗修 564-0011 大阪府吹田市岸部南１丁目４番２４号 663184165 西播(龍健)第1-107 令和3年11月1日 令和9年11月30日 令和3年11月1日
000028 6000154086 ひまわり 671-1524 揖保郡太子町東保４９－５ 792772218 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山内 登 西播(龍健)第1-127 令和3年11月15日 令和9年11月30日 令和3年11月15日
000028 6000154172 ｒｏｏｍ　Ｆａｉｒｙ 671-1511 揖保郡太子町太田２１３３タウンプラザ２Ｆ 792777811 飲食店営業(4)その他 一般 大給 隆志 西播(龍健)第1-131 令和3年11月25日 令和9年11月30日 令和3年11月25日
000028 6000154261 小田司郎商店 671-4125 宍粟市一宮町西深３３５－４ 麺類製造業 一般 小田 司郎 西播(龍健)第24-71 令和4年2月18日 令和10年2月29日 令和4年2月18日
000028 6000154350 セブン－イレブンＪＲ竜野駅前店 671-1643 たつの市揖保川町神戸北山１０５－１ 791727255 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社イガハラ 代表取締役 井河原 俊彦 671-1643 兵庫県たつの市揖保川町神戸北山１０５－１ 791727255 西播(龍健)第1-266 令和5年2月3日 令和12年2月28日 令和5年2月3日
000028 6000154438 新舞子ガーデンホテル 671-1301 たつの市御津町黒崎１７１０ 793222231 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社石原商店 代表取締役 石原 熊太郎 678-0006 兵庫県相生市本郷町１１番７号 791220029 西播(龍健)第1-166 令和4年2月2日 令和10年2月29日 令和4年2月2日
000028 6000154483 新宮三相電機株式会社 679-5155 たつの市新宮町栗町４１０－６ 791780100 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第708-52 令和3年2月26日 令和8年2月28日 平成27年12月21日
000028 6000154575 猟師の店でぃあーず 671-2533 宍粟市山崎町須賀沢１１２０ 食肉処理業 一般 安田 太 西播(龍健)第9-5 令和4年2月2日 令和10年2月29日 令和4年2月2日
000028 6000154667 溝口和秀製麺所 679-4343 たつの市新宮町大屋２０２ 麺類製造業 一般 溝口 和秀 西播(龍健)第24-62 令和4年1月26日 令和10年2月29日 令和4年1月26日
000028 6000154695 ほそや 671-2563 宍粟市山崎町塩田７７２ 菓子製造業 一般 細谷 恵亮 西播(龍健)第11-32 令和4年1月26日 令和10年2月29日 令和4年1月26日
000028 6000154696 ほそや 671-2563 宍粟市山崎町塩田７７２ そうざい製造業 一般 細谷 恵亮 西播(龍健)第25-19 令和4年1月26日 令和10年2月29日 令和4年1月26日
000028 6000154724 アジアンエスニック料理　マヤ 671-1571 揖保郡太子町広坂７４６－５ 792753355 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 陀真良 ケシャリ 西播(龍健)第1-149 令和4年1月14日 令和10年2月29日 令和4年1月14日
000028 6000154842 祐あいホーム上月 679-5514 佐用郡佐用町福吉７２１ 790870011 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 社会福祉法人聖風会 理事長 林 充 679-5331 兵庫県佐用郡佐用町平福７８０番地 790832001 西播(龍健)第1-171 令和4年2月7日 令和10年2月29日 令和4年2月7日
000028 6000154891 辻麺業株式会社 671-1522 揖保郡太子町矢田部７４ 792772323 そうざい製造業 一般 代表取締役 671-1522 兵庫県揖保郡太子町矢田部７４番地 792772323 西播(龍健)第25-17 令和4年2月7日 令和10年2月29日 令和4年2月7日
000028 6000154992 牡蠣屋 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 魚介類販売業 自動車 榮藤 綾子 西播(龍健)第704-41 令和3年1月14日 令和8年2月28日 平成28年2月8日
000028 6000155161 上ノ上あまご養殖センター 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 老後 真里 西播(龍健)第700-285 令和3年2月3日 令和8年2月28日 平成28年2月19日
000028 6000155169 松本製麺所 679-4121 たつの市龍野町島田３１－２ 麺類製造業 一般 松本 秀子 西播(龍健)第24-63 令和4年1月25日 令和10年2月29日 令和4年1月25日
000028 6000155305 ｓｏｌａ 671-1501 揖保郡太子町山田４９７－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田岡 真紀 西播(龍健)第1-174 令和4年2月8日 令和10年2月29日 令和4年2月8日
000028 6000155317 フランス堂 679-4021 たつの市揖西町小犬丸２５－１ 菓子製造業 一般 上林 千恵 西播(龍健)第11-33 令和4年2月1日 令和10年2月29日 令和4年2月1日
000028 6000155330 播磨の極み 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 作本 卓也 西播(龍健)第700-297 令和3年2月22日 令和8年2月28日 平成28年2月25日
000028 6000155582 新宮三相電機株式会社　新宮工場　１Ｆ喫煙所 679-5155 たつの市新宮町栗町４１０－６ 791780100 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第178-7 令和3年5月21日 令和8年5月31日 平成28年3月8日
000028 6000155607 関西食品工業株式会社 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 関西食品工業株式会社 代表取締役 松本 良三 679-4171 兵庫県たつの市龍野町北龍野２３０番地 791621045 西播(龍健)第168-4 令和3年4月14日 令和8年5月31日 平成28年3月9日
000028 6000155608 関西食品工業株式会社 679-4171 たつの市龍野町北龍野２３０ 791621045 麺類製造業 一般 関西食品工業株式会社 代表取締役 松本 良三 679-4171 兵庫県たつの市龍野町北龍野２３０番地 791621045 西播(龍健)第24-1 令和4年5月2日 令和10年5月31日 令和4年5月2日
000028 6000155714 飯蔵 671-4113 宍粟市一宮町三方町５５２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 服部 尚也 西播(龍健)第1-68 令和4年5月27日 令和10年5月31日 令和4年5月27日
000028 6000155785 ちくさええとこセンター 671-3201 宍粟市千種町千草５９－１ 790710230 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 金本 己世始 西播(龍健)第1-63 令和4年5月20日 令和10年5月31日 令和4年5月20日
000028 6000155786 ちくさええとこセンター 671-3201 宍粟市千種町千草５９－１ 790710230 菓子製造業 一般 金本 己世始 西播(龍健)第11-7 令和4年5月20日 令和10年5月31日 令和4年5月20日
000028 6000155835 レストラン青山 671-1501 揖保郡太子町山田６６６－３ 792666318 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 青山開発株式会社 代表取締役 石見 英寿 671-2222 兵庫県姫路市青山１４６４番地 792661113 西播(龍健)第1-22 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 6000155854 道の駅　はが 671-4213 宍粟市波賀町原１４９ 790753711 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宍粟メイプル株式会社 代表取締役 富田 健次 671-4241 兵庫県宍粟市波賀町安賀８番地の１ 790753999 西播(龍健)第1-64 令和4年5月20日 令和10年5月31日 令和4年5月20日
000028 6000155855 道の駅　はが 671-4213 宍粟市波賀町原１４９ 790753711 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 宍粟メイプル株式会社 代表取締役 富田 健次 671-4241 兵庫県宍粟市波賀町安賀８番地の１ 790753999 西播(龍健)第180-5 令和3年5月25日 令和8年5月31日 平成28年3月25日
000028 6000155884 龍野西サービスエリア（上り） 679-4016 たつの市揖西町南山字西の土井２８６ 791662647 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＫＲフードサービス 代表取締役 望月 進 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋三丁目６番２６号 661701590 西播(龍健)第1-75 令和4年5月27日 令和10年5月31日 令和4年5月27日
000028 6000155888 龍野西サービスエリア（上り） 679-4016 たつの市揖西町南山字西の土井２８６ 791662647 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＫＲフードサービス 代表取締役 望月 進 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋三丁目６番２６号 668092143 西播(龍健)第1-74 令和4年5月27日 令和10年5月31日 令和4年5月27日
000028 6000155893 古民家カフェ　もくもく 679-5142 佐用郡佐用町弦谷２４０ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 正木 すゞ子 西播(龍健)第1-61 令和4年5月16日 令和10年5月31日 令和4年5月16日
000028 6000156069 龍野西サービスエリア（上り） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 791662647 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社ＫＲフードサービス 代表取締役 望月 進 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋三丁目６番２６号 661701590 西播(龍健)第168-38 令和3年5月7日 令和8年5月31日 平成28年4月1日
000028 6000156125 小島商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 小島 勝太郎 西播(龍健)第169-4 令和3年4月16日 令和8年5月31日 平成28年4月7日
000028 6000156126 井上商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 井上 守正 西播(龍健)第169-5 令和3年4月16日 令和8年5月31日 平成28年4月7日
000028 6000156142 株式会社おかだグループ　サンワフーズ 679-4017 たつの市揖西町土師２－１２１ 791662202 食肉処理業 一般 株式会社おかだ 代表取締役 大西 賢一 678-0031 兵庫県相生市旭４丁目１０番２２号 791220951 西播(龍健)第9-3 令和4年5月27日 令和10年5月31日 令和4年5月27日
000028 6000156143 株式会社おかだグループ　サンワフーズ 679-4017 たつの市揖西町土師２－１２１ 791662202 食肉販売業 一般 株式会社おかだ 代表取締役 大西 賢一 678-0031 兵庫県相生市旭４丁目１０番２２号 791220951 西播(龍健)第3-4 令和4年5月27日 令和10年5月31日 令和4年5月27日
000028 6000156144 株式会社おかだグループ　サンワフーズ 679-4017 たつの市揖西町土師２－１２１ 791662202 食肉製品製造業 一般 株式会社おかだ 代表取締役 大西 賢一 678-0031 兵庫県相生市旭４丁目１０番２２号 791220951 西播(龍健)第15-1 令和4年5月27日 令和10年5月31日 令和4年5月27日
000028 6000156417 Ｃａｆｅ　Ｎ　８２７ 679-5642 佐用郡佐用町円光寺８６－１ 790881855 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 亀井 夏子 西播(龍健)第1-59 令和4年5月16日 令和10年5月31日 令和4年5月16日
000028 6000156459 姫路からあげ本舗 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 松岡 貴仁 西播(龍健)第168-12 令和3年4月15日 令和8年5月31日 平成28年4月26日
000028 6000156509 西日本衛材（株）本社工場 休憩所（ＣＣＷ受託） 679-4169 たつの市龍野町大道５６６ 791631181 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第178-9 令和3年5月21日 令和8年5月31日 平成28年5月6日
000028 6000156534 龍野クラシックレストラン ザ.ダイニング 679-4113 たつの市神岡町田中１５４－２ 791652560 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 青山観光株式会社 代表取締役 石見 英寿 671-2222 兵庫県姫路市青山１４６４番地 792661118 西播(龍健)第1-54 令和4年5月18日 令和10年5月31日 令和4年5月18日
000028 6000156535 龍野クラシックアネックス ティーラウンジ 679-4113 たつの市神岡町田中１５４－２ 791652552 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 青山観光株式会社 代表取締役 石見 英寿 671-2222 兵庫県姫路市青山１４６４番地 792661118 西播(龍健)第1-55 令和4年5月18日 令和10年5月31日 令和4年5月18日
000028 6000156568 町のイスキア 679-4172 たつの市龍野町上川原６３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長谷川 眞弓 西播(龍健)第1-31 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 6000156581 グレースガーデン太子Ⅰ 671-1524 揖保郡太子町東保１０６－１ 792777072 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会アクア 代表取締役 福本 尚史 671-1511 兵庫県揖保郡太子町太田１６８８番地１ 792752110 西播(龍健)第1-23 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 6000156604 珈琲　紫園 679-4167 たつの市龍野町富永９８８－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 坂本 和視 西播(龍健)第1-26 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 6000156649 道の駅みなみ波賀 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 宍粟メイプル株式会社 代表取締役 富田 健次 671-4241 兵庫県宍粟市波賀町安賀８番地の１ 790753999 西播(龍健)第168-44 令和3年5月10日 令和8年5月31日 平成28年5月13日
000028 6000156752 宮﨑鮮魚店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 魚介類販売業 自動車 宮﨑 敬介 西播(龍健)第173-3 令和3年4月23日 令和8年5月31日 平成28年5月19日
000028 6000156757 もんぜん遊遊会 671-2579 宍粟市山崎町門前１９２ 飲食店営業(4)その他 一般 河本 健清 西播(龍健)第1-45 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 6000156758 濱田製麺所 679-5334 佐用郡佐用町桑野５０－３ 麺類製造業 一般 濱田 潤 西播(龍健)第24-3 令和4年5月16日 令和10年5月31日 令和4年5月16日
000028 6000156847 pasta pizza cafe 遊山 671-2577 宍粟市山崎町山崎403 790605768 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 竹内 真史 西播(龍健)第1-47 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 6000156862 社会福祉法人佐用福祉会 障害者支援施設 いちょう園 679-5301 佐用郡佐用町佐用１５０６ 790820003 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小野マルタマフーズ株式会社 代表取締役 畑 昭身 675-1367 兵庫県小野市敷地町１４１２番地の１ 794631110 西播(龍健)第1-16 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 6000156887 Ｓｗｅｅｔ　Ｋｉｔｃｈｅｎ 671-2502 宍粟市山崎町中野６４５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中藤 由美子 西播(龍健)第1-52 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 6000156892 カラオケ喫茶　花 671-1533 揖保郡太子町竹広４９－１ 792770676 飲食店営業(4)その他 一般 前川 秀樹 西播(龍健)第1-24 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 6000157119 古民家ダイニングﾞ道満 679-5502 佐用郡佐用町才金７９６－６ 790870839 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 片岡 清次 西播(龍健)第1-145 令和4年8月18日 令和10年8月31日 令和4年8月18日
000028 6000157159 マルアイ山崎店 671-2541 宍粟市山崎町下広瀬99-1 790625210 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 西播(龍健)第700-81 平成28年6月15日 令和5年8月31日 平成28年6月15日
000028 6000157160 マルアイ山崎店 671-2541 宍粟市山崎町下広瀬99-1 790625210 魚介類販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 西播(龍健)第704-6 平成28年6月15日 令和5年8月31日 平成28年6月15日
000028 6000157162 マルアイ山崎店 671-2541 宍粟市山崎町下広瀬99-1 790625210 食肉販売業 一般 株式会社マルアイ 代表取締役 藤田 佳男 675-0003 兵庫県加古川市神野町神野２２５番地１ 794305181 西播(龍健)第713-9 平成28年6月15日 令和5年8月31日 平成28年6月15日
000028 6000157201 内海商店 ６ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店80L 松岡 佑樹 西播(龍健)第1-35 令和3年8月11日 令和8年8月31日 令和3年8月11日
000028 6000157203 内海商店 ７ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店80L 松岡 真子 西播(龍健)第1-34 令和3年8月11日 令和8年8月31日 令和3年8月11日
000028 6000157218 楠風亭 671-2572 宍粟市山崎町庄能字荒井３４３－１ 790627334 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 久宗 恒雄 西播(龍健)第1-110 令和4年7月26日 令和10年8月31日 令和4年7月26日
000028 6000157277 森下製パン 679-4167 たつの市龍野町富永４５８－４ 791642263 菓子製造業 一般 森下 智啓 西播(龍健)第11-12 令和4年8月1日 令和10年8月31日 令和4年8月1日
000028 6000157470 マイドリーム山崎店 671-2575 宍粟市山崎町山田１８５－２０ 790739001 菓子製造業 一般 ひょうご障害者福祉協同組合 代表理事 本條 義和 670-0814 兵庫県姫路市野里上野町一丁目１番６号 792871577 西播(龍健)第11-15 令和4年8月10日 令和10年8月31日 令和4年8月10日
000028 6000157536 こさかや 671-4132 宍粟市一宮町東市場５９６－１ 790720130 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 小林 敬幸 西播(龍健)第1-130 令和4年8月10日 令和10年8月31日 令和4年8月10日
000028 6000157663 兵庫西農業協同組合　佐用営農生活センター 000-0000 佐用町一円 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 兵庫西農業協同組合 代表理事 福本 博之 670-0000 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町２１６ 792815021 西播(龍健)第1-39 令和3年7月29日 令和8年8月31日 令和3年7月29日
000028 6000157821 兵庫西農業協同組合　しそう営農生活センター 000-0000 宍粟市一円 790622300 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 兵庫西農業協同組合 代表理事 福本 博之 670-0000 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町２１６ 792815021 西播(龍健)第1-64 令和3年8月24日 令和8年8月31日 令和3年8月24日



000028 6000157930 兵庫県立山崎高等学校 671-2570 宍粟市山崎町加生３４０ 790621730 飲食店営業(4)その他 一般 兵庫県立山崎高等学校 校長 武田 由哉 671-2570 兵庫県宍粟市山崎町加生３４０ 790621730 西播(龍健)第1-155 令和4年8月25日 令和10年8月31日 令和4年8月25日
000028 6000157938 ボンジュール 671-1632 たつの市揖保川町黍田２８－１ 791723613 菓子製造業 一般 有限会社ボンジュール 代表取締役 山本 直英 671-1632 兵庫県たつの市揖保川町黍田２８－１ 791723613 西播(龍健)第11-10 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日
000028 6000157995 デュエット 679-5341 佐用郡佐用町横坂１８１－１ 飲食店営業(4)その他 一般 森崎 ヨヲ子 西播(龍健)第1-157 令和4年8月25日 令和10年8月31日 令和4年8月25日
000028 6000158059 中谷物産（株）食品事業部 000-0000 宍粟市一円 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 中谷物産株式会社 代表取締役 中谷 浩臣 671-4216 兵庫県宍粟市波賀町皆木５３ 790752214 西播(龍健)第1-68 令和3年8月30日 令和8年8月31日 令和3年8月30日
000028 6000158071 岸本製麺有限会社 671-4221 宍粟市波賀町上野７２９－１ 790752242 麺類製造業 一般 岸本製麺有限会社 代表取締役 岸本 真樹 671-4221 兵庫県宍粟市波賀町上野７２９番地の１ 790752242 西播(龍健)第24-15 令和4年8月10日 令和10年8月31日 令和4年8月10日
000028 6000158199 追分ゴルフクラブ 679-4112 たつの市神岡町追分４３６－７７ 飲食店営業(4)その他 一般 エンペラー観光有限会社 取締役 村上 隆俊 679-4112 兵庫県たつの市神岡町追分７番地の２ 791650324 西播(龍健)第1-134 令和4年8月12日 令和10年8月31日 令和4年8月12日
000028 6000158291 小林岩夫製麺所 671-4103 宍粟市一宮町黒原５０９ 麺類製造業 一般 小林 岩夫 西播(龍健)第24-7 令和4年7月27日 令和10年8月31日 令和4年7月27日
000028 6000158292 太子製麺株式会社 671-1535 揖保郡太子町蓮常寺２７１－３ 792770275 麺類製造業 一般 太子製麺株式会社 代表取締役 矢野 雅慎 671-1535 兵庫県揖保郡太子町蓮常寺１２２番地６ 792767279 西播(龍健)第24-6 令和4年7月22日 令和10年8月31日 令和4年7月22日
000028 6000158293 たつの市中央学校給食ｾﾝﾀｰ 679-4025 たつの市揖西町小畑489-15 791728076 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社東洋食品 代表取締役 荻久保 英男 110-0015 東京都台東区東上野1-14-4 338361291 西播(龍健)第700-153 平成28年8月24日 令和5年8月31日 平成28年8月24日
000028 6000158295 ﾛｰｿﾝ太子太田店 671-1511 揖保郡太子町太田1685-4 792750108 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ﾌﾗﾝｸﾘｰ 代表取締役 長井 晃一 671-4232 兵庫県宍粟市波賀町斉木811-2 790753615 西播(龍健)第700-155 平成28年8月26日 令和5年8月31日 平成28年8月26日
000028 6000158305 町家Ｃａｆｅ＆ギャラリー　さんしょう 671-2577 宍粟市山崎町山崎５０－１ 790620039 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前野 良造 西播(龍健)第1-132 令和4年8月10日 令和10年8月31日 令和4年8月10日
000028 6000158347 野菜ｿﾑﾘｴの発酵工房 671-1331 たつの市御津町岩見３６ そうざい製造業 一般 福田 いずみ 西播(龍健)第25-4 令和4年8月4日 令和10年8月31日 令和4年8月4日
000028 6000158445 楠風亭 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店80L 久宗 恒雄 西播(龍健)第1-112 令和3年11月15日 令和8年11月30日 令和3年11月15日
000028 6000158499 レインボーフーズ１ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店80L 柴原 正典 西播(龍健)第1-141 令和3年11月30日 令和8年11月30日 令和3年11月30日
000028 6000158557 こま家 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店80L 小俣 大輔 西播(龍健)第1-135 令和3年11月26日 令和8年11月30日 令和3年11月26日
000028 6000158716 （株）ミヤビ　宍粟　事務所前（ＣＣＢＪＩ受託） 671-2542 宍粟市山崎町船元２２５－１ 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第2-3 令和3年11月25日 令和8年11月30日 令和3年11月25日
000028 6000158738 一ノ木商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 一ノ木 ひかり 西播(龍健)第1-136 令和3年11月26日 令和8年11月30日 令和3年11月26日
000028 6000158799 サンホーム太子 671-1522 揖保郡太子町矢田部１７９－１ 792878595 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 モルツウェル株式会社 代表取締役 野津 積 690-0876 島根県松江市北陵町１８番地１ 852202400 西播(龍健)第1-207 令和4年11月7日 令和10年11月30日 令和4年11月7日
000028 6000158801 Ｔｈｅ　Ｉｓｌａｎｄ　Ｃａｆｅ 671-1522 揖保郡太子町矢田部８８ ＳＩＳＩＣＩＡＯ太子店 792776906 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社 アクト 取締役 改發 栄作 671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤６２番地の１１ 792776906 西播(龍健)第1-208 令和4年11月7日 令和10年11月30日 令和4年11月7日
000028 6000158821 ファミリーロッシﾞ旅籠屋・たつの店 679-4129 たつの市龍野町堂本２２８-１ 791621858 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社旅籠屋 代表取締役 𠮷井 慎也 111-0042 東京都台東区寿３丁目３番４号 338478858 西播(龍健)第1-219 令和4年11月14日 令和10年11月30日 令和4年11月14日
000028 6000158993 たこやきくん 671-2544 宍粟市山崎町千本屋字女藪３１２－１ 飲食店営業(4)その他 一般 中村 亮 西播(龍健)第1-223 令和4年11月14日 令和10年11月30日 令和4年11月14日
000028 6000159021 兵庫西農業協同組合　揖龍営農生活センター 000-0000 たつの市、太子町 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 兵庫西農業協同組合 代表理事 福本 博之 670-0940 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町２１６ 792815021 西播(龍健)第1-111 令和3年10月28日 令和8年11月30日 令和3年10月28日
000028 6000159157 船引製麺所 679-5132 佐用郡佐用町下本郷９６３ 790792445 麺類製造業 一般 船引 淳 西播(龍健)第24-45 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 6000159205 りぶうと 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 衣笠 正興 西播(龍健)第1-137 令和3年11月26日 令和8年11月30日 令和3年11月26日
000028 6000159331 マックスバリュ山崎店 671-2572 宍粟市山崎町庄能３４１ 790625405 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第11-21 令和4年11月7日 令和11年11月30日 令和4年11月7日
000028 6000159332 マックスバリュ山崎店 671-2572 宍粟市山崎町庄能３４１ 790625405 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第4-11 令和4年11月25日 令和10年11月30日 令和4年11月25日
000028 6000159389 レストハウスＹＡＭＡ 671-1621 たつの市揖保川町正条２９５－２ 791722320 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山下 秀樹 西播(龍健)第1-196 令和4年10月28日 令和10年11月30日 令和4年10月28日
000028 6000159434 マルナカ太子店 671-1521 揖保郡太子町東出字藤社２３２－１ 792756111 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南１丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第2-2 令和3年11月24日 令和9年11月30日 令和3年11月24日
000028 6000159448 鎌尾鮮魚店 679-4301 たつの市新宮町篠首３２２－４ 791770858 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 鎌尾 松吾 西播(龍健)第1-212 令和4年11月8日 令和10年11月30日 令和4年11月8日
000028 6000159475 有限会社 オオマエ 671-4131 宍粟市一宮町安積１０７－２ 790721788 麺類製造業 一般 有限会社 オオマエ 代表取締役 大前 惣匡 671-4131 兵庫県宍粟市一宮町安積１０７番地の２ 790721788 西播(龍健)第24-47 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 6000159609 マルキ株式会社 671-2519 宍粟市山崎町下町字中溝６７０－１ 790650306 麺類製造業 一般 マルキ株式会社 代表取締役 八木 裕三 671-2508 兵庫県宍粟市山崎町上牧谷２３４番地 790650306 西播(龍健)第24-32 令和4年10月14日 令和11年11月30日 令和4年10月14日
000028 6000159621 中谷製麺所 671-2507 宍粟市山崎町下牧谷２０７－２ 麺類製造業 一般 中谷 幸広 西播(龍健)第24-54 令和4年11月14日 令和10年11月30日 令和4年11月14日
000028 6000159641 ﾛｰｿﾝたつの新在家店 671-1611 たつの市揖保川町新在家15-95 791765115 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ｱｲｽﾞ 代表取締役 井上 生子 678-0025 兵庫県相生市古池本町9-11 791223404 西播(龍健)第700-229 平成28年11月25日 令和5年11月30日 平成28年11月25日
000028 6000159650 味わいの里三日月 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社元気工房さよう 衣笠 俊博 679-5134 兵庫県佐用郡佐用町乃井野１２６６番地 790792521 西播(龍健)第1-104 令和3年10月28日 令和8年11月30日 令和3年10月28日
000028 6000159739 柴田酒店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店80L 柴田 正志 西播(龍健)第1-119 令和3年11月10日 令和8年11月30日 令和3年11月10日
000028 6000159792 酒粕うどん　たぐち 679-4179 たつの市龍野町上霞城３ 791623988 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田口 育代 西播(龍健)第1-249 令和5年1月20日 令和11年2月28日 令和5年1月20日
000028 6000159862 マルナカ太子店 671-1521 揖保郡太子町東出字藤社２３２－１ 792756111 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南１丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第1-276 令和5年2月13日 令和11年2月28日 令和5年2月13日
000028 6000160161 インド・ネパール料理  ポニーズ カフェ PONY'S CAFE 679-4134 たつの市誉田町広山２０２－３ 791635233 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 カダカ　バサンタ KHADKA BASANTA 西播(龍健)第1-295 令和5年2月27日 令和11年2月28日 令和5年2月27日
000028 6000160205 Cafe Armo＋ 679-5301 佐用郡佐用町佐用１４４１ 790820001 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木南 太輔 西播(龍健)第1-293 令和5年2月24日 令和11年2月28日 令和5年2月24日
000028 6000160285 パナソニックデバイスＳＵＮＸ竜野 Ｃ１棟 679-4123 たつの市龍野町片山３００ 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 ヤスダ産業株式会社 代表取締役 安田 喜昭 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲８４１番地の３４ 792453090 西播(龍健)第2-5 令和4年2月1日 令和9年2月28日 令和4年2月1日
000028 6000160296 たこ焼 夢ちゃん 671-1561 揖保郡太子町鵤１０１７－１ 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社 富士 代表取締役 北山 貴章 671-2416 兵庫県姫路市安富町関７５４ 790664994 西播(龍健)第1-245 令和5年1月17日 令和11年2月28日 令和5年1月17日
000028 6000160355 セブン－イレブン龍野小宅北店 679-4128 たつの市龍野町小宅北３９－７ 791621386 飲食店営業(4)その他 一般 森上 史朗 西播(龍健)第1-257 令和5年1月24日 令和11年2月28日 令和5年1月24日
000028 6000160440 株式会社ｳｨｻﾞｰﾄﾞ　ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ山崎店 671-2573 宍粟市山崎町今宿１２９－４ 790643568 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ｳｨｻﾞｰﾄﾞ 代表取締役 河村 幸男 565-0853 大阪府吹田市春日２-６-２-１１０９ 西播(龍健)第1-265 令和5年2月3日 令和12年2月28日 令和5年2月3日
000028 6000160442 わのわ自家焙煎珈琲 679-4161 たつの市龍野町日山２９１ 飲食店営業(4)その他 一般 高田 欣弘 西播(龍健)第1-256 令和5年1月23日 令和11年2月28日 令和5年1月23日
000028 6000160494 綾部山食堂 671-1301 たつの市御津町黒崎東綾部１８４２－１－１ 793223551 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 まねき食品株式会社 代表取締役 竹田 典高 670-0947 兵庫県姫路市北条９５３番地 792240251 西播(龍健)第1-280 令和5年2月16日 令和11年2月28日 令和5年2月16日
000028 6000160612 道の駅ちくさ 671-3225 宍粟市千種町下河野７４５－５ 790763636 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人はなさきむら 理事長 岡本 泰子 679-5205 兵庫県佐用郡佐用町安川４０１番地 790788003 西播(龍健)第1-292 令和5年2月22日 令和11年2月28日 令和5年2月22日
000028 6000160614 道の駅ちくさ 671-3225 宍粟市千種町下河野７４５－５ 790763636 食肉販売業 一般 社会福祉法人はなさきむら 理事長 岡本 泰子 679-5205 兵庫県佐用郡佐用町安川４０１番地 790788003 西播(龍健)第3-12 令和5年2月22日 令和11年2月28日 令和5年2月22日
000028 6000160615 カラオケ喫茶　モカ 679-4313 たつの市新宮町新宮１０６８－５９ 791750717 飲食店営業(4)その他 一般 佐藤 一枝 西播(龍健)第1-269 令和5年2月6日 令和11年2月28日 令和5年2月6日
000028 6000160622 山田製麺所 679-4303 たつの市新宮町上笹７９８－２ 麺類製造業 一般 山田 清輝 西播(龍健)第24-70 令和4年2月15日 令和10年2月29日 令和4年2月15日
000028 6000160652 モッチモ・パスタ太子店 671-1524 揖保郡太子町東保３２３－１ 792802418 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 永瀬 正憲 西播(龍健)第1-272 令和5年2月10日 令和11年2月28日 令和5年2月10日
000028 6000160730 ﾛｰｿﾝ新宮井野原店 679-4315 たつの市新宮町井野原612-6 791752826 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　光明 代表取締役 碓井 光男 679-4315 兵庫県たつの市新宮町井野原612-6 791752826 西播(龍健)第700-279 平成29年2月17日 令和6年2月29日 平成29年2月17日
000028 6000160836 中尾製麺所 671-4102 宍粟市一宮町横山９３－１ 麺類製造業 一般 中尾 重政 西播(龍健)第24-65 令和4年1月26日 令和9年2月28日 令和4年1月26日
000028 6000160837 焼肉の牛太 鵤店 671-1561 揖保郡太子町鵤字柳ﾉ内１１５７－１ 792776329 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社あおい 代表取締役 村上 光弘 679-4134 兵庫県たつの市誉田町広山１５７番地１ 791601565 西播(龍健)第1-294 令和5年2月27日 令和11年2月28日 令和5年2月27日
000028 6000160985 喃風太子 671-1535 揖保郡太子町蓮常寺２９４－１ 792766600 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日野 健児 西播(龍健)第1-12 令和5年4月18日 令和11年5月31日 令和5年4月18日
000028 6000160992 しのまるBakery 671-1321 たつの市御津町苅屋２４１－２ 菓子製造業 一般 篠原 未幸 西播(龍健)第11-4 令和5年4月24日 令和11年5月31日 令和5年4月24日
000028 6000161009 菅哉物産株式会社 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 791750218 飲食店営業(4)その他 露店80L 菅哉物産株式会社 代表取締役 菅野 敦士 679-4313 兵庫県たつの市新宮町新宮４１０番地 791750218 西播(龍健)第1-3 令和4年4月19日 令和9年5月31日 令和4年4月19日
000028 6000161038 日山ごはん 679-4167 たつの市龍野町富永１００５－３５ 791632187 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人いねいぶる 理事長 宮崎 宏興 679-4129 兵庫県たつの市龍野町堂本１７９ 791625488 西播(龍健)第1-19 令和5年4月18日 令和11年5月31日 令和5年4月18日
000028 6000161182 酒肴　たか坊 671-4141 宍粟市一宮町東河内57-1 飲食店営業(4)その他 一般 長野 省司 西播(龍健)第700-299 平成29年3月16日 令和5年5月31日 平成29年3月16日
000028 6000161184 Sweet Cafe 679-4134 たつの市誉田町広山字金剛寺30-7 791639833 喫茶店営業 一般 田中 裕子 西播(龍健)第708-91 平成29年3月16日 令和5年5月31日 平成29年3月16日
000028 6000161232 道の駅宿場町ひらふく 679-5331 佐用郡佐用町平福９８８－１ 790832373 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社道の駅平福 代表取締役 加藤 隆久 679-5331 兵庫県佐用郡佐用町平福９８８番地の１ 790832373 西播(龍健)第1-29 令和4年5月6日 令和10年5月31日 令和4年5月6日
000028 6000161268 mon favori 679-4326 たつの市新宮町船渡83-2 飲食店営業(4)その他 一般 小村 孝行 西播(龍健)第700-301 平成29年3月23日 令和5年5月31日 平成29年3月23日
000028 6000161269 mon favori 679-4326 たつの市新宮町船渡83-2 菓子製造業 一般 小村 孝行 西播(龍健)第701-68 平成29年3月23日 令和5年5月31日 平成29年3月23日
000028 6000161321 吹田屋精肉店 679-4326 たつの市新宮町船渡113-3 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 西播(龍健)第706-5 平成29年3月27日 令和5年5月31日 平成29年3月27日
000028 6000161325 肉の岸沢屋 679-4167 たつの市龍野町富永194 791634129 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 有限会社岸屋 代表取締役 加嶋 隆良 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永194 791634129 西播(龍健)第706-6 平成29年3月27日 令和5年5月31日 平成29年3月27日
000028 6000161326 肉の岸沢屋 679-4167 たつの市龍野町富永194 791634129 そうざい製造業 一般 有限会社岸屋 代表取締役 加嶋 隆良 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永194 791634129 西播(龍健)第722-11 平成29年3月27日 令和5年5月31日 平成29年3月27日
000028 6000161383 いちょう園 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店40L 社会福祉法人佐用福祉会 理事 尾﨑 裕章 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用１５０６番地 790820003 西播(龍健)第1-2 令和4年4月19日 令和9年5月31日 令和4年4月19日
000028 6000161407 太子病院 671-1561 揖保郡太子町鵤387 792771616 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小野マルタマフーズ株式会社 代表取締役 畑 昭身 675-1367 兵庫県小野市敷地町１４１２番地の１ 794631110 西播(龍健)第700-304 平成29年3月29日 令和6年5月31日 平成29年3月29日
000028 6000161581 角兵衛 679-4132 たつの市誉田町福田２３０－１ 791622238 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 武田 和英 西播(龍健)第1-14 令和5年4月18日 令和11年5月31日 令和5年4月18日
000028 6000161664 ソフトクリーム＆焼き菓子の店　Ｙａｍａｍｏｔｏ 671-1521 揖保郡太子町東出２２９－１８ 菓子製造業 一般 山本 順子 西播(龍健)第11-1 令和5年4月11日 令和11年5月31日 令和5年4月11日
000028 6000161665 ソフトクリーム＆焼き菓子の店  Ｙａｍａｍｏｔｏ 671-1521 揖保郡太子町東出２２９－１８ 792279078 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 順子 西播(龍健)第1-39 令和4年5月2日 令和10年5月31日 令和4年5月2日
000028 6000161697 じゅてーる 679-5133 佐用郡佐用町三日月1156-5 790793339 そうざい製造業 一般 名田 賢司 西播(龍健)第722-1 平成29年4月17日 令和5年5月31日 平成29年4月17日
000028 6000161706 The Island Cafe 671-1522 揖保郡太子町矢田部８８ ＳＩＳＩＣＩＡＯ太子店 792776906 菓子製造業 一般 有限会社 アクト 取締役 改發 栄作 671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤６２番地の１１ 792776906 西播(龍健)第701-3 平成29年4月17日 令和5年5月31日 平成29年4月17日
000028 6000161720 みき家 671-1524 揖保郡太子町東保１８－３ 792768929 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前田 薫 西播(龍健)第1-4 令和5年4月11日 令和11年5月31日 令和5年4月11日
000028 6000161757 得得　兵庫山崎店 671-2572 宍粟市山崎町庄能343-3 790627563 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 立道 康仁 西播(龍健)第700-9 平成29年4月21日 令和6年5月31日 平成29年4月21日
000028 6000162120 ｴｲﾃｨﾛｼﾞﾃｯｸ　しそう工場 671-2533 宍粟市山崎町須賀沢222 790643378 菓子製造業 一般 株式会社　ｴｲﾃｨﾛｼﾞﾃｯｸ 代表取締役 阿曽 志郎 679-0104 兵庫県加西市常吉町922-194 790471516 西播(龍健)第701-8 平成29年5月11日 令和6年5月31日 平成29年5月11日
000028 6000162199 石野商会 679-4107 たつの市神岡町西横内９９ 菓子製造業 一般 石野 ゆき 西播(龍健)第11-6 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 6000162200 Blend 671-1611 たつの市揖保川町新在家９３－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 多瑛子 西播(龍健)第1-22 令和5年4月19日 令和11年5月31日 令和5年4月19日
000028 6000162305 ㈱帝国電機製作所　食堂 679-4342 たつの市新宮町平野60 喫茶店営業 自動販売機 有限会社山本自動販売機 取締役 山本 幸徳 670-0083 兵庫県姫路市辻井1-3-20 792925451 西播(龍健)第708-11 平成29年5月25日 令和5年5月31日 平成29年5月25日
000028 6000162340 東山温泉ﾒｲﾌﾟﾙﾌﾟﾗｻﾞ 671-4221 宍粟市波賀町上野字上東山1799-6 790752717 食肉販売業 一般 宍粟メイプル株式会社 代表取締役 富田 健次 671-4241 兵庫県宍粟市波賀町安賀８番地の１ 790753999 西播(龍健)第713-7 平成29年5月25日 令和5年5月31日 平成29年5月25日
000028 6000162350 居酒屋　田舎 679-4125 たつの市龍野町末政15-2 791631677 飲食店営業(4)その他 一般 吉川 徳成 西播(龍健)第700-45 平成29年5月26日 令和5年5月31日 平成29年5月26日
000028 6000162359 ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ龍野末政店 679-4125 たつの市龍野町末政87-1 791635037 飲食店営業(4)その他 一般 坂本 毅 西播(龍健)第700-56 平成29年5月30日 令和6年5月31日 平成29年5月30日
000028 6000162418 パシャ　ケバブ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店80L アカギュル イスマイル 西播(龍健)第1-73 令和4年5月24日 令和9年5月31日 令和4年5月24日
000028 6000162506 Sister 671-1522 揖保郡太子町矢田部317　ﾌﾟﾗｻﾞ矢田部 792771861 飲食店営業(4)その他 一般 髙橋 有紀子 西播(龍健)第700-59 平成29年6月2日 令和5年8月31日 平成29年6月2日
000028 6000162563 Runway華 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 花畑 智彦 西播(龍健)第1-114 令和4年7月29日 令和9年8月31日 令和4年7月29日
000028 6000162625 たまごや 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社藤橋商店 代表取締役 藤橋 拓志 671-1261 兵庫県姫路市余部区下余部６４３番地 792689535 西播(龍健)第1-127 令和4年8月4日 令和9年8月31日 令和4年8月4日
000028 6000162647 マックスバリュ太子南店 671-1535 揖保郡太子町蓮常寺２８１ー２ 792763990 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第2-2 令和4年8月16日 令和10年8月31日 令和4年8月16日
000028 6000162730 新宮三相電機株式会社新宮工場２Ｆ休憩所 679-5155 たつの市新宮町栗町４１０－６ 791780100 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第2-1 令和4年8月8日 令和10年8月31日 令和4年8月8日
000028 6000162841 ﾌﾞﾙｰｽｶｲ 679-4121 たつの市龍野町島田114-3 791728262 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ﾌﾞﾙｰｽｶｲ 代表取締役 直田 一代 679-4121 兵庫県たつの市龍野町島田114-3 791621262 西播(龍健)第700-66 平成29年6月27日 令和5年8月31日 平成29年6月27日
000028 6000162909 NAMASTE INDIAN NEPAL RESTAURANT 671-2575 宍粟市山崎町山田184-13 790630400 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 KHATRI CHHAM BAHADUR 西播(龍健)第700-73 平成29年6月29日 令和5年8月31日 平成29年6月29日
000028 6000162920 ヤナ商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 小林 尚里 西播(龍健)第1-98 令和4年7月8日 令和9年8月31日 令和4年7月8日
000028 6000162995 道の駅 はが 店頭 (CCBJI受託) 671-4213 宍粟市波賀町原１４９ 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第2-3 令和4年8月15日 令和9年8月31日 令和4年8月15日
000028 6000163015 お好み　みづき 671-2579 宍粟市山崎町門前66-3 790624734 飲食店営業(4)その他 一般 川井 孝 西播(龍健)第700-75 平成29年7月4日 令和5年8月31日 平成29年7月4日
000028 6000163078 寄合所　「まちや」 679-4177 たつの市龍野町下川原69-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三木 良男 西播(龍健)第700-76 平成29年7月10日 令和5年8月31日 平成29年7月10日
000028 6000163089 時代屋 679-5301 佐用郡佐用町佐用2906-23 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北村 広樹 西播(龍健)第700-78 平成29年7月10日 令和5年8月31日 平成29年7月10日
000028 6000163092 中和堂製菓 679-5301 佐用郡佐用町佐用3141 菓子製造業 一般 平田 昭男 西播(龍健)第701-23 平成29年7月10日 令和5年8月31日 平成29年7月10日
000028 6000163143 ブンセン株式会社本社北区工場 679-4313 たつの市新宮町新宮468 791751151 菓子製造業 一般 ブンセン株式会社 代表取締役 田中 智樹 679-4313 兵庫県たつの市新宮町新宮３８７ 791751151 西播(龍健)第701-24 平成29年7月13日 令和5年8月31日 平成29年7月13日
000028 6000163176 和みの会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店80L 竹本 孝介 西播(龍健)第1-104 令和4年7月19日 令和9年8月31日 令和4年7月19日
000028 6000163253 たつ乃屋本店 679-5331 佐用郡佐用町平福683 醤油製造業 一般 船曳 隆子 西播(龍健)第717-2 平成29年7月21日 令和5年8月31日 平成29年7月21日
000028 6000163254 たつ乃屋本店 679-5331 佐用郡佐用町平福683 みそ製造業 一般 船曳 隆子 西播(龍健)第716-2 平成29年7月21日 令和5年8月31日 平成29年7月21日
000028 6000163326 Rikekori 679-4016 たつの市揖西町南山955 菓子製造業 一般 潮海 慶子 西播(龍健)第701-26 平成29年7月31日 令和5年8月31日 平成29年7月31日
000028 6000163388 ﾊﾟﾊﾟｽｱﾝﾄﾞﾏﾏｽ 671-1524 揖保郡太子町東保３４８－４ 792765223 そうざい製造業 一般 有限会社モリタフーヅプランニング 代表取締役 森田 章裕 671-1524 兵庫県揖保郡太子町東保３４６番地の２ 792760598 西播(龍健)第722-5 平成29年7月31日 令和5年8月31日 平成29年7月31日
000028 6000163389 ｽﾃｨｯｸﾋﾟｻﾞ製造工場 671-1524 揖保郡太子町東保346-2 792765223 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 有限会社ﾓﾘﾀﾌｰﾂﾞﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 代表取締役 森田 章裕 671-1524 兵庫県揖保郡太子町東保346-2 792765223 西播(龍健)第706-1 平成29年7月31日 令和5年8月31日 平成29年7月31日
000028 6000163392 小さなパン工房　ｕｒｕｓｈｉｈａｒａ 679-5521 佐用郡佐用町早瀬676 菓子製造業 一般 漆原 沙織 西播(龍健)第701-29 平成29年7月31日 令和5年8月31日 平成29年7月31日
000028 6000163393 社会福祉法人　平成福祉会 679-5212 佐用郡佐用町林崎662-3 790780001 菓子製造業 一般 社会福祉法人 平成福祉会 理事長 大田 研治 679-5212 兵庫県佐用郡佐用町林崎662-3 790780001 西播(龍健)第701-28 平成29年7月31日 令和5年8月31日 平成29年7月31日
000028 6000163400 プチマルシェ新宮店 679-4300 たつの市新宮町新田山下８０－１２ 791753522 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社銀ビルストアー 代表取締役 大塚 英木 670-0912 兵庫県姫路市南町３１番地 792880001 西播(龍健)第700-89 平成29年7月31日 令和5年8月31日 平成29年7月31日
000028 6000163438 喫茶名水 671-4221 宍粟市波賀町上野字東山1799-1 790752717 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 名畑 義宏 西播(龍健)第700-95 平成29年8月3日 令和5年8月31日 平成29年8月3日
000028 6000163512 ｶﾗｵｹ喫茶ひだまり 679-4129 たつの市龍野町堂本394-14 791621153 飲食店営業(4)その他 一般 魚住 映子 西播(龍健)第700-101 平成29年8月8日 令和5年8月31日 平成29年8月8日
000028 6000163513 田中晋輔製麺所 679-4343 たつの市新宮町大屋285-3 めん類製造業 一般 田中 晋輔 西播(龍健)第721-15 平成29年8月8日 令和5年8月31日 平成29年8月8日
000028 6000163555 山口和則製麺所 671-2535 宍粟市山崎町宇原420 めん類製造業 一般 山口 和則 西播(龍健)第721-18 平成29年8月10日 令和5年8月31日 平成29年8月10日
000028 6000163568 片山直次製麺所 671-4143 宍粟市一宮町上野田297-4 790722622 めん類製造業 一般 片山 直次 西播(龍健)第721-16 平成29年8月10日 令和5年8月31日 平成29年8月10日
000028 6000163583 ぱん工房 小麦ちゃん 671-1543 揖保郡太子町沖代120-2 菓子製造業 一般 小山 美佐 西播(龍健)第701-30 平成29年8月15日 令和5年8月31日 平成29年8月15日
000028 6000163598 ペルゴセンター 679-4155 たつの市揖保町揖保中335 791671333 食肉処理業 一般 株式会社ペルゴ 代表取締役社長 小林 康浩 670-0976 兵庫県姫路市中地１８８番地の１ 792934064 西播(龍健)第712-3 平成29年8月15日 令和5年8月31日 平成29年8月15日



000028 6000163650 希望軒 龍野店 679-4167 たつの市龍野町富永788-1 791645777 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　桔梗屋 代表取締役 中村 啓寛 671-1521 兵庫県揖保郡太子町東出82-22 792763616 西播(龍健)第700-107 平成29年8月22日 令和5年8月31日 平成29年8月22日
000028 6000163728 有限会社　NAKAGAWA 671-2554 宍粟市山崎町御名354-1 790623838 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　NAKAGAWA 代表取締役 仲川 智裕 671-2554 兵庫県宍粟市山崎町御名354 790623838 西播(龍健)第700-106 平成29年8月24日 令和5年8月31日 平成29年8月24日
000028 6000163746 栗町まんまる農園 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店40L 花田 未来 西播(龍健)第1-99 令和4年7月12日 令和9年8月31日 令和4年7月12日
000028 6000163886 679-4107 たつの市神岡町西横内33-1 めん類製造業 一般 𠮷井 聡志 西播(龍健)第721-23 平成29年9月4日 令和5年11月30日 平成29年9月4日
000028 6000163887 岩田隆製麺所 679-4114 たつの市神岡町寄井417 めん類製造業 一般 岩田 隆 西播(龍健)第721-24 平成29年9月4日 令和5年11月30日 平成29年9月4日
000028 6000163888 ｱﾒﾆﾃｨﾎｰﾑ光都学園 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 社会福祉法人あいむ 理事長 𠮷田 隆三 671-1102 兵庫県姫路市広畑区蒲田３８３－３ 792381551 西播(龍健)第1-184 令和4年10月18日 令和9年11月30日 令和4年10月18日
000028 6000163926 ｿﾞｰﾝ 671-2544 宍粟市山崎町千本屋180-1 790631274 飲食店営業(4)その他 一般 林 妙子 西播(龍健)第700-123 平成29年9月7日 令和5年11月30日 平成29年9月7日
000028 6000163945 居酒屋　ごん 671-1631 たつの市揖保川町山津屋132-1 791727551 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 規哲 西播(龍健)第700-124 平成29年9月8日 令和5年11月30日 平成29年9月8日
000028 6000164011 ハチ食品株式会社兵庫工場 671-2565 宍粟市山崎町高下字谷1690-5 790627361 添加物製造業 一般 ハチ食品株式会社 代表取締役 高橋 慎一 555-0012 大阪府大阪市西淀川区御幣島二丁目１８番３１号 664713557 西播(龍健)第723-1 平成29年9月15日 令和5年11月30日 平成29年9月15日
000028 6000164046 矢木醤油株式会社 679-4153 たつの市揖保町門前２０９ 791670037 みそ又はしょうゆ製造業 一般 矢木醤油株式会社 代表取締役 矢木 正俊 679-4153 兵庫県たつの市揖保町門前２０９番地 791670037 西播(龍健)第20-3 令和4年10月28日 令和9年11月30日 令和4年10月28日
000028 6000164047 矢木醤油株式会社 679-4153 たつの市揖保町門前２０９ 791670037 そうざい製造業 一般 矢木醤油株式会社 代表取締役 矢木 正俊 679-4153 兵庫県たつの市揖保町門前２０９番地 791670037 西播(龍健)第722-8 平成29年9月22日 令和5年11月30日 平成29年9月22日
000028 6000164058 ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ兵庫太子鵤店 671-1561 揖保郡太子町鵤18-1 792766533 飲食店営業(4)その他 一般 乾 幸治 西播(龍健)第700-127 平成29年9月22日 令和6年11月30日 平成29年9月22日
000028 6000164143 森蔵 671-2576 宍粟市山崎町鹿沢132-8 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中村 哲治 西播(龍健)第700-128 平成29年9月27日 令和5年11月30日 平成29年9月27日
000028 6000164144 森蔵 671-2576 宍粟市山崎町鹿沢132-8 菓子製造業 一般 中村 哲治 西播(龍健)第701-33 平成29年9月27日 令和5年11月30日 平成29年9月27日
000028 6000164250 Bistro & Bar AUBE 671-1523 揖保郡太子町東南27 792587498 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 桒名 優太 西播(龍健)第700-132 平成29年9月29日 令和5年11月30日 平成29年9月29日
000028 6000164402 かもしや 671-1321 たつの市御津町苅屋75-1 菓子製造業 一般 花房 智香子 西播(龍健)第701-34 平成29年10月17日 令和5年11月30日 平成29年10月17日
000028 6000164409 ｋａｋａ 679-4164 たつの市龍野町立町５７ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 塚本 晶子 西播(龍健)第1-222 令和4年11月14日 令和9年11月30日 令和4年11月14日
000028 6000164414 ｃａｆｅ＆Ｍｅａｌ 679-4167 たつの市龍野町富永４９７ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 古川 和英 西播(龍健)第1-237 令和4年11月30日 令和9年11月30日 令和4年11月30日
000028 6000164456 喫茶みやうち 679-4311 たつの市新宮町宮内400-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 竹内 ちか子 西播(龍健)第700-141 平成29年10月23日 令和5年11月30日 平成29年10月23日
000028 6000164491 ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄたつの山津屋店 671-1631 たつの市揖保川町山津屋70-1 791765570 飲食店営業(4)その他 一般 鞍谷 精紀 西播(龍健)第700-147 平成29年10月24日 令和5年11月30日 平成29年10月24日
000028 6000164496 里山ｶﾌｪ 679-4109 たつの市神岡町東觜崎467-7 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 熊谷 哲 西播(龍健)第700-150 平成29年10月25日 令和5年11月30日 平成29年10月25日
000028 6000164497 里山ｶﾌｪ 679-4109 たつの市神岡町東觜崎467-7 菓子製造業 一般 熊谷 哲 西播(龍健)第701-36 平成29年10月25日 令和5年11月30日 平成29年10月25日
000028 6000164548 BAR MIMOSA 671-2577 宍粟市山崎町山崎410 飲食店営業(4)その他 一般 祐保 麻梨 西播(龍健)第700-160 平成29年10月27日 令和5年11月30日 平成29年10月27日
000028 6000164560 ﾊﾟﾁﾝｺ ｱｲｾﾞﾝ 671-1611 たつの市揖保川町新在家207-7 791725510 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　FORESTA 林 修平 670-0802 兵庫県姫路市砥堀341-3 792653737 西播(龍健)第700-161 平成29年10月27日 令和5年11月30日 平成29年10月27日
000028 6000164561 たつの市いずみ会　龍野支部 679-4126 たつの市龍野町中村269-14 791631436 菓子製造業 一般 山本 敦子 西播(龍健)第701-37 平成29年10月27日 令和5年11月30日 平成29年10月27日
000028 6000164581 老松イベントプロジェクト 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 老松酒造有限会社 代表取締役 前野 正晶 671-2577 兵庫県宍粟市山崎町山崎１２ 790622345 西播(龍健)第1-193 令和4年10月21日 令和9年11月30日 令和4年10月21日
000028 6000164647 たこ幸 671-1511 揖保郡太子町太田1625 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 溝口 明幸 西播(龍健)第700-169 平成29年11月2日 令和5年11月30日 平成29年11月2日
000028 6000164781 （株）道の駅　平福　佐用　店頭（CCW受託) 679-5331 佐用郡佐用町平福９８８－１ 790832378 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第2-5 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 6000164807 ローソン新宮吉島店 679-4305 たつの市新宮町吉島字下河原５７４－１ 791771616 飲食店営業(4)その他 一般 金澤 亘恭 西播(龍健)第700-175 平成29年11月14日 令和6年11月30日 平成29年11月14日
000028 6000164836 Le Proust 679-5301 佐用郡佐用町佐用3134 飲食店営業(4)その他 一般 山田 文章 西播(龍健)第700-182 平成29年11月17日 令和5年11月30日 平成29年11月17日
000028 6000164837 Le Proust 679-5301 佐用郡佐用町佐用3134 菓子製造業 一般 山田 文章 西播(龍健)第701-43 平成29年11月17日 令和5年11月30日 平成29年11月17日
000028 6000164873 植木幸祐製麺所 671-4143 宍粟市一宮町上野田286 めん類製造業 一般 植木 幸祐 西播(龍健)第721-43 平成29年11月17日 令和5年11月30日 平成29年11月17日
000028 6000164874 忠佳 671-4141 宍粟市一宮町東市場1090-57 790721677 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 柴田 忠久 西播(龍健)第700-184 平成29年11月17日 令和5年11月30日 平成29年11月17日
000028 6000164938 長浜ﾗｰﾒﾝ長浜一番 679-4109 たつの市神岡町東觜崎459-1 791652680 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　桔梗屋 代表取締役 中村 啓寛 671-1521 兵庫県揖保郡太子町東出82-22 792763616 西播(龍健)第700-192 平成29年11月21日 令和5年11月30日 平成29年11月21日
000028 6000164941 マックスバリュ揖保川店 671-1621 たつの市揖保川町正條字柿ヶ坪36-1 791724233 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第701-45 平成29年11月21日 令和5年11月30日 平成29年11月21日
000028 6000165028 まつお 679-5651 佐用郡佐用町櫛田2070-3 菓子製造業 一般 平井 文代 西播(龍健)第701-47 平成29年11月28日 令和5年11月30日 平成29年11月28日
000028 6000165067 ﾎﾃﾙｼｰﾀ 679-5301 佐用郡佐用町佐用3331 790823820 飲食店営業(3)旅館 一般 竹内 誠 西播(龍健)第700-198 平成29年11月30日 令和5年11月30日 平成29年11月30日
000028 6000165070 まいてぃー 671-1531 揖保郡太子町立岡153-1 792806444 飲食店営業(4)その他 一般 間嶋 まゆみ 西播(龍健)第700-202 平成29年11月29日 令和5年11月30日 平成29年11月29日
000028 6000165073 とり料理　宮代　鵤店 671-1561 揖保郡太子町鵤1324-33 792777020 飲食店営業(4)その他 一般 宮代 朝之 西播(龍健)第700-203 平成29年11月29日 令和5年11月30日 平成29年11月29日
000028 6000165086 重次郎 679-5301 佐用郡佐用町佐用3043 菓子製造業 一般 株式会社みかづきe 代表取締役 三木 伸雄 679-5131 兵庫県佐用郡佐用町上本郷363 790799270 西播(龍健)第701-46 平成29年11月30日 令和5年11月30日 平成29年11月30日
000028 6000165158 佐用町国際交流協会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 間嶋 節夫 西播(龍健)第1-250 令和5年1月20日 令和10年2月29日 令和5年1月20日
000028 6000165179 台湾料理豊源 679-4129 たつの市龍野町堂本108 791729188 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 翔輝株式会社 代表取締役 山岸 雅男 501-1132 岐阜県岐阜市折立887 582395678 西播(龍健)第700-207 平成29年12月5日 令和6年2月29日 平成29年12月5日
000028 6000165181 やきとり竜鳳（姫路８８０あ２００８） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 株式会社全国チェーン竜鳳 代表取締役 鈴木 美圭 321-0346 栃木県宇都宮市下荒針町３５９０番地１ 283053133 西播(龍健)第1-253 令和5年1月23日 令和10年2月29日 令和5年1月23日
000028 6000165253 自然隊 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店80L 池田 克文 西播(龍健)第1-251 令和5年1月24日 令和10年2月29日 令和5年1月24日
000028 6000165327 671-1332 たつの市御津町室津１０３４-３３ 793240061 飲食店営業(4)その他 一般 代表取締役 671-1332 兵庫県たつの市御津町室津１０３４番地３３ 793240061 西播(龍健)第700-211 平成29年12月12日 令和6年2月29日 平成29年12月12日
000028 6000165328 671-1332 たつの市御津町室津１０３４-３３ 793240061 魚介類販売業 一般 代表取締役 671-1332 兵庫県たつの市御津町室津１０３４番地３３ 793240061 西播(龍健)第704-26 平成29年12月12日 令和6年2月29日 平成29年12月12日
000028 6000165329 671-1332 たつの市御津町室津１０３４-３３ 793240061 そうざい製造業 一般 代表取締役 671-1332 兵庫県たつの市御津町室津１０３４番地３３ 793240061 西播(龍健)第722-14 平成29年12月12日 令和6年2月29日 平成29年12月12日
000028 6000165418 喰楽 671-2553 宍粟市山崎町鶴木188-1 飲食店営業(4)その他 一般 井上 淳子 西播(龍健)第700-213 平成29年12月22日 令和6年2月29日 平成29年12月22日
000028 6000165493 青山観光株式会社  青山ｺﾞﾙﾌ練習場 671-1501 揖保郡太子町山田字柴崎山667-1 792663139 飲食店営業(4)その他 一般 青山観光株式会社 代表取締役 石見 英寿 671-2222 兵庫県姫路市青山1464 792661118 西播(龍健)第700-214 平成29年12月27日 令和6年2月29日 平成29年12月27日
000028 6000165507 武内食品株式会社 671-1641 たつの市揖保川町原457-3 791722587 そうざい製造業 一般 武内食品株式会社 代表取締役 武内 秀策 671-1641 兵庫県たつの市揖保川町原４５７番地の３ 791722587 西播(龍健)第722-16 平成29年12月27日 令和6年2月29日 平成29年12月27日
000028 6000165517 うえの 679-5319 佐用郡佐用町大畠491 そうざい製造業 一般 上野 泰子 西播(龍健)第722-15 平成29年12月28日 令和6年2月29日 平成29年12月28日
000028 6000165569 スシローたつの店 679-4167 たつの市龍野町富永字小川原１６１－２ 791636660 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社あきんどスシロー 代表取締役 新居 耕平 564-0063 大阪府吹田市江坂町一丁目２２番２号 663681001 西播(龍健)第700-215 平成30年1月11日 令和6年2月29日 平成30年1月11日
000028 6000165570 スシローたつの店 679-4167 たつの市龍野町富永字小川原１６１－２ 791636660 魚介類販売業 一般 株式会社あきんどスシロー 代表取締役 新居 耕平 564-0063 大阪府吹田市江坂町一丁目２２番２号 663681001 西播(龍健)第704-29 平成30年1月11日 令和6年2月29日 平成30年1月11日
000028 6000165650 おかず屋　COCORO 679-4141 たつの市揖保町栄10 791678145 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 棚池 明功 西播(龍健)第700-217 平成30年1月16日 令和6年2月29日 平成30年1月16日
000028 6000165679 室津漁業協同組合魚魚市 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 793240231 飲食店営業(4)その他 露店40L 室津漁業協同組合 代表理事組合長 中川 照央 671-1332 兵庫県たつの市御津町室津４９３番地の２地先 793240231 西播(龍健)第1-255 令和5年1月23日 令和10年2月29日 令和5年1月23日
000028 6000165692 日曜ｶﾌｪ　花 679-5645 佐用郡佐用町西新宿848 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三枝 正雄 西播(龍健)第700-218 平成30年1月18日 令和6年2月29日 平成30年1月18日
000028 6000165751 ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝ龍野片山店 679-4123 たつの市龍野町片山241-1 791635707 飲食店営業(4)その他 一般 藤井 雄二郎 西播(龍健)第700-224 平成30年1月19日 令和7年2月28日 平成30年1月19日
000028 6000165768 武内食品株式会社 671-1641 たつの市揖保川町原457-3 791722587 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 武内食品株式会社 代表取締役 武内 秀策 671-1641 兵庫県たつの市揖保川町原４５７番地の３ 791722587 西播(龍健)第700-225 平成30年1月22日 令和6年2月29日 平成30年1月22日
000028 6000165784 道の駅　播磨いちのみや 671-4133 宍粟市一宮町須行名５１０－１ 790728666 喫茶店営業 一般 播磨いちのみや株式会社 代表取締役 野﨑 美穂 671-4133 兵庫県宍粟市一宮町須行名５１０番地の１ 790728666 西播(龍健)第708-58 平成30年1月24日 令和6年2月29日 平成30年1月24日
000028 6000165788 兵庫県漁業協同組合連合会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 兵庫県漁業協同組合連合会 代表理事 田沼 政男 673-0883 兵庫県明石市中崎１－２－３ 789408011 西播(龍健)第1-254 令和5年1月23日 令和10年2月29日 令和5年1月23日
000028 6000165856 北地区ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 679-4302 たつの市新宮町香山1241 791770680 飲食店営業(4)その他 一般 北野 愛子 西播(龍健)第700-232 平成30年1月26日 令和7年2月28日 平成30年1月26日
000028 6000165905 炭焼ぴいすりぼん 671-1541 揖保郡太子町塚森145 792766026 飲食店営業(4)その他 一般 野澤 幸雄 西播(龍健)第700-236 平成30年1月29日 令和6年2月29日 平成30年1月29日
000028 6000165913 たつのヤキタテイファクトリー 679-4155 たつの市揖保町揖保中338 791671071 菓子製造業 一般 株式会社ペルゴ 代表取締役社長 小林 康浩 670-0976 兵庫県姫路市中地１８８番地の１ 792934064 西播(龍健)第701-54 平成30年1月30日 令和6年2月29日 平成30年1月30日
000028 6000165924 兵庫ダイハツ（株）龍野テクノセンター　現場  （ＣＣＢＪＩ受託） 679-4025 たつの市揖西町小畑４８９－９ 791662222 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第2-8 令和5年2月21日 令和11年2月28日 令和5年2月21日
000028 6000165925 福山通運（株）竜野営業所　軒下（C） 679-4025 たつの市揖西町小畑106-5 791661222 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第2-9 令和5年2月21日 令和11年2月28日 令和5年2月21日
000028 6000166090 ㈲籠長本店たつの工場 671-1631 たつの市揖保川町山津屋１２０－１ 791722362 魚介類販売業 一般 有限会社籠長本店 代表取締役 670-0872 兵庫県姫路市八代７３９－５ 792220107 西播(龍健)第704-41 平成30年2月9日 令和6年2月29日 平成30年2月9日
000028 6000166092 長坂明純製麺所 679-4107 たつの市神岡町西横内317 791650320 めん類製造業 一般 長坂 明純 西播(龍健)第721-58 平成30年2月9日 令和6年2月29日 平成30年2月9日
000028 6000166128 八木正博製麺所 679-4125 たつの市龍野町末政134 791630024 めん類製造業 一般 八木 正博 西播(龍健)第721-62 平成30年2月14日 令和6年2月29日 平成30年2月14日
000028 6000166211 住栄丸 671-1332 たつの市御津町室津１３２８－１０ 793240351 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社住栄丸 代表取締役 津田 正信 671-1332 兵庫県たつの市御津町室津1328 793240351 西播(龍健)第700-254 平成30年2月16日 令和6年2月29日 平成30年2月16日
000028 6000166212 住栄丸 671-1332 たつの市御津町室津１３２８－１０ 793240351 魚介類販売業 一般 株式会社住栄丸 代表取締役 津田 正信 671-1332 兵庫県たつの市御津町室津1328 793240351 西播(龍健)第704-44 平成30年2月16日 令和6年2月29日 平成30年2月16日
000028 6000166213 住栄丸 671-1332 たつの市御津町室津１３２８－１０ 793240351 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社住栄丸 代表取締役 津田 正信 671-1332 兵庫県たつの市御津町室津1328 793240351 西播(龍健)第706-5 平成30年2月16日 令和6年2月29日 平成30年2月16日
000028 6000166294 かみおかや 679-4109 たつの市神岡町東觜崎550 791601333 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小林 悟 西播(龍健)第700-261 平成30年2月22日 令和6年2月29日 平成30年2月22日
000028 6000166302 ﾌﾗﾝｽ堂 679-4021 たつの市揖西町小犬丸25-1 791689041 乳製品製造業 一般 上林 千恵 西播(龍健)第703-2 平成30年2月23日 令和6年2月29日 平成30年2月23日
000028 6000166303 ﾌﾞﾝｾﾝ株式会社　竜野工場 679-4153 たつの市揖保町門前209 791670037 醤油製造業 一般 ﾌﾞﾝｾﾝ株式会社 代表取締役 田中 智樹 679-4313 兵庫県たつの市新宮町新宮387 791751151 西播(龍健)第717-6 平成30年2月23日 令和6年2月29日 平成30年2月23日
000028 6000166340 なめこ屋本舗 671-4203 宍粟市波賀町鹿伏242 かん詰又はびん詰食品製造業 一般 小椋 安博 西播(龍健)第707-1 平成30年2月26日 令和6年2月29日 平成30年2月26日
000028 6000166384 町のイスキア 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 長谷川 眞弓 西播(龍健)第1-259 令和5年1月31日 令和10年2月29日 令和5年1月31日
000028 6000166403 ﾏﾚｰｼｱ家庭料理J kitchen 679-4165 たつの市龍野町本町72-18 791603132 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中上 千恵子 西播(龍健)第700-263 平成30年2月27日 令和6年2月29日 平成30年2月27日
000028 6000166419 GOCCIA coffee factory 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 谷本 佑樹 西播(龍健)第1-264 令和5年1月31日 令和10年2月29日 令和5年1月31日
000028 6000166454 千鳥亭 671-1301 たつの市御津町黒崎１４１４－１ 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 古里 雅美 西播(龍健)第706-6 平成30年2月28日 令和6年2月29日 平成30年2月28日
000028 6000166463 株式会社ＸＥＮ　ＧＲＯＵＰ　兵庫工場 671-2515 宍粟市山崎町五十波１７ー１３ 790621770 そうざい製造業 一般 株式会社ＸＥＮ　ＧＲＯＵＰ 代表取締役 高畑 洋輔 761-0450 香川県高松市三谷町３２３４番地１０ 878885852 西播(龍健)第722-17 平成30年2月28日 令和6年2月29日 平成30年2月28日
000028 6000166472 ONE OFF CAFE 671-1301 たつの市御津町黒崎1842-13 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 白石 樹佳 西播(龍健)第700-267 平成30年2月28日 令和6年2月29日 平成30年2月28日
000028 6000166518 第二休憩所（正玄塚） 671-1301 たつの市御津町黒崎字綾部山 793223551 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 農事組合法人黒崎梅園組合 理事 吉井 忠彦 671-1301 兵庫県たつの市御津町黒崎１３９１番地の２ 793223551 西播(龍健)第700-269 平成30年3月2日 令和6年5月31日 平成30年3月2日
000028 6000166519 醸し菜 679-4177 たつの市龍野町下川原23-1 菓子製造業 一般 松下 美幸 西播(龍健)第701-60 平成30年3月6日 令和6年5月31日 平成30年3月6日
000028 6000166570 kaka 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 塚本 晶子 西播(龍健)第700-271 平成30年3月12日 令和5年5月31日 平成30年3月12日
000028 6000166575 昭和ﾚﾄﾛ情景館 679-4161 たつの市龍野町日山290 喫茶店営業 一般 加瀬 康之 西播(龍健)第708-79 平成30年3月12日 令和6年5月31日 平成30年3月12日
000028 6000166658 株式会社ﾍﾞﾈﾐｰﾙ西はりまｸﾞﾘｰﾝﾎｰﾑ事業所 679-4132 たつの市誉田町福田780-1内厨房 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ﾍﾞﾈﾐｰﾙ 代表取締役社長 野口 博行 101-0021 東京都千代田区外神田1-18-13秋葉原ﾀﾞｲﾋﾞﾙ12F 332531711 西播(龍健)第700-273 平成30年3月19日 令和6年5月31日 平成30年3月19日
000028 6000166660 兵庫県立太子高等学校　食堂 671-1532 揖保郡太子町糸井19 792770123 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社2K2 代表取締役 飯田 晃祐 671-1531 兵庫県揖保郡太子町立岡440-5-4 792751530 西播(龍健)第700-274 平成30年3月19日 令和6年5月31日 平成30年3月19日
000028 6000166688 尾﨑病院 679-5225 佐用郡佐用町上三河141-4 790778000 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役社長 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内2-7-3 332873611 西播(龍健)第700-272 平成30年3月19日 令和6年5月31日 平成30年3月19日
000028 6000166695 焼肉 正ちゃん 671-2573 宍粟市山崎町今宿２７８－９ 790626527 食肉販売業 一般 井上 正樹 西播(龍健)第713-56 平成30年3月16日 令和6年5月31日 平成30年3月16日
000028 6000166824 赤とんぼﾌﾟﾗｻﾞ 679-4126 たつの市龍野町中村301-2 791639966 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西本 政子 西播(龍健)第700-275 平成30年3月26日 令和6年5月31日 平成30年3月26日
000028 6000166913 おかめ工房 671-4244 宍粟市波賀町谷142 菓子製造業 一般 岩口 紀代美 西播(龍健)第701-62 平成30年3月29日 令和6年5月31日 平成30年3月29日
000028 6000166923 自然菜園カフェ　遊楽里 671-3224 宍粟市千種町七野313-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 酒井 早苗 西播(龍健)第700-276 平成30年3月29日 令和6年5月31日 平成30年3月29日
000028 6000166975 髙田工房 679-5344 佐用郡佐用町奥長谷745 790832005 菓子製造業 一般 髙田 健人 西播(龍健)第701-63 平成30年3月30日 令和6年5月31日 平成30年3月30日
000028 6000166978 佐用町いずみ会 679-5301 佐用郡佐用町佐用2609-1 790820661 飲食店営業(4)その他 一般 野村 智里 西播(龍健)第700-277 平成30年3月30日 令和6年5月31日 平成30年3月30日
000028 6000167031 喫茶　そら 671-2577 宍粟市山崎町山崎373-3 790633577 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 林 幸一郎 西播(龍健)第700-1 平成30年4月5日 令和6年5月31日 平成30年4月5日
000028 6000167086 株式会社ﾌｧｲﾝ播磨先端製造技術ｾﾝﾀｰ 679-5165 たつの市新宮町光都1-11-1 791582655 菓子製造業 一般 株式会社ﾌｧｲﾝ 代表取締役 佐々木 信綱 533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄5-7-8 663790357 西播(龍健)第701-1 平成30年4月11日 令和7年5月31日 平成30年4月11日
000028 6000167097 じゅてーる 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店40L 名田 賢司 西播(龍健)第1-18 令和5年4月18日 令和10年5月31日 令和5年4月18日
000028 6000167101 たつの警察署　別館１階 679-4167 たつの市龍野町富永1005-75 791630110 喫茶店営業 自動販売機 株式会社関西ｺｰﾋｰ 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町2-54 792365800 西播(龍健)第708-2 平成30年4月11日 令和5年5月31日 平成30年4月11日
000028 6000167121 かみおかや 679-4109 たつの市神岡町東觜崎550 791601333 菓子製造業 一般 小林 悟 西播(龍健)第701-2 平成30年4月12日 令和6年5月31日 平成30年4月12日
000028 6000167158 Y Top 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山下 誠二 西播(龍健)第700-6 平成30年4月25日 令和5年5月31日 平成30年4月25日
000028 6000167162 ﾚｯﾄﾞ　ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾌﾗｲ 679-4167 たつの市龍野町富永577-1 791729008 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森津 直也 西播(龍健)第700-7 平成30年4月16日 令和6年5月31日 平成30年4月16日
000028 6000167294 八角亭 679-4321 たつの市新宮町段之上258-5 791750728 食肉販売業 一般 前田 雄二 西播(龍健)第713-1 平成30年5月1日 令和6年5月31日 平成30年5月1日
000028 6000167313 特別養護老人ホーム　シスナブ御津 671-1311 たつの市御津町中島980-3 793240724 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社年輪 代表取締役 西澤 健作 674-0067 兵庫県明石市大久保町大久保町７９５番地 789370912 西播(龍健)第700-21 平成30年4月27日 令和7年5月31日 平成30年4月27日
000028 6000167508 しずく文庫 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 吉村 俊輔 西播(龍健)第700-32 平成30年5月11日 令和5年5月31日 平成30年5月11日
000028 6000167592 三木食品 671-1321 たつの市御津町苅屋451-10 793221828 魚介類販売業 一般 三木 大治 西播(龍健)第704-4 平成30年5月14日 令和6年5月31日 平成30年5月14日
000028 6000167597 内海商店 9 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 朝倉 司 西播(龍健)第701-14 平成30年5月17日 令和5年5月31日 平成30年5月17日
000028 6000167598 内海商店 １０ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店80L 内海 直紀 西播(龍健)第1-9 令和5年4月13日 令和10年5月31日 令和5年4月13日
000028 6000167619 himiel　stove 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 西岡 聖治 西播(龍健)第700-42 平成30年5月21日 令和5年5月31日 平成30年5月21日
000028 6000167633 中井製麺所 671-2524 宍粟市山崎町三谷236-2 790622536 めん類製造業 一般 中井 哲夫 西播(龍健)第721-9 平成30年5月21日 令和6年5月31日 平成30年5月21日
000028 6000167656 みつやまの里 679-5514 佐用郡佐用町福吉538 790710538 飲食店営業(3)旅館 一般 髙橋 康江 西播(龍健)第700-44 平成30年5月23日 令和6年5月31日 平成30年5月23日
000028 6000167678 古民家カフェ　宮雅～みやび～ 671-2558 宍粟市山崎町上比地541 790710118 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 宮本 明子 西播(龍健)第700-45 平成30年5月25日 令和6年5月31日 平成30年5月25日
000028 6000167713 ﾛｰｿﾝ本竜野店 679-4129 たつの市龍野町堂本5-8 791622322 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社ﾄﾗｽﾄ 代表取締役 大谷 栄子 679-4313 兵庫県たつの市新宮町新宮４１２番地の４ 791762007 西播(龍健)第700-53 平成30年5月29日 令和7年5月31日 平成30年5月29日



000028 6000167749 あがや 671-1521 揖保郡太子町東出230-5 792806111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 英賀 恭一 西播(龍健)第700-60 平成30年5月30日 令和6年5月31日 平成30年5月30日
000028 6000167792 Loco's　Bakery 679-4171 たつの市龍野町北龍野230 菓子製造業 一般 松本 望友紀 西播(龍健)第701-18 平成30年5月31日 令和6年5月31日 平成30年5月31日
000028 6000167862 株式会社茶良さろん中区工場 679-4313 たつの市新宮町新宮４００ 791753847 そうざい製造業 一般 株式会社茶良さろん 代表取締役 田中 瑞樹 679-4313 兵庫県たつの市新宮町新宮北新町４８５ 791753847 西播(龍健)第722-5 平成30年5月31日 令和6年5月31日 平成30年5月31日
000028 6000167863 株式会社茶良さろん中区工場 679-4313 たつの市新宮町新宮４００ 791753847 みそ製造業 一般 株式会社茶良さろん 代表取締役 田中 瑞樹 679-4313 兵庫県たつの市新宮町新宮北新町４８５ 791753847 西播(龍健)第716-3 平成30年5月31日 令和6年5月31日 平成30年5月31日
000028 6000167876 株式会社茶良さろん南区工場 679-4313 たつの市新宮町新宮387 791753847 そうざい製造業 一般 株式会社茶良さろん 代表取締役 田中 瑞樹 679-4313 兵庫県たつの市新宮町新宮北新町485 791753847 西播(龍健)第722-4 平成30年5月31日 令和6年5月31日 平成30年5月31日
000028 6000167877 ブンセン株式会社本社西区工場 679-4313 たつの市新宮町新宮３２８ 791754340 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 ブンセン株式会社 代表取締役 田中 智樹 679-4313 兵庫県たつの市新宮町新宮３８７ 791751151 西播(龍健)第706-3 平成30年5月31日 令和6年5月31日 平成30年5月31日
000028 6000167936 えとらんぜ 679-5331 佐用郡佐用町平福459-2 飲食店営業(4)その他 一般 上杉 剛 西播(龍健)第700-63 平成30年6月12日 令和6年8月31日 平成30年6月12日
000028 6000167937 地域活動支援センター　あさぎり 679-5301 佐用郡佐用町佐用2892-8 790822551 菓子製造業 一般 社会福祉法人佐用福祉会 理事長 尾﨑 裕章 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用1506 790820003 西播(龍健)第701-20 平成30年6月12日 令和6年8月31日 平成30年6月12日
000028 6000167938 地域活動支援センター　あさぎり 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 社会福祉法人佐用福祉会 理事長 尾﨑 裕章 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用1506 790820003 西播(龍健)第700-62 平成30年6月12日 令和5年8月31日 平成30年6月12日
000028 6000167939 地域活動支援センター　あさぎり 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 社会福祉法人佐用福祉会 理事長 尾﨑 裕章 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用1506 790820003 西播(龍健)第701-19 平成30年6月12日 令和5年8月31日 平成30年6月12日
000028 6000167948 宇宙樹　Saya cafe 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 自動車 安田 さやか 西播(龍健)第708-19 平成30年6月13日 令和5年8月31日 平成30年6月13日
000028 6000168031 公益財団法人しそう森林王国観光協会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 790640923 飲食店営業(4)その他 露店 公益財団法人しそう森林王国観光協会 理事長 中村 司 671-2574 兵庫県宍粟市山崎町中広瀬１３３番地６ 790640923 西播(龍健)第700-64 平成30年6月20日 令和5年8月31日 平成30年6月20日
000028 6000168059 (株)ｸﾛｰﾊﾞｰ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 中川 美穂 西播(龍健)第708-20 平成30年6月20日 令和5年8月31日 平成30年6月20日
000028 6000168112 ｳｴｽﾄﾃﾞｰﾀﾌﾟﾛ露店部 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 長沼 美由紀 西播(龍健)第700-65 平成30年6月21日 令和5年8月31日 平成30年6月21日
000028 6000168113 Circle 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 蒲田 恭崇 西播(龍健)第700-66 平成30年6月21日 令和5年8月31日 平成30年6月21日
000028 6000168177 内海商店 11 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 岡本 龍郎 西播(龍健)第700-67 平成30年6月27日 令和5年8月31日 平成30年6月27日
000028 6000168195 ｻｰﾋﾞｽ付高齢者住宅てくてく 671-1522 揖保郡太子町矢田部３３５－１ 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社ＬＥＯＣ 代表取締役 田島 利行 100-0004 東京都千代田区大手町一丁目１番３号 352208550 西播(龍健)第700-68 平成30年6月28日 令和7年8月31日 平成30年6月28日
000028 6000168202 矢木醤油（株） 679-4153 たつの市揖保町門前209 喫茶店営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 西播(龍健)第708-22 平成30年6月27日 令和5年8月31日 平成30年6月27日
000028 6000168246 大上製麺所 671-4111 宍粟市一宮町公文329 めん類製造業 一般 大上 敏規 西播(龍健)第721-13 平成30年6月29日 令和6年8月31日 平成30年6月29日
000028 6000168249 たつの市観光協会  龍野観光売店「さくら路」 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 井戸 正文 西播(龍健)第700-69 平成30年6月29日 令和5年8月31日 平成30年6月29日
000028 6000168263 早田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 早田 克己 西播(龍健)第708-23 平成30年6月29日 令和5年8月31日 平成30年6月29日
000028 6000168266 早田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 早田 克己 西播(龍健)第708-24 平成30年6月29日 令和5年8月31日 平成30年6月29日
000028 6000168299 ﾛｰｿﾝ佐用円応寺 679-5307 佐用郡佐用町円応寺160-6 790823388 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社ｴｽ.ｴｽ.ｼｰ 代表取締役 坂本 勝一 670-0947 兵庫県姫路市北条252番地13ｸﾞﾗｼﾞｵ姫路駅南ｲﾝﾍﾟﾘｱﾙ503号 792406027 西播(龍健)第700-70 平成30年7月4日 令和7年8月31日 平成30年7月4日
000028 6000168303 888 671-1531 揖保郡太子町立岡440-5 2F 飲食店営業(4)その他 一般 森重 悠輔 西播(龍健)第700-71 平成30年7月4日 令和6年8月31日 平成30年7月4日
000028 6000168381 Bird man 671-2577 宍粟市山崎町山崎211-2 790739888 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷口 誠 西播(龍健)第700-73 平成30年7月9日 令和6年8月31日 平成30年7月9日
000028 6000168443 井上食品 679-5301 佐用郡佐用町佐用403-1 食肉販売業 一般 井上 智之 西播(龍健)第713-16 平成30年7月13日 令和6年8月31日 平成30年7月13日
000028 6000168488 いちご 679-4132 たつの市誉田町福田780-45 791624678 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ｴｰｱﾝﾄﾞｹｰ 代表取締役 嶋尾 裕美 679-4171 兵庫県たつの市龍野町北龍野字的場254-8 791633848 西播(龍健)第700-80 平成30年7月24日 令和6年8月31日 平成30年7月24日
000028 6000168512 NPOｻﾛﾝ「田舎の家」 671-1602 たつの市揖保川町野田334 791722392 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 滿田 さとみ 西播(龍健)第700-82 平成30年7月20日 令和6年8月31日 平成30年7月20日
000028 6000168555 ｸﾞﾛｰﾘｰﾌﾟﾛﾀﾞｸﾂ 679-5305 佐用郡佐用町長尾905 喫茶店営業 自動販売機 ﾅｼｮﾅﾙ･ﾍﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ株式会社 代表取締役 藤山 雄一郎 141-0021 東京都品川区上大崎１－１５－２２ 334459311 西播(龍健)第708-29 平成30年7月24日 令和5年8月31日 平成30年7月24日
000028 6000168688 あべ鮮魚 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 阿部 幸弘 西播(龍健)第700-94 平成30年7月31日 令和5年8月31日 平成30年7月31日
000028 6000168698 塚本素麺工場 671-4123 宍粟市一宮町生栖147-1 めん類製造業 一般 塚本 元貴 西播(龍健)第721-21 平成30年8月2日 令和6年8月31日 平成30年8月2日
000028 6000168699 高路康雄製麺工場 671-4137 宍粟市一宮町閏賀字三尾591-36 めん類製造業 一般 高路 康雄 西播(龍健)第721-22 平成30年8月2日 令和6年8月31日 平成30年8月2日
000028 6000168730 ﾎﾟｯｹ 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 792730710 飲食店営業(4)その他 露店 平田 富造 西播(龍健)第700-99 平成30年8月8日 令和5年8月31日 平成30年8月8日
000028 6000168747 Ｊ ｋｉｔｃｈｅｎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中上 千恵子 西播(龍健)第700-101 平成30年8月7日 令和5年8月31日 平成30年8月7日
000028 6000168804 松本製麺所 671-2535 宍粟市山崎町宇原1251 めん類製造業 一般 松本 健吾 西播(龍健)第721-23 平成30年8月10日 令和6年8月31日 平成30年8月10日
000028 6000168890 やまのいえ幕山 679-5503 佐用郡佐用町本郷586-1 790878260 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大西 茂 西播(龍健)第700-111 平成30年8月17日 令和6年8月31日 平成30年8月17日
000028 6000168962 春名隆行製麺所 671-2521 宍粟市山崎町木ノ谷160 めん類製造業 一般 春名 隆行 西播(龍健)第721-28 平成30年8月24日 令和6年8月31日 平成30年8月24日
000028 6000168970 ｾﾌﾞﾝ-ｲﾚﾌﾞﾝたつの揖西南山店 679-4016 たつの市揖西町南山2-13 791663233 飲食店営業(4)その他 一般 坂本 毅 西播(龍健)第700-116 平成30年8月28日 令和7年8月31日 平成30年8月28日
000028 6000169005 しゃぶ葉　太子町店 671-1523 揖保郡太子町東南359-1 792758010 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保一丁目２５番８号 422375218 西播(龍健)第700-119 平成30年8月28日 令和6年8月31日 平成30年8月28日
000028 6000169038 道の駅みつ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社清交倶楽部 代表取締役 西脇 康雄 670-0932 兵庫県姫路市下寺町43姫路商工会議所内 792816800 西播(龍健)第700-117 平成30年8月28日 令和5年8月31日 平成30年8月28日
000028 6000169144 ｼｴﾝ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 791623905 菓子製造業 露店 坂本 和視 西播(龍健)第701-22 平成30年9月4日 令和5年11月30日 平成30年9月4日
000028 6000169168 Ｂａｆｆｙ ｃａｆｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 坂見 直嗣 西播(龍健)第700-126 平成30年9月7日 令和5年11月30日 平成30年9月7日
000028 6000169169 Ｂａｆｆｙ ｃａｆｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 坂見 直嗣 西播(龍健)第701-23 平成30年9月7日 令和5年11月30日 平成30年9月7日
000028 6000169199 田路昌子製麺所 671-4122 宍粟市一宮町福知200 790740428 めん類製造業 一般 田路 昌子 西播(龍健)第721-29 平成30年9月7日 令和6年11月30日 平成30年9月7日
000028 6000169203 落岩製麺所 671-4141 宍粟市一宮町東河内2064-3 めん類製造業 一般 落岩 直樹 西播(龍健)第721-30 平成30年9月10日 令和6年11月30日 平成30年9月10日
000028 6000169244 岸善則製麺所 679-5163 たつの市新宮町角亀358 めん類製造業 一般 岸 善則 西播(龍健)第721-31 平成30年9月12日 令和6年11月30日 平成30年9月12日
000028 6000169370 ぶっちゃー本店 679-4322 たつの市新宮町中野庄２３３－１ 791752207 そうざい製造業 一般 ぶっちゃー株式会社 代表取締役 片岡 啓幸 679-4327 兵庫県たつの市新宮町中野庄２３３番地１ 791752207 西播(龍健)第722-10 平成30年9月26日 令和6年11月30日 平成30年9月26日
000028 6000169372 木村製麺所 679-4302 たつの市新宮町香山467 791771215 めん類製造業 一般 株式会社悠々 代表取締役 木村 康紀 679-4121 兵庫県たつの市龍野町島田731-13 791631219 西播(龍健)第721-32 平成30年9月25日 令和6年11月30日 平成30年9月25日
000028 6000169391 松尾商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 松尾 和佳 西播(龍健)第701-24 平成30年9月26日 令和5年11月30日 平成30年9月26日
000028 6000169395 ｶﾀﾘﾓ 679-4165 たつの市龍野町本町73 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 間嶋 怜壮 西播(龍健)第700-127 平成30年9月26日 令和6年11月30日 平成30年9月26日
000028 6000169396 ｶﾀﾘﾓ 679-4165 たつの市龍野町本町73 菓子製造業 一般 間嶋 怜壮 西播(龍健)第701-25 平成30年9月26日 令和6年11月30日 平成30年9月26日
000028 6000169402 itsumo 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 森原 由香 西播(龍健)第700-129 平成30年10月1日 令和5年11月30日 平成30年10月1日
000028 6000169429 福井製麺所 679-4341 たつの市新宮町能地341-1 めん類製造業 一般 福井 浩二 西播(龍健)第721-33 平成30年10月1日 令和6年11月30日 平成30年10月1日
000028 6000169432 クラテラスたつの 679-4179 たつの市龍野町上霞城126醤油の郷　大正ロマン館内 791729291 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一般社団法人リバーサイドラボラトリー 代表理事 畑本 康介 679-4164 兵庫県たつの市龍野町立町３８番地 791729291 西播(龍健)第700-130 平成30年9月28日 令和6年11月30日 平成30年9月28日
000028 6000169480 コバコＷｏｒｋ　＆　Ｃａｍｐ 679-5301 佐用郡佐用町佐用2828-10 790710024 飲食店営業(4)その他 一般 コバコ株式会社 代表取締役 谷口 悠一 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用２８２８番地１０ 790710024 西播(龍健)第700-131 平成30年10月3日 令和6年11月30日 平成30年10月3日
000028 6000169484 おむすび屋　薫 679-5301 佐用郡佐用町佐用2899-1 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 今村 基千 西播(龍健)第700-132 平成30年10月3日 令和6年11月30日 平成30年10月3日
000028 6000169491 ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀﾍﾞｰｶﾘｰ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 石川 晃士 西播(龍健)第701-27 平成30年10月4日 令和5年11月30日 平成30年10月4日
000028 6000169545 Choleste-Doughnut 679-4133 たつの市誉田町誉1-1 791601673 飲食店営業(4)その他 一般 末永 圭一 西播(龍健)第700-133 平成30年10月5日 令和6年11月30日 平成30年10月5日
000028 6000169546 Choleste-Doughnut 679-4133 たつの市誉田町誉1-1 菓子製造業 一般 末永 圭一 西播(龍健)第701-28 平成30年10月5日 令和6年11月30日 平成30年10月5日
000028 6000169579 小林製麺所 679-4331 たつの市新宮町市野保67-2 めん類製造業 一般 小林 昭二 西播(龍健)第721-38 平成30年10月11日 令和6年11月30日 平成30年10月11日
000028 6000169602 茶々 671-1511 揖保郡太子町太田1982ｰ17 飲食店営業(4)その他 一般 下村 栄子 西播(龍健)第700-137 平成30年10月11日 令和6年11月30日 平成30年10月11日
000028 6000169623 ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ如来田 679-5202 佐用郡佐用町中島150 790710941 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 DTFｼﾞｬﾎﾟﾝ合同会社 代表社員 藤原 隆博 679-5202 兵庫県佐用郡佐用町中島150 790710941 西播(龍健)第700-138 平成30年10月15日 令和6年11月30日 平成30年10月15日
000028 6000169631 ＧＯＣＣＩＡ　ｃｏｆｆｅｅ　ｆａｃｔｏｒｙ 679-5305 佐用郡佐用町長尾826 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷本 佑樹 西播(龍健)第700-140 平成30年10月15日 令和6年11月30日 平成30年10月15日
000028 6000169666 柴田水産 671-1331 たつの市御津町岩見1299-21 魚介類販売業 一般 柴田 匡陽 西播(龍健)第704-18 平成30年10月17日 令和6年11月30日 平成30年10月17日
000028 6000169667 宝丸水産 671-1331 たつの市御津町岩見1299-21 魚介類販売業 一般 池田 辰彦 西播(龍健)第704-17 平成30年10月17日 令和6年11月30日 平成30年10月17日
000028 6000169680 ふきのとう 671-4244 宍粟市波賀町谷６３７－１ 菓子製造業 一般 西山 典子 西播(龍健)第701-31 平成30年10月18日 令和6年11月30日 平成30年10月18日
000028 6000169698 梶本水産 671-1332 たつの市御津町室津1034-47 魚介類販売業 一般 梶本 一輝 西播(龍健)第704-19 平成30年10月22日 令和6年11月30日 平成30年10月22日
000028 6000169710 ふきのとう 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 西山 典子 西播(龍健)第700-142 平成30年10月23日 令和5年11月30日 平成30年10月23日
000028 6000169732 寿水産 671-1332 たつの市御津町室津1034-47 792272372 魚介類販売業 一般 竹田 和樹 西播(龍健)第704-20 平成30年10月24日 令和6年11月30日 平成30年10月24日
000028 6000169747 太子町商工会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 太子町商工会 会長 髙井 國昭 671-1523 兵庫県揖保郡太子町東南51-1 792772566 西播(龍健)第700-144 平成30年10月25日 令和5年11月30日 平成30年10月25日
000028 6000169754 ちくさ食友会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 有冨 壮太 西播(龍健)第700-145 平成30年10月25日 令和5年11月30日 平成30年10月25日
000028 6000169774 金山製麺所 671-2534 宍粟市山崎町川戸730-1 めん類製造業 一般 金山 洋平 西播(龍健)第721-43 平成30年10月26日 令和6年11月30日 平成30年10月26日
000028 6000169786 海晴丸　池田 671-1331 たつの市御津町岩見字家ヶ浜1278-1 793228200 そうざい製造業 一般 池田 良成 西播(龍健)第722-13 平成30年10月26日 令和6年11月30日 平成30年10月26日
000028 6000169829 津田宇水産 671-1332 たつの市御津町室津1316-1 793240907 そうざい製造業 一般 津田宇水産株式会社 代表取締役 津田 侑典 671-1332 兵庫県たつの市御津町室津1316-1 793240907 西播(龍健)第722-12 平成30年11月5日 令和6年11月30日 平成30年11月5日
000028 6000169830 津田宇水産 671-1332 たつの市御津町室津1316-1 793240907 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 津田宇水産株式会社 代表取締役 津田 侑典 671-1332 兵庫県たつの市御津町室津1316-1 793240907 西播(龍健)第706-6 平成30年11月5日 令和6年11月30日 平成30年11月5日
000028 6000169861 ぴなり 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 那須 恭子 西播(龍健)第700-147 平成30年10月31日 令和5年11月30日 平成30年10月31日
000028 6000169862 ぴなり 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 那須 恭子 西播(龍健)第701-33 平成30年10月31日 令和5年11月30日 平成30年10月31日
000028 6000169878 吹田屋精肉店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 西播(龍健)第700-146 平成30年10月31日 令和5年11月30日 平成30年10月31日
000028 6000169955 やきとり竜鳳（宇都宮８８０あ１３０２） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社全国チェーン竜鳳 代表取締役 鈴木 美圭 321-0346 栃木県宇都宮市下荒針町３５９０番地１ 283053133 西播(龍健)第700-152 平成30年11月7日 令和5年11月30日 平成30年11月7日
000028 6000170001 藤原正樹素麺所 671-4105 宍粟市一宮町上岸田190 めん類製造業 一般 藤原 正樹 西播(龍健)第721-45 平成30年11月12日 令和6年11月30日 平成30年11月12日
000028 6000170066 田中製麺所 671-4113 宍粟市一宮町三方町444-2 めん類製造業 一般 田中 靖幸 西播(龍健)第721-48 平成30年11月13日 令和6年11月30日 平成30年11月13日
000028 6000170357 こばとぱん 671-1331 たつの市御津町岩見620-1 菓子製造業 一般 山下 和久 西播(龍健)第701-39 平成30年11月30日 令和6年11月30日 平成30年11月30日
000028 6000170359 こばとぱん 671-1331 たつの市御津町岩見620-1 喫茶店営業 一般 山下 和久 西播(龍健)第708-51 平成30年11月30日 令和6年11月30日 平成30年11月30日
000028 6000170390 せど屋 679-5332 佐用郡佐用町延吉518 菓子製造業 一般 友本 文子 西播(龍健)第701-40 平成30年11月30日 令和5年11月30日 平成30年11月30日
000028 6000170422 ﾚｲﾝﾎﾞｰ本舗 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 稲岡 辰則 西播(龍健)第700-177 平成30年12月5日 令和6年2月29日 平成30年12月5日
000028 6000170452 お菓子屋　そら 679-5301 佐用郡佐用町佐用223-2 790822676 飲食店営業(4)その他 一般 高見 佐織 西播(龍健)第700-179 平成30年12月7日 令和7年2月28日 平成30年12月7日
000028 6000170453 お菓子屋　そら 679-5301 佐用郡佐用町佐用223-2 790822676 菓子製造業 一般 高見 佐織 西播(龍健)第701-41 平成30年12月7日 令和7年2月28日 平成30年12月7日
000028 6000170480 茶事　釣月 671-1575 揖保郡太子町佐用岡1012-44 792776500 菓子製造業 一般 土井 肇 西播(龍健)第701-42 平成30年12月10日 令和7年2月28日 平成30年12月10日
000028 6000170481 ほのぼのごはん 671-1651 たつの市揖保川町片島９０６－１２３ 791723320 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 前川 惠子 西播(龍健)第700-180 平成30年12月10日 令和6年2月29日 平成30年12月10日
000028 6000170589 Trattoria da Luca 671-1641 たつの市揖保川町原747-1 791602334 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 髙田 勝裕 西播(龍健)第700-181 平成30年12月21日 令和7年2月28日 平成30年12月21日
000028 6000170591 山陽ｸﾞﾘｰﾝｺﾞﾙﾌ 671-1642 たつの市揖保川町大門2-1 791726085 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第708-53 平成30年12月21日 令和6年2月29日 平成30年12月21日
000028 6000170593 酒味屋おおとり 679-4313 たつの市新宮町新宮406-8 791754384 飲食店営業(4)その他 一般 船引 輝邦 西播(龍健)第700-182 平成30年12月19日 令和7年2月28日 平成30年12月19日
000028 6000170630 森口浩一製麺所 679-4108 たつの市神岡町大住寺858 791650675 めん類製造業 一般 森口 浩一 西播(龍健)第721-64 平成30年12月25日 令和7年2月28日 平成30年12月25日
000028 6000170634 ｵﾊﾟﾄｶ 671-1321 たつの市御津町苅屋75-1 菓子製造業 一般 井上 光雄 西播(龍健)第701-43 平成30年12月25日 令和7年2月28日 平成30年12月25日
000028 6000170641 しあわせ咲場 多音 679-4126 たつの市龍野町中村299-6 791631010 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 伊藤 桂 西播(龍健)第700-183 平成30年12月26日 令和7年2月28日 平成30年12月26日
000028 6000170659 桃栗さんねん　柿はちねん 679-4167 たつの市龍野町富永1440-4 791620586 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大栗田 みどり 西播(龍健)第700-184 平成30年12月28日 令和7年2月28日 平成30年12月28日
000028 6000170685 Delicious　Smiles  ﾃﾞﾘｼｬｽ　ｽﾏｲﾙ 679-4109 たつの市神岡町東觜崎596-15 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佐野 美香 西播(龍健)第700-185 平成31年1月7日 令和7年2月28日 平成31年1月7日
000028 6000170745 老松ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ 671-2577 宍粟市山崎町山崎１２ 790622345 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 老松酒造有限会社 代表取締役 前野 正晶 671-2577 兵庫県宍粟市山崎町山崎１２ 790622345 西播(龍健)第700-186 平成31年1月16日 令和7年2月28日 平成31年1月16日
000028 6000170746 老松ﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ 671-2577 宍粟市山崎町山崎１２ 790622345 そうざい製造業 一般 老松酒造有限会社 代表取締役 前野 正晶 671-2577 兵庫県宍粟市山崎町山崎１２ 790622345 西播(龍健)第722-17 平成31年1月16日 令和7年2月28日 平成31年1月16日
000028 6000170759 津田正水産 671-1332 たつの市御津町室津1034-33 793228100 魚介類販売業 一般 株式会社津田正水産 代表取締役 津田 朝洋 671-1332 兵庫県たつの市御津町室津690-1 793240582 西播(龍健)第704-28 平成31年1月17日 令和7年2月28日 平成31年1月17日
000028 6000170760 津田正水産 671-1332 たつの市御津町室津1034-33 793228100 そうざい製造業 一般 株式会社津田正水産 代表取締役 津田 朝洋 671-1332 兵庫県たつの市御津町室津690-1 793240582 西播(龍健)第722-18 平成31年1月17日 令和7年2月28日 平成31年1月17日
000028 6000170836 広居義文製麺所 671-2512 宍粟市山崎町与位295 めん類製造業 一般 広居 義文 西播(龍健)第721-75 平成31年2月18日 令和7年2月28日 平成31年2月18日
000028 6000170852 ﾎﾙﾓﾝの肉満 679-4325 たつの市新宮町佐野114-1 791752400 そうざい製造業 一般 谷本 満 西播(龍健)第722-19 平成31年1月28日 令和7年2月28日 平成31年1月28日
000028 6000170877 ローソン龍野揖西町店 679-4002 たつの市揖西町中垣内249-1 791660412 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社モリ 代表取締役 森 義之 679-4002 兵庫県たつの市揖西町中垣内甲1713 791660045 西播(龍健)第700-194 平成31年1月25日 令和8年2月28日 平成31年1月25日
000028 6000170894 上月ＰＡ上り売店 679-5503 佐用郡佐用町本郷字登亀81 790870432 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡山ルートサービス株式会社 代表取締役 福島 悌二 701-1152 岡山県岡山市北区津高６５１番地の２ 862141185 西播(龍健)第700-195 平成31年1月29日 令和7年2月28日 平成31年1月29日
000028 6000170895 上月ＰＡ上り売店 679-5503 佐用郡佐用町本郷字登亀81 790870432 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 岡山ルートサービス株式会社 代表取締役 福島 悌二 701-1152 岡山県岡山市北区津高６５１番地の２ 862141185 西播(龍健)第710-5 平成31年1月29日 令和6年2月29日 平成31年1月29日
000028 6000170951 scone shop nico 679-4111 たつの市神岡町野部266-1 菓子製造業 一般 多原 未笑 西播(龍健)第701-45 平成31年2月1日 令和7年2月28日 平成31年2月1日
000028 6000170952 公開秘密基地　Cafeごっこ 679-4161 たつの市龍野町日山1-19 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長田 裕喜 西播(龍健)第700-198 平成31年2月1日 令和7年2月28日 平成31年2月1日
000028 6000170999 つかのま 679-4161 たつの市龍野町日山472-1 791601815 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡山 甘奈 西播(龍健)第700-200 平成31年2月5日 令和7年2月28日 平成31年2月5日
000028 6000171018 帰農塾加工ｸﾞﾙｰﾌﾟ　vege 679-5306 佐用郡佐用町本位田甲303-1 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 横野 裕子 西播(龍健)第700-199 平成31年2月5日 令和7年2月28日 平成31年2月5日
000028 6000171037 上月ＰＡ上り売店 679-5503 佐用郡佐用町本郷字登亀81 790870432 喫茶店営業 自動販売機 岡山ルートサービス株式会社 代表取締役 福島 悌二 701-1152 岡山県岡山市北区津高６５１番地の２ 862141185 西播(龍健)第708-59 平成31年2月6日 令和6年2月29日 平成31年2月6日
000028 6000171142 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝたつの新宮町新宮店 679-4313 たつの市新宮町新宮1042-1 791751711 飲食店営業(4)その他 一般 西家 実奈 西播(龍健)第700-207 平成31年2月19日 令和7年2月28日 平成31年2月19日



000028 6000171226 内海商店12 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 馬江 秀樹 西播(龍健)第700-209 平成31年2月25日 令和6年2月29日 平成31年2月25日
000028 6000171309 木いちご 671-2572 宍粟市山崎町庄能３７９－１ 790633800 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 有限会社やまぼうし 代表取締役 年綱 篤 671-2572 兵庫県宍粟市山崎町庄能３７９番地１ 790625599 西播(龍健)第710-7 平成31年2月26日 令和6年2月29日 平成31年2月26日
000028 6000171310 自然食＋雑貨 Kanuka 679-4175 たつの市龍野町旭町26 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 秋野 香貫花 西播(龍健)第700-210 平成31年2月26日 令和7年2月28日 平成31年2月26日
000028 6000171312 豆富は白い　白いはうさぎ 671-1522 揖保郡太子町矢田部88 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社２Ｋ２ 代表取締役 飯田 晃祐 671-1531 兵庫県揖保郡太子町立岡４４０番地５－４ 792751530 西播(龍健)第700-215 平成31年2月26日 令和7年2月28日 平成31年2月26日
000028 6000171313 豆富は白い　白いはうさぎ 671-1522 揖保郡太子町矢田部88 菓子製造業 一般 株式会社２Ｋ２ 代表取締役 飯田 晃祐 671-1531 兵庫県揖保郡太子町立岡４４０番地５－４ 792751530 西播(龍健)第701-48 平成31年2月26日 令和7年2月28日 平成31年2月26日
000028 6000171314 豆富は白い　白いはうさぎ 671-1522 揖保郡太子町矢田部88 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社２Ｋ２ 代表取締役 飯田 晃祐 671-1531 兵庫県揖保郡太子町立岡４４０番地５－４ 792751530 西播(龍健)第706-7 平成31年2月26日 令和7年2月28日 平成31年2月26日
000028 6000171316 道の駅新宮食堂(CCW) 679-4342 たつの市新宮町平野99-2 791750548 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第708-64 平成31年2月26日 令和6年2月29日 平成31年2月26日
000028 6000171357 平塚素麺 671-2565 宍粟市山崎町高下1823 めん類製造業 一般 平塚 勇 西播(龍健)第721-87 平成31年2月26日 令和7年2月28日 平成31年2月26日
000028 6000171387 LatteArt-Bar Z.E.R.O 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 橘 宏樹 西播(龍健)第700-218 平成31年2月28日 令和6年2月29日 平成31年2月28日
000028 6000171427 Larme 671-1511 揖保郡太子町太田2133ﾀｳﾝﾌﾟﾗｻﾞDEN2階 792762999 飲食店営業(4)その他 一般 鷲野 干樹 西播(龍健)第700-222 平成31年2月28日 令和7年2月28日 平成31年2月28日
000028 6000171446 田口食品株式会社 679-4155 たつの市揖保町揖保中300 791678000 菓子製造業 一般 田口食品株式会社 代表取締役 田口 晴喜 678-0003 兵庫県相生市陸東汐見塚１０番５ 791678000 西播(龍健)第701-49 平成31年3月8日 令和7年5月31日 平成31年3月8日
000028 6000171447 田口食品株式会社 679-4155 たつの市揖保町揖保中300 791678000 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 田口食品株式会社 代表取締役 田口 晴喜 678-0003 兵庫県相生市陸東汐見塚１０番５ 791678000 西播(龍健)第706-8 平成31年3月8日 令和7年5月31日 平成31年3月8日
000028 6000171463 みどりの健康舎「ゆう・あい・いしい」 679-5322 佐用郡佐用町上石井764-1 790850100 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社ﾃｨｰ.ｴｽ.ﾋﾞｰ 代表社員 榎本 拓郎 675-0062 兵庫県加古川市加古川町美乃利7-4ｺｺｼｬﾙﾑ102号 794255942 西播(龍健)第700-223 平成31年3月7日 令和7年5月31日 平成31年3月7日
000028 6000171543 上月地域づくり協議会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 樫本 忠美 西播(龍健)第700-224 平成31年3月13日 令和6年5月31日 平成31年3月13日
000028 6000171608 日本丸天醤油株式会社 671-1601 たつの市揖保川町半田672 791723535 アイスクリーム類製造業 一般 日本丸天醬油株式会社 代表取締役 延賀 海輝 671-1601 兵庫県たつの市揖保川町半田672 791723535 西播(龍健)第710-6 平成31年3月18日 令和7年5月31日 平成31年3月18日
000028 6000171637 山里工房 671-4105 宍粟市一宮町上岸田４４６－１ 790740236 菓子製造業 一般 秋武 浩代 西播(龍健)第701-50 平成31年3月19日 令和7年5月31日 平成31年3月19日
000028 6000171652 仲屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 前原 利公 西播(龍健)第700-226 平成31年3月20日 令和6年5月31日 平成31年3月20日
000028 6000171659 ｶﾉﾝｷｯﾁﾝ 671-1532 揖保郡太子町糸井258-1 792770866 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ﾍﾞｽﾄｽﾀｯﾌ 代表取締役 赤松 裕貴 672-8080 兵庫県姫路市飾磨区英賀宮町2-176 792803077 西播(龍健)第700-225 平成31年3月19日 令和7年5月31日 平成31年3月19日
000028 6000171702 ドライブインナガサワ山崎店 671-2521 宍粟市山崎町木ノ谷字山元5-1 790628777 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第708-66 平成31年3月25日 令和6年5月31日 平成31年3月25日
000028 6000171713 北條製餡株式会社 671-1522 揖保郡太子町矢田部456-1 792770203 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 北條製餡株式会社 代表取締役 北條 義幸 670-0992 兵庫県姫路市福沢町93 792770203 西播(龍健)第706-9 平成31年3月26日 令和8年5月31日 平成31年3月26日
000028 6000171776 藤本商店 671-2554 宍粟市山崎町御名99-1 790620651 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤本 とし子 西播(龍健)第700-228 平成31年3月29日 令和7年5月31日 平成31年3月29日
000028 6000171777 藤本商店 671-2554 宍粟市山崎町御名99-1 魚介類販売業 一般 藤本 とし子 西播(龍健)第704-35 平成31年3月29日 令和7年5月31日 平成31年3月29日
000028 6000171778 藤本商店 671-2554 宍粟市山崎町御名99-1 食肉販売業 一般 藤本 とし子 西播(龍健)第713-46 平成31年3月29日 令和7年5月31日 平成31年3月29日
000028 6000171781 ぱぁぁねでっせ龍野店 679-4121 たつの市龍野町島田10-1 菓子製造業 一般 株式会社オカノベーカリー 代表取締役 岡野 吉純 671-0234 兵庫県姫路市御国野町国分寺３９１番地 792539630 西播(龍健)第701-51 平成31年3月29日 令和7年5月31日 平成31年3月29日
000028 6000171833 人参ｸﾞﾙｰﾌﾟかきもち 679-4342 たつの市新宮町平野84-3 791750858 菓子製造業 一般 塩谷 絹恵 西播(龍健)第701-52 平成31年3月29日 令和7年5月31日 平成31年3月29日
000028 6000171860 ﾛｰｿﾝ新宮栗町店 679-5155 たつの市新宮町栗町字廣芝269 791780005 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社　光明 代表取締役 碓井 光男 679-4315 兵庫県たつの市新宮町井野原612-6 791752826 西播(龍健)第700-230 平成31年3月29日 令和7年5月31日 平成31年3月29日
000028 6000171870 山椒ファクトリー株式会社中区工場 679-4313 たつの市新宮町新宮４００ 791753401 そうざい製造業 一般 山椒ファクトリー株式会社 代表取締役 田中 瑞樹 679-4313 兵庫県たつの市新宮町新宮３２７番地 791753401 西播(龍健)第722-24 平成31年3月29日 令和7年5月31日 平成31年3月29日
000028 6000171871 山椒ファクトリー株式会社南区工場 679-4313 たつの市新宮町新宮３８７ 791753401 そうざい製造業 一般 山椒ファクトリー株式会社 代表取締役 田中 瑞樹 679-4313 兵庫県たつの市新宮町新宮３２７番地 791753401 西播(龍健)第722-23 平成31年3月29日 令和7年5月31日 平成31年3月29日
000028 6000171944 旧中川邸 679-4164 たつの市龍野町立町３８ 791728388 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一般社団法人はりまのこ 代表理事 畑本 康介 679-4164 兵庫県たつの市龍野町立町３８番地 791728388 西播(龍健)第700-1 平成31年4月10日 令和7年5月31日 平成31年4月10日
000028 6000171945 松尾商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 松尾 和佳 西播(龍健)第700-2 平成31年4月10日 令和6年5月31日 平成31年4月10日
000028 6000171946 松尾商店２ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 松尾 精二 西播(龍健)第700-3 平成31年4月10日 令和6年5月31日 平成31年4月10日
000028 6000171993 Ｅ.Ａ.Ｔ　ＳＴＯＲＥ　ｃａｆｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 吉田 美咲 西播(龍健)第700-5 平成31年4月15日 令和6年5月31日 平成31年4月15日
000028 6000171998 （株）なおくら 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社なおくら 代表取締役 畠山 尚志 679-3124 兵庫県神崎郡神河町南小田２１７番地の１ 西播(龍健)第700-4 平成31年4月15日 令和6年5月31日 平成31年4月15日
000028 6000171999 （株）なおくら 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 株式会社なおくら 代表取締役 畠山 尚志 679-3124 兵庫県神崎郡神河町南小田２１７番地の１ 西播(龍健)第701-1 平成31年4月15日 令和6年5月31日 平成31年4月15日
000028 6000172040 愛ランド 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 791762686 飲食店営業(4)その他 露店 特定非営利活動法人愛ランド 理事 武内 美佳 679-4327 兵庫県たつの市新宮町中野庄８０番地 791762686 西播(龍健)第700-6 平成31年4月18日 令和6年5月31日 平成31年4月18日
000028 6000172059 田渕製粉製麺株式会社 679-5154 たつの市新宮町鍛冶屋５３２ 791768484 めん類製造業 一般 田渕製粉製麺株式会社 代表取締役 田渕 環 679-4313 兵庫県たつの市新宮町新宮１５６番地 791768484 西播(龍健)第721-1 平成31年4月19日 令和7年5月31日 平成31年4月19日
000028 6000172060 井上直人製麺所 679-4314 たつの市新宮町曽我井６４４ めん類製造業 一般 井上 直人 西播(龍健)第721-2 平成31年4月19日 令和7年5月31日 平成31年4月19日
000028 6000172061 ミートショップ加たおか 679-4315 たつの市新宮町井野原２８１－６ 食肉処理業 一般 片岡 敏子 西播(龍健)第712-1 平成31年4月19日 令和7年5月31日 平成31年4月19日
000028 6000172062 ミートショップ加たおか 679-4315 たつの市新宮町井野原２８１－６ 食肉販売業 一般 片岡 敏子 西播(龍健)第713-1 平成31年4月19日 令和7年5月31日 平成31年4月19日
000028 6000172064 義則宏紀製麺所 679-4314 たつの市新宮町曽我井５９５－１ めん類製造業 一般 義則 宏紀 西播(龍健)第721-4 平成31年4月19日 令和7年5月31日 平成31年4月19日
000028 6000172069 たつ庵 679-4122 たつの市龍野町日飼字村前３３５－２０ 飲食店営業(4)その他 露店 上田 達也 西播(龍健)第700-7 平成31年4月23日 令和6年5月31日 平成31年4月23日
000028 6000172070 たつ庵 679-4122 たつの市龍野町日飼字村前３３５－２０ 菓子製造業 露店 上田 達也 西播(龍健)第701-2 平成31年4月23日 令和6年5月31日 平成31年4月23日
000028 6000172080 井上製麺所 671-4245 宍粟市波賀町日見谷２１２ めん類製造業 一般 井上 悟 西播(龍健)第721-5 平成31年4月23日 令和7年5月31日 平成31年4月23日
000028 6000172085 喫茶　そら 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 林 幸一郎 西播(龍健)第700-10 平成31年4月23日 令和6年5月31日 平成31年4月23日
000028 6000172123 ＪＯＵＲＮＥＹ 671-2576 宍粟市山崎町鹿沢１３３－８ 飲食店営業(4)その他 一般 飯塚 正浩 西播(龍健)第700-15 平成31年4月24日 令和7年5月31日 平成31年4月24日
000028 6000172197 Sadoya 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 坂口 あかり 西播(龍健)第700-23 平成31年4月26日 令和6年5月31日 平成31年4月26日
000028 6000172233 太子町加工グループ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 太子加工合同会社 代表社員 長谷川 壽子 671-1534 兵庫県揖保郡太子町福地５４６番地４ 西播(龍健)第700-29 令和1年5月7日 令和6年5月31日 令和1年5月7日
000028 6000172248 竹内商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 竹内 博文 西播(龍健)第700-34 令和1年5月9日 令和6年5月31日 令和1年5月9日
000028 6000172262 お好み焼　花火 671-1511 揖保郡太子町太田１９７８－１ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社向洋 代表取締役 髙石 保成 671-2116 兵庫県姫路市夢前町寺８５９番地 793350267 西播(龍健)第700-35 令和1年5月9日 令和7年5月31日 令和1年5月9日
000028 6000172275 はりかい姫路城店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 792285360 飲食店営業(4)その他 露店 有限会社播磨海洋牧場 取締役 向井 昭博 670-0975 兵庫県姫路市中地南町１１９番地 792285360 西播(龍健)第700-36 令和1年5月9日 令和6年5月31日 令和1年5月9日
000028 6000172301 春江 679-5147 佐用郡佐用町末廣１４６６－１ 菓子製造業 一般 春江 博明 西播(龍健)第701-7 令和1年5月14日 令和7年5月31日 令和1年5月14日
000028 6000172314 Ｒｏｃｏ ～お菓子の物語～ 671-1575 揖保郡太子町佐用岡６５７－１ 菓子製造業 一般 亀井 裕子 西播(龍健)第701-8 令和1年5月14日 令和7年5月31日 令和1年5月14日
000028 6000172317 青山スポーツガーデン 671-1501 揖保郡太子町山田字柴崎６６８－２ 792670501 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社グローバル開発 取締役 河本 幸子 530-0026 大阪府大阪市北区神山町１番１５号 西播(龍健)第700-40 令和1年5月10日 令和7年5月31日 令和1年5月10日
000028 6000172321 スナック Ｃ．Ａ．Ｌ． 671-1522 揖保郡太子町矢田部３１７－３プラザヤタベ１Ｆ 792772122 飲食店営業(4)その他 一般 塚本 静香 西播(龍健)第700-11 令和1年5月13日 令和7年5月31日 令和1年5月13日
000028 6000172331 川嶋製麺株式会社 671-1555 揖保郡太子町宮本１３８ 792761710 めん類製造業 一般 川嶋製麵株式会社 代表取締役 川嶋 剛 671-1555 兵庫県揖保郡太子町宮本１３８番地 792761710 西播(龍健)第721-6 令和1年5月16日 令和7年5月31日 令和1年5月16日
000028 6000172489 マックスバリュ揖保川店 671-1621 たつの市揖保川町正條字柿ヶ坪３６－１ 791724233 喫茶店営業 自動販売機 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第708-9 令和1年5月22日 令和6年5月31日 令和1年5月22日
000028 6000172502 坂市商店 671-1332 たつの市御津町室津２９０ 793240234 そうざい製造業 一般 坂上 浩祐 西播(龍健)第722-1 令和1年5月24日 令和7年5月31日 令和1年5月24日
000028 6000172566 味わいの里三日月 679-5134 佐用郡佐用町乃井野１２６６ 790792521 めん類製造業 一般 株式会社元気工房さよう 衣笠 俊博 679-5134 兵庫県佐用郡佐用町乃井野１２６６番地 790792521 西播(龍健)第721-9 令和1年5月28日 令和7年5月31日 令和1年5月28日
000028 6000172613 町家Ｃａｆｅ＆ギャラリー　さんしょう 671-2577 宍粟市山崎町山崎５０－１ 菓子製造業 一般 前野 良造 西播(龍健)第701-12 令和1年5月31日 令和7年5月31日 令和1年5月31日
000028 6000172619 小島商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 小島 幸太 西播(龍健)第700-58 令和1年5月31日 令和6年5月31日 令和1年5月31日
000028 6000172786 デービー精工　山崎工場 671-2552 宍粟市山崎町段８２０－２ 790633511 喫茶店営業 自動販売機 ヤスダ産業株式会社 代表取締役 安田 喜昭 672-8023 兵庫県姫路市白浜町甲８４１番地の３４ 792453090 西播(龍健)第708-14 令和1年6月11日 令和6年8月31日 令和1年6月11日
000028 6000172855 道の駅しんぐう 679-4342 たつの市新宮町平野９９－２ 791750548 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 株式会社共立ソリューションズ 代表取締役 中村 幸治 104-0045 東京都中央区築地１２番１０号 335463636 西播(龍健)第1-103 令和4年7月19日 令和10年8月31日 令和4年7月19日
000028 6000172923 ＨＯ－ＲＡＩ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中川 昇子 西播(龍健)第700-60 令和1年6月19日 令和6年8月31日 令和1年6月19日
000028 6000173032 三木商店 679-5202 佐用郡佐用町中島１１０２－１ 魚介類販売業 一般 三木 学 西播(龍健)第704-7 令和1年6月27日 令和7年8月31日 令和1年6月27日
000028 6000173058 パーチ・ゲストハウス 679-4166 たつの市龍野町川原町２１８－１ 791729880 飲食店営業(3)旅館 一般 足立 祐基 西播(龍健)第700-61 令和1年6月25日 令和7年8月31日 令和1年6月25日
000028 6000173076 名田忠山荘 671-1332 たつの市御津町室津８９６－９５ 793240840 飲食店営業(3)旅館 一般 名田 隆行 西播(龍健)第700-62 令和1年7月1日 令和7年8月31日 令和1年7月1日
000028 6000173159 ＺＵＮＢＵＲＧ　ＳＵＲＦ 671-1502 揖保郡太子町原４４９－１ 792878004 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＺＵＮＢＵＲＧ 代表取締役 馬場 紳介 679-2203 兵庫県神崎郡福崎町南田原２３８７－１ 790230198 西播(龍健)第700-63 令和1年7月4日 令和7年8月31日 令和1年7月4日
000028 6000173174 ハピネス 671-4114 宍粟市一宮町福野１６０－２ 喫茶店営業 一般 飯田 里美 西播(龍健)第708-19 令和1年7月5日 令和7年8月31日 令和1年7月5日
000028 6000173184 三井住友銀行　龍野支店 679-4167 たつの市龍野町富永２８８－３ 791631211 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ウオクニ株式会社 代表取締役 野々村 充教 657-0842 兵庫県神戸市灘区船寺通四丁目５番１６号 788019814 西播(龍健)第700-65 令和1年7月10日 令和8年8月31日 令和1年7月10日
000028 6000173233 ともいき食堂 671-2501 宍粟市山崎町上ノ１６１８－１ 790650071 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田上 哲生 西播(龍健)第700-67 令和1年7月11日 令和7年8月31日 令和1年7月11日
000028 6000173236 いこいの家　喜代 671-2519 宍粟市山崎町下町４５９－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木庭 喜代美 西播(龍健)第700-68 令和1年7月11日 令和7年8月31日 令和1年7月11日
000028 6000173259 こころ豊かな人づくり５００人委員  西播磨ＯＢ会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 上田 ちよみ 西播(龍健)第700-69 令和1年7月11日 令和6年8月31日 令和1年7月11日
000028 6000173289 株式会社エーツーエム 679-4313 たつの市新宮町新宮３６９－１１ 791753341 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社エーツーエム 代表取締役 横田 明利 670-0982 兵庫県姫路市岡田２５６番地７ 792608228 西播(龍健)第700-77 令和1年7月16日 令和7年8月31日 令和1年7月16日
000028 6000173305 就労継続支援Ｂ型事業所あすか 671-1511 揖保郡太子町太田１７５１－１ 792750220 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 社会福祉法人あすか会 理事長 藤井 幸一 671-1511 兵庫県揖保郡太子町太田２３３０番地 792752281 西播(龍健)第700-70 令和1年7月17日 令和7年8月31日 令和1年7月17日
000028 6000173306 就労継続支援Ｂ型事業所あすか 671-1511 揖保郡太子町太田１７５１－１ 792750220 菓子製造業 一般 社会福祉法人あすか会 理事長 藤井 幸一 671-1511 兵庫県揖保郡太子町太田２３３０番地 792752281 西播(龍健)第701-15 令和1年7月17日 令和7年8月31日 令和1年7月17日
000028 6000173307 太子屋台　十兵衛 671-1523 揖保郡太子町東南３８３－３ 792758488 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社桔梗屋 代表取締役 中村 啓寛 671-1521 兵庫県揖保郡太子町東出８２番地２２ 792763616 西播(龍健)第700-78 令和1年7月17日 令和7年8月31日 令和1年7月17日
000028 6000173315 小さなパン工房　ｕｒｕｓｈｉｈａｒａ 679-5521 佐用郡佐用町早瀬676 790860155 飲食店営業(4)その他 一般 漆原 沙織 西播(龍健)第700-72 令和1年7月17日 令和7年8月31日 令和1年7月17日
000028 6000173324 ハリマ農業協同組合 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 ハリマ農業協同組合 代表理事 上野 智也 671-4132 兵庫県宍粟市一宮町東市場４２９番地の１ 790721234 西播(龍健)第700-79 令和1年7月19日 令和6年8月31日 令和1年7月19日
000028 6000173345 海鮮酒房　りょう　シニア店 679-4167 たつの市龍野町富永３１１－３ 791629505 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 綾部 雄一 西播(龍健)第700-87 令和1年7月19日 令和7年8月31日 令和1年7月19日
000028 6000173462 讃岐の製麺所　あやがわうどん 671-1523 揖保郡太子町東南６４０－３ 792753147 菓子製造業 一般 株式会社入船 代表取締役 入江 建介 676-0051 兵庫県高砂市高砂町横町１０３３番地 794435500 西播(龍健)第701-19 令和1年7月30日 令和7年8月31日 令和1年7月30日
000028 6000173486 レインボーフーズ２ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 柴原 正典 西播(龍健)第700-93 令和1年7月31日 令和6年8月31日 令和1年7月31日
000028 6000173518 株式会社はりま 671-1621 たつの市揖保川町正條48-5 791724380 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社はりま 代表取締役 大西 利宣 671-1621 兵庫県たつの市揖保川町正條48-5 791724380 西播(龍健)第700-94 令和1年8月1日 令和7年8月31日 令和1年8月1日
000028 6000173522 居酒屋　ごん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山本 規哲 西播(龍健)第700-95 令和1年8月1日 令和6年8月31日 令和1年8月1日
000028 6000173538 秋久製麺所 671-3211 宍粟市千種町岩野辺１７９６－１ 790762188 めん類製造業 一般 秋久 真佐美 西播(龍健)第721-12 令和1年8月2日 令和7年8月31日 令和1年8月2日
000028 6000173539 裕 671-2571 宍粟市山崎町上寺１２７－２ 飲食店営業(4)その他 一般 杉江 淑子 西播(龍健)第700-96 令和1年8月2日 令和7年8月31日 令和1年8月2日
000028 6000173541 カフェ 嘉右ェ門 671-2501 宍粟市山崎町上ノ１１９４ 790650327 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 矢野 妙子 西播(龍健)第700-97 令和1年8月2日 令和7年8月31日 令和1年8月2日
000028 6000173558 菓子と珈琲　朔 679-4166 たつの市龍野町川原町１０６ 菓子製造業 一般 吉田 元幸 西播(龍健)第701-21 令和1年8月7日 令和7年8月31日 令和1年8月7日
000028 6000173599 株式会社１ＷＡ 679-4344 たつの市新宮町善定１１９ 791750913 めん類製造業 一般 株式会社１ＷＡ 代表取締役 金谷 学 679-4344 兵庫県たつの市新宮町善定１１９番地 西播(龍健)第721-14 令和1年8月7日 令和6年8月31日 令和1年8月7日
000028 6000173689 グラスガーデン 679-5165 たつの市新宮町光都３－４６２－４５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山田 健太郎 西播(龍健)第700-104 令和1年8月16日 令和7年8月31日 令和1年8月16日
000028 6000173786 春名基洋製麺所 671-3224 宍粟市千種町七野３１５ めん類製造業 一般 春名 基洋 西播(龍健)第721-22 令和1年8月28日 令和7年8月31日 令和1年8月28日
000028 6000173789 河野製麺所 671-4132 宍粟市一宮町東市場２４ 790722288 めん類製造業 一般 河野 拓也 西播(龍健)第721-18 令和1年8月27日 令和7年8月31日 令和1年8月27日
000028 6000173838 ローソン山崎三津店 671-2516 宍粟市山崎町三津字小牛芝９９－１ 790631088 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ローソン 代表取締役 竹増 貞信 141-0032 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 366353963 西播(龍健)第700-112 令和1年8月29日 令和8年8月31日 令和1年8月29日
000028 6000173869 ふるさと 679-4164 たつの市龍野町立町５３ 791728931 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人ひとまちあーと 理事 畑本 康介 679-4161 兵庫県たつの市龍野町日山４３７番地 791635001 西播(龍健)第700-114 令和1年9月4日 令和7年11月30日 令和1年9月4日
000028 6000173914 やきとり竜鳳　宇都宮８８０あ１６１９ 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社全国チェーン竜鳳 代表取締役 鈴木 美圭 321-0346 栃木県宇都宮市下荒針町３５９０番地１ 283053133 西播(龍健)第700-115 令和1年9月9日 令和6年11月30日 令和1年9月9日
000028 6000173927 南光ひまわりの会 679-5205 佐用郡佐用町安川２３９ 790780272 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 鎌田 美佐江 西播(龍健)第700-116 令和1年9月9日 令和7年11月30日 令和1年9月9日
000028 6000173928 南光ひまわりの会 679-5205 佐用郡佐用町安川２３９ 790780272 菓子製造業 一般 鎌田 美佐江 西播(龍健)第701-30 令和1年9月9日 令和7年11月30日 令和1年9月9日
000028 6000173999 キッチンＳＡＮＳＡＲＡ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 碓井 大介 西播(龍健)第700-118 令和1年9月13日 令和6年11月30日 令和1年9月13日
000028 6000174012 波賀町農林水産物流通加工施設 671-4241 宍粟市波賀町安賀８－１ 790753999 ソース類製造業 一般 宍粟メイプル株式会社 代表取締役 富田 健次 671-4241 兵庫県宍粟市波賀町安賀８番地の１ 790753999 西播(龍健)第718-2 令和1年9月17日 令和7年11月30日 令和1年9月17日
000028 6000174051 一真 671-4138 宍粟市一宮町西安積２４５－１ 飲食店営業(4)その他 一般 吉岡 真基 西播(龍健)第700-117 令和1年9月20日 令和7年11月30日 令和1年9月20日
000028 6000174054 美しい村づくり交流館 671-4243 宍粟市波賀町小野５１１－１ 791752761 菓子製造業 一般 赤松 美知子 西播(龍健)第701-31 令和1年9月20日 令和7年11月30日 令和1年9月20日
000028 6000174071 なかむら 671-1543 揖保郡太子町沖代６８ 792762600 飲食店営業(4)その他 一般 榎並 千鶴代 西播(龍健)第700-120 令和1年9月20日 令和7年11月30日 令和1年9月20日
000028 6000174085 から好し 太子町 671-1521 揖保郡太子町東出８２－１ 792776655 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保一丁目２５番８号 422375218 西播(龍健)第700-121 令和1年9月24日 令和8年11月30日 令和1年9月24日
000028 6000174087 和楽 671-1534 揖保郡太子町福地２３５－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 首藤 光一 西播(龍健)第700-122 令和1年9月24日 令和7年11月30日 令和1年9月24日
000028 6000174088 大西製麺所 679-5152 たつの市新宮町牧２０４２－１ めん類製造業 一般 大西 勝 西播(龍健)第721-23 令和1年9月24日 令和7年11月30日 令和1年9月24日
000028 6000174122 恵欣屋 679-4134 たつの市誉田町広山２－２０ 791689116 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上田 瑛子 西播(龍健)第700-123 令和1年9月25日 令和7年11月30日 令和1年9月25日
000028 6000174184 大阪屋 671-4131 宍粟市一宮町安積１３５０－１ 790720070 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 前橋 雅和 西播(龍健)第700-125 令和1年9月30日 令和7年11月30日 令和1年9月30日
000028 6000174185 一般社団法人みみずく耕房 671-2553 宍粟市山崎町鶴木184-5 790627826 喫茶店営業 露店 一般社団法人みみずく耕房 代表理事 石田 初美 671-2553 兵庫県宍粟市山崎町鶴木184-5 790627826 西播(龍健)第708-30 令和1年10月1日 令和6年11月30日 令和1年10月1日
000028 6000174197 サービス付き高齢者向け住宅  リバーサイドなかやす 679-5203 佐用郡佐用町米田１１０ 790788343 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 医療法人社団一葉会 理事長 森 光樹 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用１１１１番地 790822321 西播(龍健)第700-126 令和1年9月30日 令和7年11月30日 令和1年9月30日
000028 6000174201 山根幹雄製麺所 671-2512 宍粟市山崎町与位１０５８ 790739082 めん類製造業 一般 山根 幹雄 西播(龍健)第721-24 令和1年9月30日 令和6年11月30日 令和1年9月30日
000028 6000174205 カラオケキッサきらく 671-3201 宍粟市千種町千草８４５－１ 790762525 飲食店営業(4)その他 一般 春名 恵美 西播(龍健)第700-124 令和1年10月2日 令和7年11月30日 令和1年10月2日
000028 6000174207 ギョーザ　中華そば　ねぎとにんにく 679-4315 たつの市新宮町井野原５５４－１ 791728355 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松江 一記 西播(龍健)第700-127 令和1年10月1日 令和7年11月30日 令和1年10月1日
000028 6000174208 ギョーザ　中華そば　ねぎとにんにく 679-4315 たつの市新宮町井野原５５４－１ 791728355 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 松江 一記 西播(龍健)第706-4 令和1年10月1日 令和7年11月30日 令和1年10月1日



000028 6000174209 ギョーザ　中華そば　ねぎとにんにく 679-4315 たつの市新宮町井野原５５４－１ 791728355 食肉販売業 一般 松江 一記 西播(龍健)第713-23 令和1年10月1日 令和7年11月30日 令和1年10月1日
000028 6000174210 ギョーザ　中華そば　ねぎとにんにく 679-4315 たつの市新宮町井野原５５４－１ 791728355 めん類製造業 一般 松江 一記 西播(龍健)第721-25 令和1年10月1日 令和7年11月30日 令和1年10月1日
000028 6000174272 津田水産 671-1332 たつの市御津町室津１０３４－４５ 792878299 魚介類販売業 一般 津田 和哉 西播(龍健)第704-15 令和1年10月8日 令和7年11月30日 令和1年10月8日
000028 6000174290 ローソン山崎三津店 671-2516 宍粟市山崎町三津字小牛芝９９－１ 790631088 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社フランクリー 代表取締役 長井 晃一 671-4232 兵庫県宍粟市波賀町齋木８１１番地２ 790753615 西播(龍健)第700-130 令和1年10月10日 令和8年11月30日 令和1年10月10日
000028 6000174302 にっこりハウス 671-2515 宍粟市山崎町五十波３９０－１ 790626882 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 社会福祉法人宍粟福祉会 理事長 森本 都規夫 671-2515 兵庫県宍粟市山崎町五十波３９０番地１ 790626882 西播(龍健)第700-129 令和1年10月10日 令和7年11月30日 令和1年10月10日
000028 6000174304 修 671-1561 揖保郡太子町鵤４９６－１ 792770883 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 入潮 修一 西播(龍健)第700-131 令和1年10月10日 令和7年11月30日 令和1年10月10日
000028 6000174305 ローソン山崎加生店 671-2570 宍粟市山崎町加生１６４－１ 790630980 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ローソン 代表取締役 竹増 貞信 141-0032 東京都品川区大崎一丁目１１番２号 366353963 西播(龍健)第700-133 令和1年10月10日 令和8年11月30日 令和1年10月10日
000028 6000174349 Ｂａｆｆｙ ｃａｆｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 坂見 直嗣 西播(龍健)第700-135 令和1年10月15日 令和6年11月30日 令和1年10月15日
000028 6000174358 みその鮮魚 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 魚介類販売業 自動車 小野 隆司 西播(龍健)第704-18 令和1年10月15日 令和6年11月30日 令和1年10月15日
000028 6000174367 おこのみ市場 671-1575 揖保郡太子町佐用岡９３０－１ 792292328 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中山 伸一郎 西播(龍健)第700-139 令和1年10月16日 令和7年11月30日 令和1年10月16日
000028 6000174380 鬨 679-5534 佐用郡佐用町西大畠４５６－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石山 希明 西播(龍健)第700-140 令和1年10月17日 令和6年11月30日 令和1年10月17日
000028 6000174413 かんかん亭 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 釜田 昌昭 西播(龍健)第700-141 令和1年10月24日 令和6年11月30日 令和1年10月24日
000028 6000174431 なかじん 000-0000 宍粟市内一円 飲食店営業(4)その他 露店 中路 文仁 西播(龍健)第700-144 令和1年10月21日 令和6年11月30日 令和1年10月21日
000028 6000174487 辻麺業株式会社 671-1522 揖保郡太子町矢田部７４ 792772323 食肉製品製造業 一般 辻麺業株式会社 代表取締役 辻 明典 671-1522 兵庫県揖保郡太子町矢田部７４番地 792772323 西播(龍健)第714-1 令和1年10月28日 令和7年11月30日 令和1年10月28日
000028 6000174531 咲菴 679-4166 たつの市龍野町川原町１５１－１ 791789270 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中嶋 英子 西播(龍健)第700-151 令和1年10月29日 令和7年11月30日 令和1年10月29日
000028 6000174539 谷口商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 谷口 茂信 西播(龍健)第700-155 令和1年10月30日 令和6年11月30日 令和1年10月30日
000028 6000174545 えびす 671-1342 たつの市御津町朝臣６６３－１ 菓子製造業 一般 戎脇 幸絵 西播(龍健)第701-32 令和1年11月1日 令和7年11月30日 令和1年11月1日
000028 6000174550 うまかハーブ鳥本店 679-4167 たつの市龍野町富永７６０－２ 120014187 飲食店営業(4)その他 一般 薮本 満洋 西播(龍健)第700-145 令和1年10月29日 令和7年11月30日 令和1年10月29日
000028 6000174553 ＭＯＯＤ 671-2572 宍粟市山崎町庄能１５２－１ 飲食店営業(4)その他 一般 岩田 瑞起 西播(龍健)第700-153 令和1年10月30日 令和7年11月30日 令和1年10月30日
000028 6000174561 特定非営利活動法人青い家 671-2565 宍粟市山崎町高下１２１７ 790623431 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人青い家 理事 舟引 道之 671-2565 兵庫県宍粟市山崎町高下１２１７番地 790623431 西播(龍健)第700-147 令和1年10月31日 令和7年11月30日 令和1年10月31日
000028 6000174629 宝丸水産　つくだ煮 671-1331 たつの市御津町岩見１２６５－１ 飲食店営業(4)その他 一般 池田 和代 西播(龍健)第700-162 令和1年11月8日 令和7年11月30日 令和1年11月8日
000028 6000174630 宝丸水産　つくだ煮 671-1331 たつの市御津町岩見１２６５－１ そうざい製造業 一般 池田 和代 西播(龍健)第722-4 令和1年11月8日 令和7年11月30日 令和1年11月8日
000028 6000174650 ＲＡＫＵＤＡ 671-1531 揖保郡太子町立岡１５２－５－１ 792776255 飲食店営業(4)その他 一般 上谷 暢宏 西播(龍健)第700-163 令和1年11月8日 令和7年11月30日 令和1年11月8日
000028 6000174651 ベリーベリースープ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中田 純平 西播(龍健)第700-165 令和1年11月8日 令和6年11月30日 令和1年11月8日
000028 6000174666 ＲＥＩＳ　ＫＥＢＡＢ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 エスキジオグル イスマイル 西播(龍健)第700-169 令和1年11月8日 令和6年11月30日 令和1年11月8日
000028 6000174677 森口製粉製麺株式会社 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 森口製粉製麺株式会社 代表取締役 森口 暢啓 679-4106 兵庫県たつの市神岡町横内１７３番地 791650266 西播(龍健)第700-170 令和1年11月11日 令和6年11月30日 令和1年11月11日
000028 6000174716 温（おん） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 佐久間 祐一 西播(龍健)第700-172 令和1年11月13日 令和6年11月30日 令和1年11月13日
000028 6000174717 ＳＵＳＨＩ＆ＶＥＧＥＴＡＢＬＥ　心 679-4166 たつの市龍野町川原町１５１－１－１０１ 790632353 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 良一 西播(龍健)第700-174 令和1年11月13日 令和7年11月30日 令和1年11月13日
000028 6000174732 さかな道楽 御津店 671-1341 たつの市御津町釜屋８－９ 793223931 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 大西 勝隆 西播(龍健)第700-179 令和1年11月13日 令和7年11月30日 令和1年11月13日
000028 6000174783 Ｃｌｏｖｅｒ 671-1621 たつの市揖保川町正條１１０７ 菓子製造業 一般 釣 誠司 西播(龍健)第701-37 令和1年11月18日 令和7年11月30日 令和1年11月18日
000028 6000174784 Ｃｌｏｖｅｒ 671-1621 たつの市揖保川町正條１１０７ 飲食店営業(4)その他 一般 釣 誠司 西播(龍健)第700-182 令和1年11月18日 令和7年11月30日 令和1年11月18日
000028 6000174787 やきとり竜鳳　宇都宮８８０あ１６０５ 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社全国チェーン竜鳳 代表取締役 鈴木 美圭 321-0346 栃木県宇都宮市下荒針町３５９０番地１ 283053133 西播(龍健)第700-185 令和1年11月19日 令和6年11月30日 令和1年11月19日
000028 6000174789 鮮魚と地鶏と旨い酒　小粋 671-1561 揖保郡太子町鵤１５７－５　１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 堂本 健太 西播(龍健)第700-186 令和1年11月19日 令和7年11月30日 令和1年11月19日
000028 6000174795 津田宇水産 671-1332 たつの市御津町室津８５０ 793240918 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 津田宇水産株式会社 代表取締役 津田 侑典 671-1332 兵庫県たつの市御津町室津１３１６番地１ 793240907 西播(龍健)第700-193 令和1年11月19日 令和7年11月30日 令和1年11月19日
000028 6000174800 魚光鮮魚店 671-1531 揖保郡太子町立岡１５３－１ 792766466 そうざい製造業 一般 小泉 好美 西播(龍健)第722-7 令和1年11月20日 令和7年11月30日 令和1年11月20日
000028 6000174836 ｃａｌｕｌｕ　ｔｒｕｃｋ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社宇髙 代表取締役 宇髙 清 794-0021 愛媛県今治市米屋町二丁目１番地の１８ 西播(龍健)第700-171 令和1年11月27日 令和6年11月30日 令和1年11月27日
000028 6000174837 ｃａｌｕｌｕ　ｔｒｕｃｋ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 株式会社宇髙 代表取締役 宇髙 清 794-0021 愛媛県今治市米屋町二丁目１番地の１８ 西播(龍健)第701-35 令和1年11月27日 令和6年11月30日 令和1年11月27日
000028 6000174899 ローソン山崎加生店 671-2570 宍粟市山崎町加生１６４－１ 790625508 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社トラスト 代表取締役 大谷 栄子 679-4313 兵庫県たつの市新宮町新宮４１２番地の４ 791762007 西播(龍健)第700-203 令和1年11月27日 令和8年11月30日 令和1年11月27日
000028 6000174941 いまい農場 671-3211 宍粟市千種町岩野辺1065 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 今井 和夫 西播(龍健)第706-6 令和1年11月29日 令和7年11月30日 令和1年11月29日
000028 6000174947 株式会社茶良さろん西区工場 679-4313 たつの市新宮町新宮３２８ 791754340 そうざい製造業 一般 株式会社茶良さろん 代表取締役 田中 瑞樹 679-4313 兵庫県たつの市新宮町新宮北新町４８５番地 791753847 西播(龍健)第722-6 令和1年12月1日 令和8年2月28日 令和1年12月1日
000028 6000175001 ガジュマル 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 滝平 光来 西播(龍健)第700-211 令和1年11月29日 令和6年11月30日 令和1年11月29日
000028 6000175021 ローソン山崎杉ケ瀬店 671-2522 宍粟市山崎町杉ケ瀬２５０ 790630105 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社フランクリー 代表取締役 長井 晃一 671-4232 兵庫県宍粟市波賀町齋木８１１番地２ 790753615 西播(龍健)第700-212 令和1年12月2日 令和8年2月28日 令和1年12月2日
000028 6000175038 和ごころダイニング　あんずの家 679-4167 たつの市龍野町富永２９７ 791640330 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ジャポネックス 取締役 迫井 圭二 672-8045 兵庫県姫路市飾磨区中野田一丁目２１番地 792357200 西播(龍健)第700-210 令和1年12月4日 令和8年2月28日 令和1年12月4日
000028 6000175124 焼肉　力　たつの店 679-4125 たつの市龍野町末政１３－１２ 791625529 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社焼肉力 代表取締役 本庄 明俊 672-8064 兵庫県姫路市飾磨区細江６２８番地 792331213 西播(龍健)第700-213 令和1年12月11日 令和8年2月28日 令和1年12月11日
000028 6000175147 焼肉　えにし 671-1321 たつの市御津町苅屋４６３－１６ 792276969 飲食店営業(4)その他 一般 三宅 司 西播(龍健)第700-214 令和1年12月13日 令和8年2月28日 令和1年12月13日
000028 6000175148 焼肉　えにし 671-1321 たつの市御津町苅屋４６３－１６ 792276969 食肉販売業 一般 三宅 司 西播(龍健)第713-34 令和1年12月13日 令和8年2月28日 令和1年12月13日
000028 6000175155 Ｓｕｃｃｅｓｓ 671-1522 揖保郡太子町矢田部３１７－３ヤタベプラザ２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 清瀬 涼太 西播(龍健)第700-215 令和1年12月13日 令和8年2月28日 令和1年12月13日
000028 6000175184 道の駅みつ 671-1332 たつの市御津町室津８９６－２３ 793228500 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第708-42 令和1年12月17日 令和7年2月28日 令和1年12月17日
000028 6000175203 西播産業（株）太子事務所前（ＣＣＷ） 671-1553 揖保郡太子町老原５９０－３ 792770221 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第708-44 令和1年12月18日 令和7年2月28日 令和1年12月18日
000028 6000175206 西日本旅客鉄道（株）網干車輌  メンテック（ＣＣＷ） 671-1534 揖保郡太子町福地６２２ 792761131 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第708-46 令和1年12月18日 令和7年2月28日 令和1年12月18日
000028 6000175207 西日本旅客鉄道（株）網干総合車両所  台車 671-1534 揖保郡太子町福地６２２ 792768050 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第708-47 令和1年12月18日 令和7年2月28日 令和1年12月18日
000028 6000175296 四季 671-2522 宍粟市山崎町杉ケ瀬１０３－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 菅谷 寿美子 西播(龍健)第700-216 令和1年12月24日 令和8年2月28日 令和1年12月24日
000028 6000175466 さようの食堂 679-5341 佐用郡佐用町横坂４１５－１ 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 羽山 裕基 西播(龍健)第700-217 令和1年12月25日 令和8年2月28日 令和1年12月25日
000028 6000175467 さようの食堂 679-5341 佐用郡佐用町横坂４１５－１ そうざい製造業 一般 羽山 裕基 西播(龍健)第722-9 令和1年12月25日 令和8年2月28日 令和1年12月25日
000028 6000175550 スナック　Ｒｅｉｍｓ 671-1521 揖保郡太子町東出１５２－４ 飲食店営業(4)その他 一般 岡本 一枝 西播(龍健)第700-218 令和2年1月7日 令和8年2月28日 令和2年1月7日
000028 6000175551 串活やななのわ 671-2516 宍粟市山崎町三津２４８－１－１０４ 790659769 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 櫻井 基史 西播(龍健)第700-219 令和2年1月9日 令和8年2月28日 令和2年1月9日
000028 6000175552 台湾料理豊源 671-2575 宍粟市山崎町山田１１１－１ 790630188 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 翔輝株式会社 代表取締役 山岸 雅男 501-1132 岐阜県岐阜市折立８８７番地 582395678 西播(龍健)第700-220 令和2年1月9日 令和8年2月28日 令和2年1月9日
000028 6000175576 ＴＡＪＩＭＡ ｃａｆｅ．ｃｏ 679-4129 たつの市龍野町堂本１２－７－１０２ 791789611 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＴＡＪＩＭＡ 代表取締役 田中 敏 679-4121 兵庫県たつの市龍野町島田６０２番地１０ 791623260 西播(龍健)第700-224 令和2年1月14日 令和8年2月28日 令和2年1月14日
000028 6000175579 青山ゴルフクラブ第２練習場１Ｆ 671-1501 揖保郡太子町山田６６６－１３ 792663139 飲食店営業(4)その他 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 西播(龍健)第700-221 令和2年1月14日 令和7年2月28日 令和2年1月14日
000028 6000175581 青山ゴルフクラブ第１練習場１Ｆ 671-1501 揖保郡太子町山田６６７－５ 792663129 飲食店営業(4)その他 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 西播(龍健)第700-223 令和2年1月14日 令和7年2月28日 令和2年1月14日
000028 6000175685 餃子屋　福籠 671-2551 宍粟市山崎町春安３－１　１０３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 柴原 義和 西播(龍健)第700-234 令和2年1月27日 令和8年2月28日 令和2年1月27日
000028 6000175688 ほのぼのごはん 671-1651 たつの市揖保川町片島９０６－１２３ そうざい製造業 一般 前川 惠子 西播(龍健)第722-10 令和2年1月27日 令和7年2月28日 令和2年1月27日
000028 6000175703 太陽公園 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社老人ホーム太陽園 代表取締役 小林 茂 671-2246 兵庫県姫路市打越１３３９番地 792665700 西播(龍健)第700-235 令和2年1月29日 令和7年2月28日 令和2年1月29日
000028 6000175706 株式会社千江 671-1531 揖保郡太子町立岡２６７－１０ 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社千江 代表取締役 安田 チヱ子 671-1531 兵庫県揖保郡太子町立岡２６７番地１０ 西播(龍健)第700-236 令和2年1月29日 令和8年2月28日 令和2年1月29日
000028 6000175707 株式会社千江 671-1531 揖保郡太子町立岡２６７－１０ 菓子製造業 一般 株式会社千江 代表取締役 安田 チヱ子 671-1531 兵庫県揖保郡太子町立岡２６７番地１０ 西播(龍健)第701-42 令和2年1月29日 令和8年2月28日 令和2年1月29日
000028 6000175708 株式会社千江 671-1531 揖保郡太子町立岡２６７－１０ そうざい製造業 一般 株式会社千江 代表取締役 安田 チヱ子 671-1531 兵庫県揖保郡太子町立岡２６７番地１０ 西播(龍健)第722-11 令和2年1月29日 令和8年2月28日 令和2年1月29日
000028 6000175716 土万ふれあいの館 671-2569 宍粟市山崎町土万１５１５－２ 790670359 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 鈴木 千秋 西播(龍健)第700-237 令和2年1月31日 令和8年2月28日 令和2年1月31日
000028 6000175717 土万ふれあいの館 671-2569 宍粟市山崎町土万１５１５－２ 790670359 菓子製造業 一般 鈴木 千秋 西播(龍健)第701-43 令和2年1月31日 令和8年2月28日 令和2年1月31日
000028 6000175719 土万ふれあいの館 671-2569 宍粟市山崎町土万１５１５－２ 790670359 そうざい製造業 一般 鈴木 千秋 西播(龍健)第722-12 令和2年1月31日 令和8年2月28日 令和2年1月31日
000028 6000175781 ジャパンフード(株)横山基礎工事 食堂 679-5521 佐用郡佐用町早瀬６６９－１ 790822215 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ジャパンフード株式会社 代表取締役 富田 和昭 039-2185 青森県上北郡おいらせ町字上久保６３番地１４ 176276602 西播(龍健)第700-242 令和2年2月3日 令和8年2月28日 令和2年2月3日
000028 6000175841 魚一 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 魚介類販売業 自動車 市川 ふくゑ 西播(龍健)第704-40 令和2年2月5日 令和7年2月28日 令和2年2月5日
000028 6000175861 やきとり竜鳳　宇都宮８８０あ１７０６ 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社全国チェーン竜鳳 代表取締役 鈴木 美圭 321-0346 栃木県宇都宮市下荒針町３５９０番地１ 283053133 西播(龍健)第700-247 令和2年2月10日 令和7年2月28日 令和2年2月10日
000028 6000175990 カフェ　ドール 679-4314 たつの市新宮町曽我井３９１－１ 791753811 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石丸 雅子 西播(龍健)第700-260 令和2年2月19日 令和8年2月28日 令和2年2月19日
000028 6000176008 谷　村おこしの会 671-4244 宍粟市波賀町谷６７８ 菓子製造業 一般 森本 都規夫 西播(龍健)第701-51 令和2年2月21日 令和8年2月28日 令和2年2月21日
000028 6000176011 谷　村おこしの会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 森本 都規夫 西播(龍健)第700-264 令和2年2月21日 令和7年2月28日 令和2年2月21日
000028 6000176025 ニュートラル 671-4131 宍粟市一宮町安積７８番地 飲食店営業(4)その他 一般 石橋 雄一郎 西播(龍健)第700-265 令和2年2月21日 令和8年2月28日 令和2年2月21日
000028 6000176026 ニュートラル 671-4131 宍粟市一宮町安積７８番地 菓子製造業 一般 石橋 雄一郎 西播(龍健)第701-52 令和2年2月21日 令和8年2月28日 令和2年2月21日
000028 6000176041 笹ヶ丘荘 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 佐用町 佐用町長 庵逧 典章 679-5523 兵庫県佐用郡佐用町佐用２６１１－１ 790822521 西播(龍健)第700-267 令和2年2月21日 令和7年2月28日 令和2年2月21日
000028 6000176080 東山温泉メイプルプラザ 671-4221 宍粟市波賀町上野字上東山１７９９－６ 790752717 喫茶店営業 一般 宍粟メイプル株式会社 代表取締役 富田 健次 671-4241 兵庫県宍粟市波賀町安賀８番地の１ 790753999 西播(龍健)第708-51 令和2年2月25日 令和8年2月28日 令和2年2月25日
000028 6000176096 中村製麺所 671-3232 宍粟市千種町河内３８４ 790763646 めん類製造業 一般 中村 一陽 西播(龍健)第721-53 令和2年2月26日 令和8年2月28日 令和2年2月26日
000028 6000176100 セブン00イレブン宍粟市役所前店 671-2575 宍粟市山崎町山田２０９－１ 790632077 飲食店営業(4)その他 一般 植川 昇 西播(龍健)第700-268 令和2年2月26日 令和8年2月28日 令和2年2月26日
000028 6000176105 古民家カフェ　宮雅～みやび～ 671-2558 宍粟市山崎町上比地５４１ 790710118 菓子製造業 一般 宮本 明子 西播(龍健)第701-53 令和2年2月26日 令和8年2月28日 令和2年2月26日
000028 6000176114 日本マクドナルド株式会社　たつの店 679-4167 たつの市龍野町富永７９１－６ 791631816 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 163-1339 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 369115000 西播(龍健)第700-274 令和2年2月26日 令和9年2月28日 令和2年2月26日
000028 6000176115 日本マクドナルド株式会社　たつの店 679-4167 たつの市龍野町富永７９１－６ 791631816 菓子製造業 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 163-1339 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 369115000 西播(龍健)第701-54 令和2年2月26日 令和9年2月28日 令和2年2月26日
000028 6000176116 日本マクドナルド株式会社　たつの店 679-4167 たつの市龍野町富永７９１－６ 791631816 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 163-1339 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 369115000 西播(龍健)第710-6 令和2年2月26日 令和8年2月28日 令和2年2月26日
000028 6000176155 ヒガシマル醤油株式会社　揖保工場 679-4153 たつの市揖保町門前１８４ 791670037 そうざい製造業 一般 ヒガシマル醬油株式会社 代表取締役 竹内 宏平 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永１００番地の３ 791634567 西播(龍健)第722-15 令和2年3月3日 令和8年5月31日 令和2年3月3日
000028 6000176245 ＬＥ　ＢＯＮＴＯＮ 679-4167 たつの市龍野町富永４２１－１ 菓子製造業 一般 福水 誠子 西播(龍健)第701-55 令和2年3月9日 令和7年5月31日 令和2年3月9日
000028 6000176320 Ｊａｃ９ 671-1561 揖保郡太子町鵤１１５２－１ 飲食店営業(4)その他 一般 内田 由美子 西播(龍健)第700-275 令和2年3月13日 令和8年5月31日 令和2年3月13日
000028 6000176349 ふらい工房 671-3202 宍粟市千種町黒土327-1 790762555 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 春名 ムツミ 西播(龍健)第700-277 令和2年3月16日 令和7年5月31日 令和2年3月16日
000028 6000176350 谷本製麺所 671-3212 宍粟市千種町鷹巣７１７－１ 790763554 めん類製造業 一般 谷本 大治郎 西播(龍健)第721-56 令和2年3月16日 令和8年5月31日 令和2年3月16日
000028 6000176362 花・ありがとう 679-4303 たつの市新宮町上笹１１８９ 791770076 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松浦 さつき 西播(龍健)第700-278 令和2年3月18日 令和7年5月31日 令和2年3月18日
000028 6000176364 茶夢 679-4315 たつの市新宮町井野原１０１９ 菓子製造業 一般 高松 由美子 西播(龍健)第701-56 令和2年3月18日 令和8年5月31日 令和2年3月18日
000028 6000176427 ツナガリ　元祖そうめん流しみやなか 671-4203 宍粟市波賀町鹿伏２８９ 790730430 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社ツナガリ 代表社員 多田 真紀子 675-1317 兵庫県小野市浄谷町１７０１番地の１ 794699129 西播(龍健)第700-280 令和2年3月23日 令和7年5月31日 令和2年3月23日
000028 6000176433 三原ホーム 679-5143 佐用郡佐用町三原３３５－１３ 790793835 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社年輪 代表取締役 西澤 健作 674-0067 兵庫県明石市大久保町大久保町７９５番地 789370912 西播(龍健)第700-279 令和2年3月25日 令和8年5月31日 令和2年3月25日
000028 6000176440 合同会社祐太 671-2553 宍粟市山崎町鶴木４５ 790659551 飲食店営業(4)その他 一般 合同会社祐太 代表社員 成定 太 671-2553 兵庫県宍粟市山崎町鶴木４５番地 790659551 西播(龍健)第700-281 令和2年3月25日 令和8年5月31日 令和2年3月25日
000028 6000176441 合同会社祐太 671-2553 宍粟市山崎町鶴木４５ 790659551 食肉販売業 一般 合同会社祐太 代表社員 成定 太 671-2553 兵庫県宍粟市山崎町鶴木４５番地 790659551 西播(龍健)第713-44 令和2年3月25日 令和8年5月31日 令和2年3月25日
000028 6000176551 石井製パン店 679-4175 たつの市龍野町旭町１４７ 791789373 飲食店営業(4)その他 一般 中山 さやか 西播(龍健)第700-282 令和2年3月30日 令和8年5月31日 令和2年3月30日
000028 6000176552 石井製パン店 679-4175 たつの市龍野町旭町１４７ 791789373 菓子製造業 一般 中山 さやか 西播(龍健)第701-58 令和2年3月30日 令和8年5月31日 令和2年3月30日
000028 6000176582 虎と龍　太子店 671-1522 揖保郡太子町矢田部３１７－５ 792751500 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 船田 正嗣 西播(龍健)第700-286 令和2年3月31日 令和8年5月31日 令和2年3月31日
000028 6000176593 山陽盃酒造(株) 671-2577 宍粟市山崎町山崎２８ 790621010 飲食店営業(4)その他 一般 山陽盃酒造株式会社 代表取締役 壺阪 興一郎 671-2577 兵庫県宍粟市山崎町山崎２８番地 790621010 西播(龍健)第700-2 令和2年4月2日 令和8年5月31日 令和2年4月2日
000028 6000176614 味工房あとむ 679-4167 たつの市龍野町富永７２８－１ 791624869 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岸本 幹雄 西播(龍健)第700-5 令和2年4月3日 令和8年5月31日 令和2年4月3日
000028 6000176618 エフシャープ 671-1621 たつの市揖保川町正條３５４－１ 791722119 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 坪田 直哉 西播(龍健)第700-4 令和2年4月7日 令和8年5月31日 令和2年4月7日
000028 6000176623 県立西はりま特別支援学校 679-5165 たつの市新宮町光都１－３－１ 791598277 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 淀川食品株式会社 代表取締役 田村 隆 532-0036 大阪府大阪市淀川区三津屋中一丁目１番２号 663016831 西播(龍健)第700-3 令和2年4月7日 令和9年5月31日 令和2年4月7日
000028 6000176769 Ｃａｆé　Ｒｅｎ 671-1534 揖保郡太子町福地３７１ 792766123 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西村 和繁 西播(龍健)第700-23 令和2年4月22日 令和8年5月31日 令和2年4月22日
000028 6000176824 木の助茶屋 671-4122 宍粟市一宮町福知１５４０－２６ 790741441 そうざい製造業 一般 久内 直輝 西播(龍健)第722-1 令和2年4月24日 令和8年5月31日 令和2年4月24日
000028 6000176839 なまり家 671-4113 宍粟市一宮町三方町２８０－１ 790740026 飲食店営業(4)その他 一般 太田 靖亮 西播(龍健)第700-35 令和2年4月28日 令和8年5月31日 令和2年4月28日
000028 6000176840 なまり家 671-4113 宍粟市一宮町三方町２８０－１ 魚介類販売業 一般 太田 靖亮 西播(龍健)第704-4 令和2年4月28日 令和8年5月31日 令和2年4月28日
000028 6000176842 なまり家 671-4113 宍粟市一宮町三方町２８０－１ 食肉販売業 一般 太田 靖亮 西播(龍健)第713-6 令和2年4月28日 令和8年5月31日 令和2年4月28日
000028 6000176843 なまり家 671-4143 宍粟市一宮町三方町２５２－３ そうざい製造業 一般 太田 靖亮 西播(龍健)第722-2 令和2年5月12日 令和8年5月31日 令和2年5月12日
000028 6000176844 リスボン 671-4131 宍粟市一宮町安積１３６４－１ 790720356 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 梶浦 あさの 西播(龍健)第700-36 令和2年4月27日 令和8年5月31日 令和2年4月27日
000028 6000176882 南大門太子店 671-1524 揖保郡太子町東保５１７－３ 792775180 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 誠 西播(龍健)第700-43 令和2年4月30日 令和8年5月31日 令和2年4月30日
000028 6000176886 株式会社夢佳 671-1571 揖保郡太子町広坂４１０ 792409759 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社夢佳 代表取締役 栗岡 佳代 671-1571 兵庫県揖保郡太子町広坂４１０番地 792409759 西播(龍健)第700-44 令和2年4月30日 令和8年5月31日 令和2年4月30日



000028 6000176887 株式会社夢佳 671-1571 揖保郡太子町広坂４１０ 792409759 菓子製造業 一般 株式会社夢佳 代表取締役 栗岡 佳代 671-1571 兵庫県揖保郡太子町広坂４１０番地 792409759 西播(龍健)第701-9 令和2年4月30日 令和8年5月31日 令和2年4月30日
000028 6000176888 株式会社夢佳 671-1571 揖保郡太子町広坂４１０ 792409759 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社夢佳 代表取締役 栗岡 佳代 671-1571 兵庫県揖保郡太子町広坂４１０番地 792409759 西播(龍健)第706-1 令和2年4月30日 令和8年5月31日 令和2年4月30日
000028 6000176956 一真 671-4138 宍粟市一宮町西安積２４５－１ 食肉販売業 一般 吉岡 真基 西播(龍健)第713-8 令和2年5月12日 令和8年5月31日 令和2年5月12日
000028 6000176964 ＧＡＮ² 671-1511 揖保郡太子町太田２１３３タウンプラザデン２Ｆ 792762321 飲食店営業(4)その他 一般 武田 あゆみ 西播(龍健)第700-52 令和2年5月12日 令和8年5月31日 令和2年5月12日
000028 6000176967 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋兵庫太子町店 671-1524 揖保郡太子町東保３２９－１ 792777288 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社星陵フーズ 代表取締役 宮地 正明 761-0104 香川県高松市高松町３０１０番地２ 878995074 西播(龍健)第700-55 令和2年5月14日 令和9年5月31日 令和2年5月14日
000028 6000176991 Ｏｎｅ’ｓ ｃａｆｅ 679-4126 たつの市龍野町中村２８５－２０ 791625900 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岸本 幸子 西播(龍健)第700-63 令和2年5月14日 令和8年5月31日 令和2年5月14日
000028 6000176992 就労継続支援Ｂ型事業所あすか 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 社会福祉法人あすか会 理事長 藤井 幸一 671-1511 兵庫県揖保郡太子町太田２３３０番地 792752281 西播(龍健)第700-62 令和2年5月18日 令和7年5月31日 令和2年5月18日
000028 6000177030 大阪屋 671-1301 たつの市御津町黒崎１６５７－２４ 793220124 飲食店営業(3)旅館 一般 上田 祐稔 西播(龍健)第700-64 令和2年5月21日 令和8年5月31日 令和2年5月21日
000028 6000177032 志んぐ荘 679-4313 たつの市新宮町新宮１０９３ 791750401 菓子製造業 一般 株式会社共立ソリューションズ 代表取締役 小山 哲郎 104-0045 東京都中央区築地二丁目１２番１０号 335463636 西播(龍健)第701-13 令和2年5月20日 令和8年5月31日 令和2年5月20日
000028 6000177080 リブマックスリゾート瀬戸内シーフロント 671-1332 たつの市御津町室津８９５－２８ 793228090 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社リブマックスフーズ 代表取締役 山田 剛 107-0052 東京都港区赤坂二丁目５番１号１０階 335053042 西播(龍健)第700-71 令和2年5月22日 令和8年5月31日 令和2年5月22日
000028 6000177112 コーヒールーム　みやび 671-2576 宍粟市山崎町鹿沢１１２－２ 790626618 喫茶店営業 一般 横井 時彦 西播(龍健)第708-10 令和2年5月26日 令和8年5月31日 令和2年5月26日
000028 6000177140 Ｂａ－ｂａのおかず 671-4215 宍粟市波賀町飯見３１６ 790753497 そうざい製造業 一般 植田 京子 西播(龍健)第722-5 令和2年5月27日 令和8年5月31日 令和2年5月27日
000028 6000177174 つかのま 679-4161 たつの市龍野町日山４７２－１ 791601815 菓子製造業 一般 岡山 甘奈 西播(龍健)第701-14 令和2年6月1日 令和8年8月31日 令和2年6月1日
000028 6000177249 キッチン「ミカタ」 671-4114 宍粟市一宮町福野１３５－１ 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 大上 忍 西播(龍健)第700-84 令和2年6月5日 令和8年8月31日 令和2年6月5日
000028 6000177250 キッチン「ミカタ」 671-4114 宍粟市一宮町福野１３５－１ 菓子製造業 一般 大上 忍 西播(龍健)第701-15 令和2年6月5日 令和8年8月31日 令和2年6月5日
000028 6000177251 キッチン「ミカタ」 671-4114 宍粟市一宮町福野１３５－１ そうざい製造業 一般 大上 忍 西播(龍健)第722-6 令和2年6月5日 令和8年8月31日 令和2年6月5日
000028 6000177272 (株)焼肉の牛太太子店 671-1535 揖保郡太子町蓮常寺３４６－１ 792777029 食肉販売業 一般 株式会社焼肉の牛太 代表取締役 松田 清治 670-0826 兵庫県姫路市楠町１１３番地 792215129 西播(龍健)第713-11 令和2年6月9日 令和8年8月31日 令和2年6月9日
000028 6000177338 てんとう虫 671-1522 揖保郡太子町矢田部８８ 792772955 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 孝一 西播(龍健)第700-87 令和2年6月15日 令和8年8月31日 令和2年6月15日
000028 6000177379 株式会社ジャバラ 679-4016 たつの市揖西町南山３－８ 791648200 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第708-18 令和2年6月18日 令和7年8月31日 令和2年6月18日
000028 6000177455 つばき 671-2577 宍粟市山崎町山崎１２１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有冨 壮太 西播(龍健)第700-90 令和2年6月25日 令和8年8月31日 令和2年6月25日
000028 6000177463 ネクストキャンドフーズ株式会社 671-1321 たつの市御津町苅屋１２９７ 793223072 飲食店営業(4)その他 一般 ネクストキャンドフーズ株式会社 代表取締役 十亀 秀光 671-1321 兵庫県たつの市御津町苅屋１２９７番地 793223072 西播(龍健)第700-91 令和2年6月30日 令和8年8月31日 令和2年6月30日
000028 6000177464 ネクストキャンドフーズ株式会社 671-1321 たつの市御津町苅屋１２９７ 793223072 かん詰又はびん詰食品製造業 一般 ネクストキャンドフーズ株式会社 代表取締役 十亀 秀光 671-1321 兵庫県たつの市御津町苅屋１２９７番地 793223072 西播(龍健)第707-1 令和2年6月30日 令和8年8月31日 令和2年6月30日
000028 6000177465 ネクストキャンドフーズ株式会社 671-1321 たつの市御津町苅屋１２９７ 793223072 そうざい製造業 一般 ネクストキャンドフーズ株式会社 代表取締役 十亀 秀光 671-1321 兵庫県たつの市御津町苅屋１２９７番地 793223072 西播(龍健)第722-7 令和2年6月30日 令和8年8月31日 令和2年6月30日
000028 6000177476 マックスバリュ御津店 671-1321 たつの市御津町苅屋字大新田４４０－１ 793222596 喫茶店営業 自動販売機 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第708-22 令和2年6月26日 令和7年8月31日 令和2年6月26日
000028 6000177561 久崎地域づくり協議会 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 矢野 博之 西播(龍健)第700-94 令和2年7月8日 令和7年8月31日 令和2年7月8日
000028 6000177575 Ｓｅｖｅｎ　Ｃ’ｓ 671-1332 たつの市御津町室津１２６９－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 渡邊 志保 西播(龍健)第700-92 令和2年7月9日 令和8年8月31日 令和2年7月9日
000028 6000177581 粉もん屋　雅寅 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 石井 雅也 西播(龍健)第700-95 令和2年7月9日 令和7年8月31日 令和2年7月9日
000028 6000177582 粉もん屋　雅寅 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 石井 雅也 西播(龍健)第701-18 令和2年7月9日 令和7年8月31日 令和2年7月9日
000028 6000177593 龍風 679-4165 たつの市龍野町本町７－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上田 龍弘 西播(龍健)第700-101 令和2年7月9日 令和8年8月31日 令和2年7月9日
000028 6000177611 若糸会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 福井 浩二 西播(龍健)第700-103 令和2年7月10日 令和7年8月31日 令和2年7月10日
000028 6000177649 パン工房はなさきむら 679-5203 佐用郡佐用町米田字寺山３０４－２４ 790781350 飲食店営業(4)その他 一般 社会福祉法人はなさきむら 理事長 岡本 泰子 679-5205 兵庫県佐用郡佐用町安川４０１番地 790788003 西播(龍健)第700-99 令和2年7月13日 令和8年8月31日 令和2年7月13日
000028 6000177673 あいり 671-4134 宍粟市一宮町伊和４１２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 澗渕 啓子 西播(龍健)第700-105 令和2年7月17日 令和8年8月31日 令和2年7月17日
000028 6000177707 駄菓子屋 夢ぼうし 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 791632121 喫茶店営業 露店 有限会社太陽 代表取締役 矢野 等 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永７１３番地６ 791632121 西播(龍健)第708-28 令和2年7月20日 令和7年8月31日 令和2年7月20日
000028 6000177745 前川水産 671-1332 たつの市御津町室津１２６９－１ 魚介類販売業 一般 渡邊 志保 西播(龍健)第704-14 令和2年7月22日 令和8年8月31日 令和2年7月22日
000028 6000177773 （株）ＬＥＯＣセイバン事業所 679-4123 たつの市龍野町片山３７９－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＬＥＯＣ 代表取締役 田島 利行 100-0004 東京都千代田区大手町一丁目１番３号 352208550 西播(龍健)第700-120 令和2年7月31日 令和9年8月31日 令和2年7月31日
000028 6000177800 多田製麺所 671-2532 宍粟市山崎町高所５８１ めん類製造業 一般 多田 慎一郎 西播(龍健)第721-16 令和2年8月4日 令和8年8月31日 令和2年8月4日
000028 6000177843 カラオケ ちいちゃん 671-1523 揖保郡太子町東南１４０－１４ 飲食店営業(4)その他 一般 五熊 千恵子 西播(龍健)第700-131 令和2年8月3日 令和8年8月31日 令和2年8月3日
000028 6000177844 Ｙｏｍｏｍａｃｈａ　Ｇａｒｄｅｎ 679-5334 佐用郡佐用町桑野３０ 菓子製造業 一般 濱田 菜穂子 西播(龍健)第701-20 令和2年8月4日 令和8年8月31日 令和2年8月4日
000028 6000177846 有限会社むらかみ 671-3224 宍粟市千種町七野１７５ 790763478 めん類製造業 一般 有限会社むらかみ 代表取締役 村上 秀憲 671-3224 兵庫県宍粟市千種町七野１７５番地 790763478 西播(龍健)第721-18 令和2年8月4日 令和8年8月31日 令和2年8月4日
000028 6000177847 鶴﨑製麺所 671-2553 宍粟市山崎町鶴木２３０ めん類製造業 一般 鶴﨑 真也 西播(龍健)第721-19 令和2年8月4日 令和8年8月31日 令和2年8月4日
000028 6000177862 ローソン太子矢田部店 671-1522 揖保郡太子町矢田部３８２－３ 792777112 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｖｉｖｒｅ 代表取締役 嵯峨山 達也 671-2401 兵庫県姫路市安富町安志８８２番地２ 790648016 西播(龍健)第700-132 令和2年8月4日 令和9年8月31日 令和2年8月4日
000028 6000177886 居酒屋　道楽 671-4221 宍粟市波賀町上野２１２－２ 790752030 飲食店営業(4)その他 一般 瀧本 秀樹 西播(龍健)第700-125 令和2年8月11日 令和8年8月31日 令和2年8月11日
000028 6000177888 一宮精工(株) 671-2516 宍粟市山崎町三津１７７－１ 喫茶店営業 自動販売機 ナショナル・ベンディング株式会社 代表取締役 藤山 雄一郎 141-0021 東京都品川区上大崎１－１５－２２ 334459311 西播(龍健)第708-33 令和2年8月11日 令和7年8月31日 令和2年8月11日
000028 6000177911 幸尾恭兵製麺所 679-4114 たつの市神岡町寄井２８９ 791650440 めん類製造業 一般 幸尾 恭兵 西播(龍健)第721-17 令和2年8月13日 令和8年8月31日 令和2年8月13日
000028 6000177936 朱山素麺工場 671-4103 宍粟市一宮町黒原６８２－２ 790740316 めん類製造業 一般 朱山 正彦 西播(龍健)第721-23 令和2年8月14日 令和8年8月31日 令和2年8月14日
000028 6000177937 木下製麺所 671-4125 宍粟市一宮町西深４９２－２ めん類製造業 一般 木下 道行 西播(龍健)第721-22 令和2年8月14日 令和8年8月31日 令和2年8月14日
000028 6000177938 飯田飯天 671-4122 宍粟市一宮町福知４５５－２ 790741057 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社飯田食品工業 代表取締役 飯田 伸一 671-4122 兵庫県宍粟市一宮町福知４５５番地の２ 790741057 西播(龍健)第700-140 令和2年8月14日 令和8年8月31日 令和2年8月14日
000028 6000177951 ＬＵＮＡ 671-1511 揖保郡太子町太田１５６３－５ 792763952 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社小川電工 代表取締役 小川 法仁 671-1511 兵庫県揖保郡太子町太田１５６３番地５ 792766762 西播(龍健)第700-141 令和2年8月19日 令和8年8月31日 令和2年8月19日
000028 6000177958 光岡茂製麺所 671-2557 宍粟市山崎町中比地２５３ 790630664 めん類製造業 一般 光岡 茂 西播(龍健)第721-25 令和2年8月19日 令和9年8月31日 令和2年8月19日
000028 6000177977 ローソン山崎須賀沢店 671-2533 宍粟市山崎町須賀沢１３４８ 790641447 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｖｉｖｒｅ 代表取締役 嵯峨山 達也 671-2401 兵庫県姫路市安富町安志８８２番地２ 790648016 西播(龍健)第700-145 令和2年8月19日 令和8年8月31日 令和2年8月19日
000028 6000177981 ローソン太子町役場前店 671-1561 揖保郡太子町鵤３３８－１ 792776811 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｖｉｖｒｅ 代表取締役 嵯峨山 達也 671-2401 兵庫県姫路市安富町安志８８２番地２ 790648016 西播(龍健)第700-148 令和2年8月19日 令和9年8月31日 令和2年8月19日
000028 6000177986 Ｓｅｖｅｎ　Ｃ’ｓ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 渡邊 志保 西播(龍健)第700-149 令和2年8月20日 令和7年8月31日 令和2年8月20日
000028 6000178034 ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｂｏｏ－Ｂｏｏ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 791771393 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社大一石油 代表取締役 眞柴 健太郎 679-4302 兵庫県たつの市新宮町香山５６１番地 791771393 西播(龍健)第700-151 令和2年9月1日 令和7年11月30日 令和2年9月1日
000028 6000178131 松本幸司朗製麺所 671-2531 宍粟市山崎町中１０６－１ めん類製造業 一般 松本 幸司朗 西播(龍健)第721-26 令和2年9月1日 令和9年11月30日 令和2年9月1日
000028 6000178147 中華そば麦右衛門 671-1561 揖保郡太子町鵤４９６－１ミナミ興産ビル１０７ めん類製造業 一般 宮本 和朗 西播(龍健)第721-27 令和2年9月2日 令和8年11月30日 令和2年9月2日
000028 6000178191 ちくさ高原レストハウス 671-3233 宍粟市千種町西河内１０４７－２１８ 790763555 食肉販売業 一般 株式会社ちくさリゾート 代表取締役 一ノ木 智毅 671-3233 兵庫県宍粟市千種町西河内１０４７番地の２１８ 790763555 西播(龍健)第713-28 令和2年9月7日 令和8年11月30日 令和2年9月7日
000028 6000178205 頃安製麺所 679-4128 たつの市龍野町小宅北５４－６ 791622111 めん類製造業 一般 頃安 亮輔 西播(龍健)第721-28 令和2年9月11日 令和8年11月30日 令和2年9月11日
000028 6000178319 居酒屋　にこにこ 671-1531 揖保郡太子町立岡１５３－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 豊子 西播(龍健)第700-161 令和2年9月25日 令和8年11月30日 令和2年9月25日
000028 6000178376 南光ひまわり館 679-5227 佐用郡佐用町船越２３２－１ 790770766 菓子製造業 一般 株式会社元気工房さよう 衣笠 俊博 679-5134 兵庫県佐用郡佐用町乃井野１２６６番地 790792521 西播(龍健)第701-28 令和2年10月1日 令和8年11月30日 令和2年10月1日
000028 6000178379 南光ひまわり館 679-5227 佐用郡佐用町船越２３２－１ 790770766 食用油脂製造業 一般 株式会社元気工房さよう 衣笠 俊博 679-5134 兵庫県佐用郡佐用町乃井野１２６６番地 790792521 西播(龍健)第715-1 令和2年10月1日 令和8年11月30日 令和2年10月1日
000028 6000178380 南光ひまわり館 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 790770776 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社元気工房さよう 衣笠 俊博 679-5134 兵庫県佐用郡佐用町乃井野１２６６番地 西播(龍健)第700-164 令和2年10月1日 令和7年11月30日 令和2年10月1日
000028 6000178403 ＮＰＯ法人がじゅまる 679-4171 たつの市龍野町北龍野２６－１ 791633645 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人がじゅまる 理事 武田 英樹 679-4171 兵庫県たつの市龍野町北龍野４５４ 791633645 西播(龍健)第700-165 令和2年9月30日 令和8年11月30日 令和2年9月30日
000028 6000178421 こなもんや 671-3201 宍粟市千種町千草１４６－３ 飲食店営業(4)その他 一般 坪田 令子 西播(龍健)第700-162 令和2年10月2日 令和8年11月30日 令和2年10月2日
000028 6000178431 株式会社米田製麺所 671-2544 宍粟市山崎町千本屋１９７番地１ めん類製造業 一般 株式会社米田製麺所 代表取締役 米田 義明 671-2544 兵庫県宍粟市山崎町千本屋１９７番地１ 西播(龍健)第721-29 令和2年10月5日 令和8年11月30日 令和2年10月5日
000028 6000178443 谷川製麺所 671-4131 宍粟市一宮町安積４３０ 790722372 めん類製造業 一般 谷川 真悟 西播(龍健)第721-32 令和2年10月2日 令和8年11月30日 令和2年10月2日
000028 6000178462 たい焼専門店 やまや本舗 たつの店 679-4167 たつの市龍野町富永１００５－２６ 791620170 菓子製造業 一般 山口 憲也 西播(龍健)第701-29 令和2年10月7日 令和8年11月30日 令和2年10月7日
000028 6000178463 たい焼専門店 やまや本舗 たつの店 679-4167 たつの市龍野町富永１００５－２６ 791620170 喫茶店営業 一般 山口 憲也 西播(龍健)第708-42 令和2年10月7日 令和8年11月30日 令和2年10月7日
000028 6000178464 たい焼専門店 やまや本舗 たつの店 679-4167 たつの市龍野町富永１００５－２６ 791620170 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 山口 憲也 西播(龍健)第710-2 令和2年10月7日 令和7年11月30日 令和2年10月7日
000028 6000178520 Ｓｕｎｎｙ　Ａｐｐｌｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 宮本 晴恵 西播(龍健)第701-30 令和2年10月16日 令和7年11月30日 令和2年10月16日
000028 6000178528 Ｂｅａｃｈ　Ｈｏｕｓｅ　海岸物語 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 793220008 飲食店営業(4)その他 露店 田淵 亜寿佐 西播(龍健)第700-172 令和2年10月20日 令和7年11月30日 令和2年10月20日
000028 6000178541 永谷お好み焼店 679-4313 たつの市新宮町新宮１５７－１１ 791751627 飲食店営業(4)その他 一般 永谷 弘子 西播(龍健)第700-177 令和2年10月16日 令和8年11月30日 令和2年10月16日
000028 6000178561 阿部哲士製麺所 679-5162 たつの市新宮町上莇原７２４ 791780269 めん類製造業 一般 阿部 哲士 西播(龍健)第721-37 令和2年10月20日 令和8年11月30日 令和2年10月20日
000028 6000178566 ファミリーマートたつの富永店 679-4167 たつの市龍野町富永５２０ 791640677 飲食店営業(4)その他 一般 前川 彰太 西播(龍健)第700-178 令和2年10月30日 令和8年11月30日 令和2年10月30日
000028 6000178577 愛山 679-4178 たつの市龍野町大手５１－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩本 純一 西播(龍健)第700-180 令和2年10月20日 令和8年11月30日 令和2年10月20日
000028 6000178611 はたけのなか 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 川上 慈世 西播(龍健)第708-43 令和2年10月27日 令和7年11月30日 令和2年10月27日
000028 6000178615 原不動滝観光組合 671-4213 宍粟市波賀町原５６０－１ 790753600 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中原 三千男 西播(龍健)第700-181 令和2年10月23日 令和8年11月30日 令和2年10月23日
000028 6000178616 原不動滝観光組合 671-4213 宍粟市波賀町原５６０－１ 790753600 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 中原 三千男 西播(龍健)第710-4 令和2年10月23日 令和7年11月30日 令和2年10月23日
000028 6000178617 秋桜 671-2576 宍粟市山崎町鹿沢７９－２１ 790633707 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤井 ヨシ子 西播(龍健)第700-182 令和2年10月23日 令和8年11月30日 令和2年10月23日
000028 6000178633 らーめん八角たつの駅前店 671-1631 たつの市揖保川町山津屋７－１ 791726330 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社トリニティーインターナショナル 代表取締役 矢野 秀作 678-0255 兵庫県赤穂市新田５４５番地 791426200 西播(龍健)第700-193 令和2年10月26日 令和8年11月30日 令和2年10月26日
000028 6000178670 ちーちゃん味工房 671-2502 宍粟市山崎町中野１２２ 菓子製造業 一般 清水 喜久代 西播(龍健)第701-37 令和2年10月28日 令和8年11月30日 令和2年10月28日
000028 6000178671 ちーちゃん味工房 671-2502 宍粟市山崎町中野１２２ そうざい製造業 一般 清水 喜久代 西播(龍健)第722-11 令和2年10月28日 令和8年11月30日 令和2年10月28日
000028 6000178723 しゃぶ葉　太子町店 671-1523 揖保郡太子町東南３５９－１ 792758010 食肉販売業 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保一丁目２５番８号 422518111 西播(龍健)第713-41 令和2年10月30日 令和8年11月30日 令和2年10月30日
000028 6000178753 村上製麺所 679-4341 たつの市新宮町能地６０８－１ 791604838 めん類製造業 一般 村上 研一 西播(龍健)第721-51 令和2年11月4日 令和8年11月30日 令和2年11月4日
000028 6000178760 にこにこマート 671-4221 宍粟市波賀町上野２４３－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷尻 博美 西播(龍健)第700-202 令和2年11月5日 令和8年11月30日 令和2年11月5日
000028 6000178791 からあげ専門店鶏笑たつの広山店 679-4134 たつの市誉田町広山１６９－５ 791728595 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 北 英斉 西播(龍健)第700-207 令和2年11月10日 令和8年11月30日 令和2年11月10日
000028 6000178792 ポンコツ商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 飯田 晃祐 西播(龍健)第700-208 令和2年11月10日 令和7年11月30日 令和2年11月10日
000028 6000178797 有限会社なかの 671-4134 宍粟市一宮町伊和４３４ 790721322 めん類製造業 一般 有限会社なかの 中野 豊史 671-4134 兵庫県宍粟市一宮町伊和４３４番地 790721322 西播(龍健)第721-52 令和2年11月6日 令和8年11月30日 令和2年11月6日
000028 6000178802 有限会社瀧本製麺所 671-3202 宍粟市千種町黒土１１７８ 790762405 めん類製造業 一般 有限会社瀧本製麵所 代表取締役 瀧本 光章 671-3202 兵庫県宍粟市千種町黒土１０７３番地の１ 790762405 西播(龍健)第721-53 令和2年11月9日 令和8年11月30日 令和2年11月9日
000028 6000178814 ＧＬＡＭＩＮＫＡ　ｓａｙｏ集落 679-5323 佐用郡佐用町若州２８３ 790710729 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社ｇｌａｍｉｎｋａ 代表取締役 大西 猛 679-5323 兵庫県佐用郡佐用町若州５６８番地１ 790710729 西播(龍健)第700-209 令和2年11月9日 令和8年11月30日 令和2年11月9日
000028 6000178815 ＧＬＡＭＩＮＫＡ　ｓａｙｏ集落 679-5323 佐用郡佐用町若州２８３ 790710729 魚介類販売業 一般 株式会社ｇｌａｍｉｎｋａ 代表取締役 大西 猛 679-5323 兵庫県佐用郡佐用町若州５６８番地１ 790710729 西播(龍健)第704-38 令和2年11月9日 令和8年11月30日 令和2年11月9日
000028 6000178816 ＧＬＡＭＩＮＫＡ　ｓａｙｏ集落 679-5323 佐用郡佐用町若州２８３ 790710729 食肉販売業 一般 株式会社ｇｌａｍｉｎｋａ 代表取締役 大西 猛 679-5323 兵庫県佐用郡佐用町若州５６８番地１ 790710729 西播(龍健)第713-43 令和2年11月9日 令和8年11月30日 令和2年11月9日
000028 6000178827 みつ 671-1341 たつの市御津町釜屋６－７ 飲食店営業(4)その他 一般 藤澤 すみ子 西播(龍健)第700-215 令和2年11月12日 令和8年11月30日 令和2年11月12日
000028 6000178844 ふきのとう 671-4244 宍粟市波賀町谷６３７－１ そうざい製造業 一般 西山 典子 西播(龍健)第722-13 令和2年11月11日 令和8年11月30日 令和2年11月11日
000028 6000178877 千成家　揖保川店 671-1621 たつの市揖保川町正條柿ヶ坪３６－１ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社千成家 代表取締役 釼持 公一郎 672-8035 兵庫県姫路市飾磨区中島庄助新田３３５０番地 792431708 西播(龍健)第700-219 令和2年11月20日 令和8年11月30日 令和2年11月20日
000028 6000178886 英保製麺所 671-4135 宍粟市一宮町安黒７２６－３ 790721586 めん類製造業 一般 英保 吉信 西播(龍健)第721-56 令和2年11月16日 令和8年11月30日 令和2年11月16日
000028 6000178905 吾妻堂 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 和田 宏美 西播(龍健)第700-222 令和2年11月20日 令和7年11月30日 令和2年11月20日
000028 6000178906 Ｂａｎｄｅ－６６１ 679-4122 たつの市龍野町日飼３４０－１０ 791632588 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 室井 妙子 西播(龍健)第700-223 令和2年11月20日 令和8年11月30日 令和2年11月20日
000028 6000178907 Ｂａｎｄｅ－６６１ 679-4122 たつの市龍野町日飼３４０－１０ 791632588 菓子製造業 一般 室井 妙子 西播(龍健)第701-45 令和2年11月20日 令和8年11月30日 令和2年11月20日
000028 6000178947 やきとり竜鳳　宇都宮８８０あ１６７４ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社全国チェーン竜鳳 代表取締役 鈴木 美圭 321-0346 栃木県宇都宮市下荒針町３５９０番地１ 283053133 西播(龍健)第700-224 令和2年11月20日 令和7年11月30日 令和2年11月20日
000028 6000178986 中塚孝之製麺所 679-4302 たつの市新宮町香山７６５－５ めん類製造業 一般 中塚 孝之 西播(龍健)第721-57 令和2年11月26日 令和8年11月30日 令和2年11月26日
000028 6000178987 盛崎畜産 679-5641 佐用郡佐用町久崎２２２ 790880041 食肉販売業 一般 盛崎 幸喜 西播(龍健)第713-46 令和2年11月26日 令和8年11月30日 令和2年11月26日
000028 6000178988 盛崎畜産 679-5641 佐用郡佐用町久崎２２２ 790880041 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 盛崎 幸喜 西播(龍健)第706-6 令和2年11月26日 令和8年11月30日 令和2年11月26日
000028 6000178989 千成家　佐用店 679-5301 佐用郡佐用町佐用１０２２ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社千成家 代表取締役 釼持 公一郎 672-8035 兵庫県姫路市飾磨区中島庄助新田３３５０番地 792431708 西播(龍健)第700-230 令和2年11月26日 令和8年11月30日 令和2年11月26日
000028 6000178990 青空魚菜 679-5301 佐用郡佐用町佐用３０３９－１ 790822044 飲食店営業(4)その他 一般 萩原 奈生 西播(龍健)第700-227 令和2年11月26日 令和8年11月30日 令和2年11月26日
000028 6000178991 青空魚菜 679-5301 佐用郡佐用町佐用３０３９－１ 790822044 魚介類販売業 一般 萩原 奈生 西播(龍健)第704-39 令和2年11月26日 令和8年11月30日 令和2年11月26日
000028 6000179012 茶来來 671-1532 揖保郡太子町糸井７７－３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 冨岡 隆三 西播(龍健)第700-233 令和2年11月30日 令和8年11月30日 令和2年11月30日
000028 6000179032 二木商事 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 二木 茂樹 西播(龍健)第700-236 令和2年12月1日 令和8年2月28日 令和2年12月1日
000028 6000179033 竹内商事 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 竹内 富子 西播(龍健)第700-237 令和2年12月1日 令和8年2月28日 令和2年12月1日
000028 6000179036 二木商事 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 津田 久美 西播(龍健)第700-238 令和2年12月1日 令和8年2月28日 令和2年12月1日
000028 6000179058 鉄板屋台あぶさん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 森下 剛 西播(龍健)第700-235 令和2年12月2日 令和8年2月28日 令和2年12月2日
000028 6000179059 カラオケ喫茶ハーモニーいこい 671-1341 たつの市御津町釜屋４８８－４ 飲食店営業(4)その他 一般 福尾 弘美 西播(龍健)第700-240 令和2年12月2日 令和9年2月28日 令和2年12月2日
000028 6000179080 Ａｉｌｅｓ　ｓｅｃｏｎｄ 671-1511 揖保郡太子町太田２１３４－２－２０３ 飲食店営業(4)その他 一般 中尾 麻芸子 西播(龍健)第700-241 令和2年12月4日 令和9年2月28日 令和2年12月4日



000028 6000179087 スタミナラーメン中乃屋 671-1535 揖保郡太子町蓮常寺２７９－１ 792752000 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山口 雄士 西播(龍健)第700-242 令和2年12月3日 令和9年2月28日 令和2年12月3日
000028 6000179105 藤木農園 671-2558 宍粟市山崎町上比地１８１－１ 菓子製造業 一般 藤木 茂 西播(龍健)第701-47 令和2年12月8日 令和9年2月28日 令和2年12月8日
000028 6000179146 豆富は白い　白いはうさぎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 792777878 菓子製造業 露店 株式会社２Ｋ２ 代表取締役 飯田 晃祐 671-1531 兵庫県揖保郡太子町立岡４４０番地５－４ 792751530 西播(龍健)第701-48 令和2年12月14日 令和8年2月28日 令和2年12月14日
000028 6000179155 マックスバリュ龍野店 679-4129 たつの市龍野町堂本５６－１ 791635811 喫茶店営業 自動販売機 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第708-46 令和2年12月11日 令和8年2月28日 令和2年12月11日
000028 6000179166 お茶処ぎおん 679-4171 たつの市龍野町北龍野字新町３８３－１ 791619021 菓子製造業 一般 社会福祉法人桑の実園福祉会 理事長 德永 憲威 679-4003 兵庫県たつの市揖西町小神字塚原１５５１番地 791661360 西播(龍健)第701-49 令和2年12月11日 令和9年2月28日 令和2年12月11日
000028 6000179187 よきかな 679-4177 たつの市龍野町下川原１０９ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 得平 秀昌 西播(龍健)第700-245 令和2年12月16日 令和9年2月28日 令和2年12月16日
000028 6000179209 圭屋 679-4179 たつの市龍野町上霞城９６－５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 星原 和彦 西播(龍健)第700-247 令和2年12月17日 令和9年2月28日 令和2年12月17日
000028 6000179211 ばんしゅう戸倉スキー場　振子沢ロッジ 671-4201 宍粟市波賀町戸倉１４１ 790730324 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 若杉高原開発企業組合 代表理事 辻 隆 667-0323 兵庫県養父市大屋町若杉字奥山９９番地の２ 7906691576 西播(龍健)第700-246 令和2年12月18日 令和9年2月28日 令和2年12月18日
000028 6000179234 佐用ゴルフ倶楽部 679-5346 佐用郡佐用町口金近３５３－１ 790823803 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佐用スターリゾート株式会社 代表取締役 奥平 昌道 530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目２番２号 665418808 西播(龍健)第700-86 令和2年12月23日 令和9年2月28日 令和2年12月23日
000028 6000179299 小林正人製麺所 671-4115 宍粟市一宮町河原田４３５－１ 790740312 めん類製造業 一般 小林 正人 西播(龍健)第721-59 令和3年1月4日 令和8年2月28日 令和3年1月4日
000028 6000179302 ばんしゅう戸倉スキー場　山頂ロッジ 671-4201 宍粟市波賀町戸倉スガ町１３－１ 790730324 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 若杉高原開発企業組合 代表理事 辻 隆 667-0323 兵庫県養父市大屋町若杉字奥山９９番地の２ 7906691576 西播(龍健)第700-249 令和2年12月25日 令和8年2月28日 令和2年12月25日
000028 6000179311 ＥＮカフェ 679-4175 たつの市龍野町旭町１８ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小田 洋介 西播(龍健)第700-248 令和3年1月4日 令和9年2月28日 令和3年1月4日
000028 6000179390 住栄丸 671-1332 たつの市御津町室津１３２８－１０ 793240351 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社住栄丸 代表取締役 津田 正信 671-1332 兵庫県たつの市御津町室津１３２８番地 793240351 西播(龍健)第700-260 令和3年1月19日 令和9年2月28日 令和3年1月19日
000028 6000179420 博多とんこつラーメンまるせん 679-4167 たつの市龍野町富永１００５－８ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社インフィニティ 代表取締役 岡田 直樹 671-1221 兵庫県姫路市網干区田井１３番地１３ 792744280 西播(龍健)第700-267 令和3年1月15日 令和9年2月28日 令和3年1月15日
000028 6000179445 カフェ杏 679-4179 たつの市龍野町上霞城１５－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西江 恵子 西播(龍健)第700-269 令和3年1月21日 令和9年2月28日 令和3年1月21日
000028 6000179446 カフェ杏 679-4179 たつの市龍野町上霞城１５－２ 菓子製造業 一般 西江 恵子 西播(龍健)第701-51 令和3年1月21日 令和9年2月28日 令和3年1月21日
000028 6000179530 ＧＯＣＣＩＡ　ｃｏｆｆｅｅ　ｆａｃｔｏｒｙ 679-5305 佐用郡佐用町長尾826 菓子製造業 一般 谷本 佑樹 西播(龍健)第701-52 令和3年1月29日 令和9年2月28日 令和3年1月29日
000028 6000179531 Ｂａ－ｂａのおかず 671-4215 宍粟市波賀町飯見３１６ 790753497 菓子製造業 一般 植田 京子 西播(龍健)第701-55 令和3年1月29日 令和9年2月28日 令和3年1月29日
000028 6000179532 みみずく耕房 671-2544 宍粟市山崎町千本屋２１０－１ 790605781 菓子製造業 一般 一般社団法人みみずく耕房 代表理事 石田 初美 671-2553 兵庫県宍粟市山崎町鶴木１８４番地５ 790627826 西播(龍健)第701-54 令和3年1月29日 令和9年2月28日 令和3年1月29日
000028 6000179533 みみずく耕房 671-2544 宍粟市山崎町千本屋２１０－１ 790605781 そうざい製造業 一般 一般社団法人みみずく耕房 代表理事 石田 初美 671-2553 兵庫県宍粟市山崎町鶴木１８４番地５ 790627826 西播(龍健)第722-15 令和3年1月29日 令和9年2月28日 令和3年1月29日
000028 6000179535 一般社団法人　遊ファーム 671-2517 宍粟市山崎町生谷２４６－３ 790632600 そうざい製造業 一般 一般社団法人遊ファーム 代表理事 平野 岩夫 671-2501 兵庫県宍粟市山崎町上ノ１６１６番地 790650626 西播(龍健)第722-16 令和3年1月29日 令和9年2月28日 令和3年1月29日
000028 6000179536 一ノ木商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 一ノ木 広志 西播(龍健)第700-278 令和3年1月29日 令和8年2月28日 令和3年1月29日
000028 6000179537 一ノ木商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 一ノ木 広志 西播(龍健)第701-53 令和3年1月29日 令和8年2月28日 令和3年1月29日
000028 6000179538 進藤商事(株)ＳＩＫ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 進藤 喜子 西播(龍健)第700-274 令和3年1月29日 令和8年2月28日 令和3年1月29日
000028 6000179539 前田商店(株)ＳＩＫ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 前田 幸一 西播(龍健)第700-275 令和3年1月29日 令和8年2月28日 令和3年1月29日
000028 6000179566 瀬戸内海産 671-1332 たつの市御津町室津１３３６ 792637084 魚介類販売業 一般 水野 裕平 西播(龍健)第704-49 令和3年1月29日 令和9年2月28日 令和3年1月29日
000028 6000179567 瀬戸内海産 671-1332 たつの市御津町室津１３３６ 792637084 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 水野 裕平 西播(龍健)第706-8 令和3年1月29日 令和9年2月28日 令和3年1月29日
000028 6000179580 味優留工房いち番 671-2517 宍粟市山崎町生谷２４６－３ そうざい製造業 一般 平野 みつる 西播(龍健)第722-17 令和3年2月2日 令和9年2月28日 令和3年2月2日
000028 6000179592 Ｋｉｙｏｍｉ 679-4161 たつの市龍野町日山２２－２９ 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 岩本 貴代美 西播(龍健)第700-283 令和3年2月2日 令和9年2月28日 令和3年2月2日
000028 6000179593 Ｋｉｙｏｍｉ 679-4161 たつの市龍野町日山２２－２９ 菓子製造業 一般 岩本 貴代美 西播(龍健)第701-56 令和3年2月2日 令和9年2月28日 令和3年2月2日
000028 6000179621 楽水フィッシングセンター 671-2501 宍粟市山崎町上ノ１５０２ 790650811 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 老後 真里 西播(龍健)第700-284 令和3年2月3日 令和9年2月28日 令和3年2月3日
000028 6000179622 楽水フィッシングセンター 671-2501 宍粟市山崎町上ノ１５０２ 790650811 魚介類販売業 一般 老後 真里 西播(龍健)第704-50 令和3年2月3日 令和9年2月28日 令和3年2月3日
000028 6000179638 一般社団法人　遊ファーム 671-2517 宍粟市山崎町生谷２４６－３ 790632600 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 一般社団法人遊ファーム 代表理事 平野 岩夫 671-2501 兵庫県宍粟市山崎町上ノ１６１６番地 790650626 西播(龍健)第700-286 令和3年2月8日 令和9年2月28日 令和3年2月8日
000028 6000179639 一般社団法人　遊ファーム 671-2517 宍粟市山崎町生谷２４６－３ 790632600 魚介類販売業 一般 一般社団法人遊ファーム 代表理事 平野 岩夫 671-2501 兵庫県宍粟市山崎町上ノ１６１６番地 790650626 西播(龍健)第704-51 令和3年2月8日 令和9年2月28日 令和3年2月8日
000028 6000179662 うおひで 679-4313 たつの市新宮町新宮８４－２ 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 井上 秀人 西播(龍健)第700-288 令和3年2月8日 令和9年2月28日 令和3年2月8日
000028 6000179699 883 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 細井 俊光 西播(龍健)第700-292 令和3年2月17日 令和8年2月28日 令和3年2月17日
000028 6000179852 平山ストアー 000-0000 宍粟市内一円 魚介類販売業 自動車 平山 信夫 西播(龍健)第704-56 令和3年2月26日 令和8年2月28日 令和3年2月26日
000028 6000179855 平山ストアー 671-4131 宍粟市一宮町安積１２６３ 790720027 魚介類販売業 一般 平山 信夫 西播(龍健)第704-55 令和3年2月26日 令和9年2月28日 令和3年2月26日
000028 6000179861 ワンネス食堂 671-3225 宍粟市千種町下河野２３２ 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 金本 美鶴 西播(龍健)第700-270 令和3年2月25日 令和9年2月28日 令和3年2月25日
000028 6000179973 パナソニックたつの食堂（株）デイリーフーズ 679-4123 たつの市龍野町片山３００ 791631315 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社デイリーフーズ 代表取締役 壱岐 臣男 525-0051 滋賀県草津市木川町３３６番３４ 775671373 西播(龍健)第700-299 令和3年3月5日 令和9年5月31日 令和3年3月5日
000028 6000179975 さいこ 671-2572 宍粟市山崎町庄能２２７ 菓子製造業 一般 松本 崇志 西播(龍健)第701-61 令和3年3月8日 令和9年5月31日 令和3年3月8日
000028 6000179977 えん家 671-1524 揖保郡太子町東保３２３－４ 792637729 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社えん家 代表取締役 谷口 努 670-0835 兵庫県姫路市幸町１４０番地 792215670 西播(龍健)第700-300 令和3年3月8日 令和9年5月31日 令和3年3月8日
000028 6000179985 各務麹店 679-5133 佐用郡佐用町三日月４７０ みそ製造業 一般 各務 八重子 西播(龍健)第716-3 令和3年3月8日 令和9年5月31日 令和3年3月8日
000028 6000180017 ４８ｃａｆｅ 671-2577 宍粟市山崎町山崎３６７ 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 勝浦 慎二 西播(龍健)第700-301 令和3年3月10日 令和9年5月31日 令和3年3月10日
000028 6000180032 里山食堂繁盛小 671-4105 宍粟市一宮町上岸田５７６ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ＮＰＯ法人Ｍｏｒｅ繁盛 理事 米田 正富 671-4105 兵庫県宍粟市一宮町上岸田５７６ 西播(龍健)第700-272 令和3年3月18日 令和9年5月31日 令和3年3月18日
000028 6000180053 ５５ＬＡＵＮＤＲＹ＆ＣＡＦＥ 671-2570 宍粟市山崎町加生３－１ 790621055 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 播磨総合株式会社 代表取締役 春名 克哉 671-2545 兵庫県宍粟市山崎町中井１５３番地７ 790625886 西播(龍健)第700-244 令和3年3月12日 令和9年5月31日 令和3年3月12日
000028 6000180054 宍粟市千種ふれあいサロン 671-3223 宍粟市千種町室１０６０－１ 790768600 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ひな工房 代表取締役 阿曽 繁数 671-3223 兵庫県宍粟市千種町室５３４番地４ 790763167 西播(龍健)第700-302 令和3年3月12日 令和9年5月31日 令和3年3月12日
000028 6000180125 リハビリテーション西播磨病院内厨房 679-5165 たつの市新宮町光都１－７－１ 791581380 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 富士産業株式会社 代表取締役 中村 勝彦 105-0004 東京都港区新橋五丁目３２番７号 354006111 西播(龍健)第700-304 令和3年3月23日 令和9年5月31日 令和3年3月23日
000028 6000180126 国民宿舎赤とんぼ荘 679-4161 たつの市龍野町日山４６３番地２ 791621266 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 たつの市 たつの市長 山本 実 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永１００５番地１ 791643158 西播(龍健)第700-303 令和3年3月23日 令和9年5月31日 令和3年3月23日
000028 6000180177 レインボー本舗 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 稲岡 辰則 西播(龍健)第701-63 令和3年3月24日 令和8年5月31日 令和3年3月24日
000028 6000180180 日本ジャイアントタイヤ社員食堂 679-4124 たつの市龍野町中井３３８ 791682773 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社魚国総本社 代表取締役 田所 伸浩 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町一丁目６番１９号 664785723 西播(龍健)第700-305 令和3年3月24日 令和9年5月31日 令和3年3月24日
000028 6000180181 いまい農場 671-3211 宍粟市千種町岩野辺１０６５ 菓子製造業 一般 今井 和夫 西播(龍健)第701-62 令和3年3月24日 令和9年5月31日 令和3年3月24日
000028 6000180210 かのね 679-4166 たつの市龍野町川原町１５１－１－１０３ 791728835 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北村 広樹 西播(龍健)第700-309 令和3年3月25日 令和9年5月31日 令和3年3月25日
000028 6000180235 ビストロ　プティ　トントン 679-4161 たつの市龍野町日山４１４－１ 791789093 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長野 候三 西播(龍健)第700-310 令和3年3月31日 令和9年5月31日 令和3年3月31日
000028 6000180236 ビストロ　プティ　トントン 679-4161 たつの市龍野町日山４１４－１ 791789093 菓子製造業 一般 長野 候三 西播(龍健)第701-65 令和3年3月31日 令和9年5月31日 令和3年3月31日
000028 6000180254 障害者支援施設　栗の木荘 679-5155 たつの市新宮町栗町４６７－１ 791780105 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役社長 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 332873611 西播(龍健)第700-308 令和3年3月30日 令和9年5月31日 令和3年3月30日
000028 6000180255 三日月地域づくり協議会　喫茶であい 679-5133 佐用郡佐用町三日月１１１０－１ 790793117 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 舟引 進八 西播(龍健)第700-307 令和3年3月30日 令和10年5月31日 令和3年3月30日
000028 6000180256 三日月地域づくり協議会　喫茶であい 679-5133 佐用郡佐用町三日月１１１０－１ 790793117 菓子製造業 一般 舟引 進八 西播(龍健)第701-64 令和3年3月30日 令和10年5月31日 令和3年3月30日
000028 6000180266 ほんまる家 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市及び明石市を除く） 喫茶店営業 露店 本丸 鮎美 西播(龍健)第708-55 令和3年3月30日 令和8年5月31日 令和3年3月30日
000028 6000180267 夢屋 679-5307 佐用郡佐用町円応寺１９９ 790823028 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川﨑 均 西播(龍健)第700-306 令和3年3月30日 令和9年5月31日 令和3年3月30日
000028 6000180272 たつのみんなの昆虫館 679-4002 たつの市揖西町中垣内東山１７９３－１３６ 791728340 喫茶店営業 一般 株式会社ＭＩＫＵ 代表取締役 永岡 宣幸 671-1556 兵庫県揖保郡太子町常全５番地１ 792808900 西播(龍健)第708-54 令和3年3月31日 令和9年5月31日 令和3年3月31日
000028 6000180283 里山食堂繁盛小 671-4105 宍粟市一宮町上岸田５７６ みそ製造業 一般 ＮＰＯ法人Ｍｏｒｅ繁盛 理事 米田 正富 671-4105 兵庫県宍粟市一宮町上岸田５７６ 西播(龍健)第716-4 令和3年3月30日 令和9年5月31日 令和3年3月30日
000028 6000180335 カラオケ喫茶アンジュ 679-4129 たつの市龍野町堂本４４９－６ 飲食店営業(4)その他 一般 市本 京子 西播(龍健)第168-1 令和3年4月1日 令和9年5月31日 令和3年4月1日
000028 6000180376 アルテリーベ号 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 田中 粒聖 西播(龍健)第168-2 令和3年4月7日 令和8年5月31日 令和3年4月7日
000028 6000180377 龍野水上ゴルフセンター 679-4108 たつの市神岡町大住寺２２０－９ 791650080 飲食店営業(4)その他 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 西播(龍健)第168-3 令和3年4月7日 令和8年5月31日 令和3年4月7日
000028 6000180425 671-3224 宍粟市千種町七野３５９ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ＦｕｓｉｏｎＦａｃｔｏｒｙ 取締役 三原 美香 769-0101 香川県高松市国分寺町新居３０１番１－３０２号 西播(龍健)第168-6 令和3年4月14日 令和9年5月31日 令和3年4月14日
000028 6000180432 おばんざい　つくし 671-2577 宍粟市山崎町山崎４３９－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 早川 道子 西播(龍健)第168-5 令和3年4月12日 令和9年5月31日 令和3年4月12日
000028 6000180435 Ｂｕｔｔｅｒ 671-1321 たつの市御津町苅屋２２１－３ 菓子製造業 一般 河原 愛海 西播(龍健)第169-1 令和3年4月14日 令和9年5月31日 令和3年4月14日
000028 6000180439 671-1332 たつの市御津町室津１０３４-３３ 793240061 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 代表取締役 671-1332 兵庫県たつの市御津町室津１０３４番地３３ 793240061 西播(龍健)第176-1 令和3年4月12日 令和9年5月31日 令和3年4月12日
000028 6000180445 自然菜園ｃａｆｅ　遊楽里 671-3224 宍粟市千種町七野313-1 菓子製造業 一般 酒井 早苗 西播(龍健)第169-2 令和3年4月14日 令和9年5月31日 令和3年4月14日
000028 6000180466 古民家ダイニング道満 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 片岡 和美 西播(龍健)第168-11 令和3年4月15日 令和8年5月31日 令和3年4月15日
000028 6000180476 小島商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 小島 幸 西播(龍健)第169-6 令和3年4月16日 令和8年5月31日 令和3年4月16日
000028 6000180487 マックスバリュ宍粟一宮店 671-4132 宍粟市一宮町東市場４０７－１ 790728733 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第168-7 令和3年4月19日 令和9年5月31日 令和3年4月19日
000028 6000180488 マックスバリュ宍粟一宮店 671-4132 宍粟市一宮町東市場４０７－１ 790728733 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第168-8 令和3年4月19日 令和9年5月31日 令和3年4月19日
000028 6000180489 マックスバリュ宍粟一宮店 671-4132 宍粟市一宮町東市場４０７－１ 790728733 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第168-9 令和3年4月19日 令和9年5月31日 令和3年4月19日
000028 6000180490 マックスバリュ宍粟一宮店 671-4132 宍粟市一宮町東市場４０７－１ 790728733 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第168-10 令和3年4月19日 令和9年5月31日 令和3年4月19日
000028 6000180491 マックスバリュ宍粟一宮店 671-4132 宍粟市一宮町東市場４０７－１ 790728733 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第173-1 令和3年4月19日 令和9年5月31日 令和3年4月19日
000028 6000180492 マックスバリュ宍粟一宮店 671-4132 宍粟市一宮町東市場４０７－１ 790728733 そうざい製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第195-1 令和3年4月19日 令和9年5月31日 令和3年4月19日
000028 6000180493 マックスバリュ宍粟一宮店 671-4132 宍粟市一宮町東市場４０７－１ 790728733 喫茶店営業 自動販売機 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第178-2 令和3年4月19日 令和8年5月31日 令和3年4月19日
000028 6000180494 マックスバリュ宍粟一宮店 671-4132 宍粟市一宮町東市場４０７－１ 790728733 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第169-3 令和3年4月19日 令和9年5月31日 令和3年4月19日
000028 6000180496 マックスバリュ宍粟一宮店 671-4132 宍粟市一宮町東市場４０７－１ 790728733 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第183-1 令和3年4月19日 令和9年5月31日 令和3年4月19日
000028 6000180514 四季 671-2522 宍粟市山崎町杉ケ瀬１０３－１ 菓子製造業 一般 菅谷 寿美子 西播(龍健)第169-7 令和3年4月19日 令和9年5月31日 令和3年4月19日
000028 6000180596 洋食のオーニシ 671-1502 揖保郡太子町原４７６－１ 792777139 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社オーニシ 代表取締役 大西 メリーアン 670-0049 兵庫県姫路市元町９３番地１グラジオ元町１００３号 792913538 西播(龍健)第168-20 令和3年4月28日 令和9年5月31日 令和3年4月28日
000028 6000180719 福祉の店　はりまっ子　咲ランド店 671-2545 宍粟市山崎町中井７－４咲ランドショッピングセンター１Ｆ 790630541 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー ひょうご障害者福祉協同組合 代表理事 本條 義和 670-0814 兵庫県姫路市野里上野町１丁目１番６号 792871577 西播(龍健)第180-3 令和3年4月30日 令和8年5月31日 令和3年4月30日
000028 6000180726 味優留工房いち番 671-2517 宍粟市山崎町生谷２４６－３ 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 平野 みつる 西播(龍健)第168-36 令和3年5月7日 令和9年5月31日 令和3年5月7日
000028 6000180754 フルーツ大福　七福堂 671-1524 揖保郡太子町東保３２３－４　２Ｆ 792637779 菓子製造業 一般 株式会社えん家 代表取締役 谷口 努 670-0835 兵庫県姫路市幸町１４０番地 792215670 西播(龍健)第169-12 令和3年5月6日 令和9年5月31日 令和3年5月6日
000028 6000180765 株式会社ファインコスト 679-4327 たつの市新宮町中野庄１４５ 791752275 食肉処理業 一般 株式会社ファインコスト 代表取締役 木村 友彦 670-0893 兵庫県姫路市北平野二丁目１番３８号 792220270 西播(龍健)第182-1 令和3年5月6日 令和9年5月31日 令和3年5月6日
000028 6000180805 ドミノ・ピザたつの店 679-4167 たつの市龍野町富永５０３ 791637000 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＭＡＴＳＵ 代表取締役 松尾 健史 671-1112 兵庫県姫路市広畑区北野町一丁目１７番地 792301616 西播(龍健)第168-55 令和3年5月11日 令和9年5月31日 令和3年5月11日
000028 6000180806 ドミノ・ピザたつの店 679-4167 たつの市龍野町富永５０３ 791637000 菓子製造業 一般 株式会社ＭＡＴＳＵ 代表取締役 松尾 健史 671-1112 兵庫県姫路市広畑区北野町一丁目１７番地 792301616 西播(龍健)第169-13 令和3年5月11日 令和9年5月31日 令和3年5月11日
000028 6000180911 マクドナルド姫路太子町店 671-1523 揖保郡太子町東南６４８－１ 792770164 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 163-1339 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 369115000 西播(龍健)第168-65 令和3年5月21日 令和10年5月31日 令和3年5月21日
000028 6000180912 マクドナルド姫路太子町店 671-1523 揖保郡太子町東南６４８－１ 792770164 菓子製造業 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 163-1339 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 369115000 西播(龍健)第169-18 令和3年5月21日 令和10年5月31日 令和3年5月21日
000028 6000180913 マクドナルド姫路太子町店 671-1523 揖保郡太子町東南６４８－１ 792770164 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 163-1339 東京都新宿区西新宿六丁目５番１号 369115000 西播(龍健)第180-4 令和3年5月21日 令和9年5月31日 令和3年5月21日
000028 6000180919 ｎｉｋｏｒａｉｎａ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 一般社団法人小野の駅 代表理事 武澤 利夫 679-5343 兵庫県佐用郡佐用町口長谷５０６－１ 西播(龍健)第168-64 令和3年5月26日 令和8年5月31日 令和3年5月26日
000028 6000180960 なまり家 671-4143 宍粟市一宮町三方町２５２－３ 790740026 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 太田 靖亮 西播(龍健)第168-60 令和3年5月21日 令和9年5月31日 令和3年5月21日
000028 6000180961 クラテラスたつの 679-4179 たつの市龍野町上霞城１２６醤油の郷　大正ロマン館内 791729291 菓子製造業 一般 一般社団法人リバーサイドラボラトリー 代表理事 畑本 康介 679-4164 兵庫県たつの市龍野町立町３８番地 791729291 西播(龍健)第169-19 令和3年5月26日 令和9年5月31日 令和3年5月26日
000028 6000180980 そば処　竜元そば 671-1621 たつの市揖保川町正條８１４－１２ 飲食店営業(4)その他 一般 Ｇｒａｎｄｃｉｅｌ株式会社 代表取締役 古香 政裕 672-8040 兵庫県姫路市飾磨区野田町１８６番地２ 792217247 西播(龍健)第168-69 令和3年5月27日 令和9年5月31日 令和3年5月27日
000028 6000180984 旬菜　ひだまり 679-5214 佐用郡佐用町西徳久７６１－１ 790780465 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橋本 直満 西播(龍健)第168-70 令和3年5月25日 令和9年5月31日 令和3年5月25日
000028 6000181001 日本丸天醬油株式会社 6711680 たつの市揖保川町半田６７２ 791723535 添加物製造業 一般 日本丸天醬油株式会社 代表取締役 延賀 海輝 671-1601 兵庫県たつの市揖保川町半田６７２番地 791723535 西播(龍健)第196-1 令和3年5月25日 令和9年5月31日 令和3年5月25日
000028 6000181002 コバコＷｏｒｋ　＆　Ｃａｍｐ 679-5301 佐用郡佐用町佐用２８２８－１０ 790710024 菓子製造業 一般 コバコ株式会社 代表取締役 谷口 悠一 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用２８２８番地１０ 790710024 西播(龍健)第169-21 令和3年5月26日 令和9年5月31日 令和3年5月26日
000028 6000181039 大阪屋　飯田商店 679-5307 佐用郡佐用町円応寺８６アグロ佐用店敷地内 飲食店営業(4)その他 露店 飯田 一史 西播(龍健)第168-71 令和3年5月31日 令和8年5月31日 令和3年5月31日
000028 6000181040 大阪屋　飯田商店 679-5307 佐用郡佐用町円応寺８６アグロ佐用店敷地内 菓子製造業 露店 飯田 一史 西播(龍健)第169-21 令和3年5月31日 令和8年5月31日 令和3年5月31日
000028 6000181063 北條製餡株式会社 671-1522 揖保郡太子町矢田部456-1 792770203 かん詰又はびん詰食品製造業 一般 北條製餡株式会社 代表取締役 北條 義幸 670-0992 兵庫県姫路市福沢町93 792770203 西播(龍健)第177-1 令和3年5月31日 令和10年5月31日 令和3年5月31日
000028 6000181094 道の駅　みなみ波賀 671-4241 宍粟市波賀町安賀８－１ 790753999 飲食店営業(4)その他 一般 宍粟メイプル株式会社 代表取締役 富田 健次 671-4241 兵庫県宍粟市波賀町安賀８番地の１ 790753999 西播(龍健)第168-72 令和3年5月31日 令和9年5月31日 令和3年5月31日
000028 6000181203 珈琲所コメダ珈琲店たつの店 679-4129 たつの市龍野町堂本３７３－１ 791789320 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｓ＆Ｋ 代表取締役 鈴木 剛 678-0202 兵庫県赤穂市山手町４番地１ 791451157 西播(龍健)第1-2 令和3年6月9日 令和9年8月31日 令和3年6月9日
000028 6000181242 やきとり壱番 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 864311249 飲食店営業(4)その他 露店40L 伊藤 実徳 西播(龍健)第1-1 令和3年6月9日 令和8年8月31日 令和3年6月9日
000028 6000181317 コッタパン 671-1561 揖保郡太子町鵤１３９１－１ 792764602 菓子製造業 一般 有限会社はりま十水堂 代表取締役 中屋 政利 671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤１３９１番地１ 792764602 西播(龍健)第11-2 令和3年6月21日 令和9年8月31日 令和3年6月21日
000028 6000181318 菊屋蔵 679-4165 たつの市龍野町本町３２ 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社井上晴登建設 代表取締役 井上 雅仁 672-8079 兵庫県姫路市飾磨区今在家四丁目５５番地 792353130 西播(龍健)第1-5 令和3年6月21日 令和9年8月31日 令和3年6月21日
000028 6000181322 赤い実 679-5514 佐用郡佐用町福吉４０９－１ 菓子製造業 一般 森本 都 西播(龍健)第11-1 令和3年6月18日 令和9年8月31日 令和3年6月18日
000028 6000181323 赤い実 679-5514 佐用郡佐用町福吉４０９－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森本 都 西播(龍健)第1-4 令和3年6月18日 令和9年8月31日 令和3年6月18日
000028 6000181324 ファーム６６７ 679-5205 佐用郡佐用町安川６６７ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 髙橋 由紀子 西播(龍健)第1-3 令和3年6月18日 令和9年8月31日 令和3年6月18日
000028 6000181454 北條製餡株式会社 671-1522 揖保郡太子町矢田部456-1 乳製品製造業 一般 北條製餡株式会社 代表取締役 北條 義幸 670-0992 兵庫県姫路市福沢町93 792770203 西播(龍健)第13-1 令和3年6月23日 令和10年8月31日 令和3年6月23日
000028 6000181685 はじまり工房　けんさん 671-2522 宍粟市山崎町杉ケ瀬３６９－２ 漬物製造業 一般 井上 憲三 西播(龍健)第29-1 令和3年7月7日 令和9年8月31日 令和3年7月7日



000028 6000181702 ＯＮＥ　ＣＯＬＯＲ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社Ｒ 代表取締役 坪田 梨奈 670-0951 兵庫県姫路市庄田９５番地１ 792286006 西播(龍健)第１－６ 令和3年7月7日 令和8年8月31日 令和3年7月7日
000028 6000181774 喫茶　ヒカリ 679-4313 たつの市新宮町新宮１０３０ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前田 千代子 西播(龍健)第1-9 令和3年7月9日 令和9年8月31日 令和3年7月9日
000028 6000181863 ユーキ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 難波 佑貴 西播(龍健)第1-8 令和3年7月16日 令和8年8月31日 令和3年7月16日
000028 6000181864 バンブーショッツ一宮工場 671-4141 宍粟市一宮町東市場７６７ 790721678 密封包装食品製造業 一般 有限会社バンブーショッツ 代表取締役 吉本 哲也 660-0815 兵庫県尼崎市杭瀬北新町三丁目２番４６号 664158707 西播(龍健)第30-1 令和3年7月16日 令和9年8月31日 令和3年7月16日
000028 6000181865 バンブーショッツ一宮工場 671-4141 宍粟市一宮町東市場７６７ 790721678 菓子製造業 一般 有限会社バンブーショッツ 代表取締役 吉本 哲也 660-0815 兵庫県尼崎市杭瀬北新町三丁目２番４６号 664158707 西播(龍健)第11-4 令和3年7月16日 令和9年8月31日 令和3年7月16日
000028 6000181895 網姫水産 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店40L 魚谷 拓也 西播(龍健)第1-7 令和3年7月19日 令和8年8月31日 令和3年7月19日
000028 6000181900 カラオケルーム　およろい 671-2516 宍粟市山崎町三津１３７－１　２Ｆ 790633469 飲食店営業(4)その他 一般 リバーサイド観光有限会社 代表取締役 太田 勇 671-2516 兵庫県宍粟市山崎町三津１３７番地の１ 西播(龍健)第1-22 令和3年7月19日 令和9年8月31日 令和3年7月19日
000028 6000181925 ＫＵＭＯＴＳＵＫＩ 679-5331 佐用郡佐用町平福４７５－１ 790710700 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社かのね 代表取締役 四方田 康次 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用２８２８番地１０ 西播(龍健)第1-18 令和3年7月20日 令和9年8月31日 令和3年7月20日
000028 6000181927 重次郎　平福茶房 679-5331 佐用郡佐用町平福４７５－１ 790710088 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社みかづきｅ 代表取締役 三木 伸雄 679-5131 兵庫県佐用郡佐用町上本郷３６３番地 西播(龍健)第1-19 令和3年7月20日 令和9年8月31日 令和3年7月20日
000028 6000181928 重次郎　平福茶房 679-5331 佐用郡佐用町平福４７５－１ 790710088 菓子製造業 一般 株式会社みかづきｅ 代表取締役 三木 伸雄 679-5131 兵庫県佐用郡佐用町上本郷３６３番地 西播(龍健)第11-5 令和3年7月20日 令和9年8月31日 令和3年7月20日
000028 6000181929 福盛精肉店 679-5301 佐用郡佐用町佐用２９０１－１６ 790822929 飲食店営業(4)その他 一般 福盛 幸助 西播(龍健)第1-21 令和3年7月19日 令和9年8月31日 令和3年7月19日
000028 6000181938 龍野西サービスエリア（上り） 679-4016 たつの市揖西町南山字西の土井２８６龍野西サービスエリア上り線 791662647 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社ＫＲフードサービス 代表取締役 望月 進 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋三丁目６番２６号 661701590 西播(龍健)第1-24 令和3年7月21日 令和8年8月31日 令和3年7月21日
000028 6000181958 ながさわ山崎店 671-2521 宍粟市山崎町木ノ谷字山元５－１ 790628777 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ナガサワ食品株式会社 代表取締役 長澤 正直 675-0103 兵庫県加古川市平岡町高畑４９０番地１ 794252200 西播(龍健)第1-15 令和3年7月21日 令和9年8月31日 令和3年7月21日
000028 6000181967 ファンキーバナナ 679-4133 たつの市誉田町誉２４－１ 791602115 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ワイエス 代表取締役 柴田 勝則 679-4133 兵庫県たつの市誉田町誉２４番地１ 791602115 西播(龍健)第1-26 令和3年7月20日 令和9年8月31日 令和3年7月20日
000028 6000181998 マルナカ太子店 671-1521 揖保郡太子町東出字藤社２３２－１ 792756111 飲食店営業(4)その他 露店40L マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南１丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第1-28 令和3年7月26日 令和8年8月31日 令和3年7月26日
000028 6000182039 香西製麺所 679-4302 たつの市新宮町香山５０５－２ 麺類製造業 一般 香西 卓也 西播(龍健)第24-11 令和3年7月29日 令和9年8月31日 令和3年7月29日
000028 6000182051 新宮製麺所 671-4134 宍粟市一宮町伊和５９６－１ 790720230 麺類製造業 一般 新宮 浩文 西播(龍健)第24-9 令和3年7月29日 令和9年8月31日 令和3年7月29日
000028 6000182140 ふれあいの里上月 679-5514 佐用郡佐用町福吉６７４－１ 790870008 みそ又はしょうゆ製造業 一般 株式会社元気工房さよう 衣笠 俊博 679-5134 兵庫県佐用郡佐用町乃井野１２６６番地 790792521 西播(龍健)第20-1 令和3年7月20日 令和9年8月31日 令和3年7月20日
000028 6000182141 ふれあいの里上月 679-5514 佐用郡佐用町福吉６７４－１ 790870008 豆腐製造業 一般 株式会社元気工房さよう 衣笠 俊博 679-5134 兵庫県佐用郡佐用町乃井野１２６６番地 790792521 西播(龍健)第22-1 令和3年7月20日 令和9年8月31日 令和3年7月20日
000028 6000182143 株式会社ＪＯＹＸゴルフ倶楽部  上月コース レストラン 679-5644 佐用郡佐用町上秋里１０６１－４ 790861100 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＪＯＹＸゴルフ倶楽部 代表取締役 髙橋 正弘 679-5644 兵庫県佐用郡佐用町上秋里１０６１番地の４ 790861100 西播(龍健)第1-20 令和3年7月20日 令和9年8月31日 令和3年7月20日
000028 6000182160 パナソニックデバイスＳＵＮＸ竜野 679-4123 たつの市龍野町片山３００ 791630517 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町二丁目５４番地 792365800 西播(龍健)第2-1 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 6000182272 餃子屋　福籠 671-2551 宍粟市山崎町春安３－１　１０３ 790739820 そうざい製造業 一般 柴原 義和 西播(龍健)第25-2 令和3年8月11日 令和9年8月31日 令和3年8月11日
000028 6000182273 さようの食堂 679-5341 佐用郡佐用町横坂４１５－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社フーリエ 代表取締役 北田 昌宏 650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通２丁目１５番１３－８０１号 782619466 西播(龍健)第1-29 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 6000182274 さようの食堂 679-5341 佐用郡佐用町横坂４１５－１ そうざい製造業 一般 株式会社フーリエ 代表取締役 北田 昌宏 650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通２丁目１５番１３－８０１号 782619466 西播(龍健)第25-1 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 6000182281 ミュージック★カフェ　Ｖｉｎｔａｇｅ 671-1522 揖保郡太子町矢田部８８ 792587683 飲食店営業(4)その他 一般 藤本 昌利 西播(龍健)第1-36 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 6000182282 寳山製麺所 679-4103 たつの市神岡町上横内２１５ 791650625 麺類製造業 一般 寳山 謙一 西播(龍健)第24-21 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 6000182316 勝木製麺所 671-4141 宍粟市一宮町東河内１２０１－１ 麺類製造業 一般 勝木 健太 西播(龍健)第24-24 令和3年8月6日 令和9年8月31日 令和3年8月6日
000028 6000182321 永遠 671-1521 揖保郡太子町東出７９－１山榮ハイツ１０１ 飲食店営業(4)その他 一般 松山 祐子 西播(龍健)第1-43 令和3年8月6日 令和9年8月31日 令和3年8月6日
000028 6000182323 特定非営利活動法人 さわやかの部屋 671-1561 揖保郡太子町鵤３４１－１ 792776010 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人さわやかの部屋 理事 武内 冨美代 671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤字鎗ケ崎３４１番地１ 792776010 西播(龍健)第11-9 令和3年8月10日 令和9年8月31日 令和3年8月10日
000028 6000182346 居酒屋　キャプ店 679-4006 たつの市揖西町田井８５－１ 791662778 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 林田 拓也 西播(龍健)第1-52 令和3年8月10日 令和9年8月31日 令和3年8月10日
000028 6000182407 道の駅みつ 671-1332 たつの市御津町室津８９６－２３ 793228500 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社清交俱楽部 代表取締役 西脇 康雄 670-0932 兵庫県姫路市下寺町４３番地姫路商工会議所内 792816800 西播(龍健)第1-55 令和3年8月12日 令和9年8月31日 令和3年8月12日
000028 6000182416 ＭＱＴＰ　肉仙 679-4322 たつの市新宮町仙正８７－１ 791751999 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＨＴＳ 代表取締役 松本 晶子 679-4322 兵庫県たつの市新宮町仙正８７番地１ 791751999 西播(龍健)第1-56 令和3年8月17日 令和9年8月31日 令和3年8月17日
000028 6000182417 ＭＱＴＰ　肉仙 679-4322 たつの市新宮町仙正８７－１ 791751999 食肉販売業 一般 株式会社ＨＴＳ 代表取締役 松本 晶子 679-4322 兵庫県たつの市新宮町仙正８７番地１ 791751999 西播(龍健)第3-3 令和3年8月17日 令和9年8月31日 令和3年8月17日
000028 6000182418 ＭＱＴＰ　肉仙 679-4322 たつの市新宮町仙正８７－１ 791751999 食肉製品製造業 一般 株式会社ＨＴＳ 代表取締役 松本 晶子 679-4322 兵庫県たつの市新宮町仙正８７番地１ 791751999 西播(龍健)第15-1 令和3年8月17日 令和9年8月31日 令和3年8月17日
000028 6000182481 宮本大作製麺所 679-5161 たつの市新宮町下莇原３４１－３ 791780807 麺類製造業 一般 宮本 大作 西播(龍健)第24-28 令和3年8月17日 令和9年8月31日 令和3年8月17日
000028 6000182482 神戸Ｇ．Ｇカレー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 大宝薬品株式会社 代表取締役 山内 誠 671-2214 兵庫県姫路市西夢前台二丁目３８番地 792661605 西播(龍健)第1-57 令和3年8月17日 令和8年8月31日 令和3年8月17日
000028 6000182517 神岡ふれあい館 679-4106 たつの市神岡町横内２７６－１ 飲食店営業(4)その他 一般 西播(龍健)第1-60 令和3年8月19日 令和9年8月31日 令和3年8月19日
000028 6000182562 株式会社丹波の黒太郎　煮豆工場 671-4114 宍粟市一宮町福野１６０－２ 790740572 そうざい製造業 一般 株式会社丹波の黒太郎 代表取締役 神﨑 治 671-4114 兵庫県宍粟市一宮町福野字本田１６９番３ 790740572 西播(龍健)第25-3 令和3年8月23日 令和9年8月31日 令和3年8月23日
000028 6000182607 Ｋａｅｄｅ 671-2577 宍粟市山崎町山崎１２１ 飲食店営業(4)その他 一般 有冨 壮太 西播(龍健)第1-66 令和3年8月25日 令和9年8月31日 令和3年8月25日
000028 6000182743 太子町立学校給食センター 671-1543 揖保郡太子町沖代１７ 792762557 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社東洋食品 代表取締役 荻久保 英男 110-0015 東京都台東区東上野一丁目１４番４号 338361291 西播(龍健)第1-69 令和3年9月1日 令和10年11月30日 令和3年9月1日
000028 6000182869 前田製麺所 671-2528 宍粟市山崎町野々上６８６－３ 790626436 麺類製造業 一般 前田 純子 西播(龍健)第24-29 令和3年9月7日 令和9年11月30日 令和3年9月7日
000028 6000182891 坂口光代製麺所 671-4243 宍粟市波賀町小野１９３ 790753116 麺類製造業 一般 坂口 光代 西播(龍健)第24-30 令和3年9月8日 令和9年11月30日 令和3年9月8日
000028 6000182892 カラオケハウス歌姫 671-3211 宍粟市千種町岩野辺１００５－１ 790763110 飲食店営業(4)その他 一般 澤近 俊充 西播(龍健)第1-72 令和3年9月13日 令和9年11月30日 令和3年9月13日
000028 6000182893 ステーキ　海舟 679-4167 たつの市龍野町富永５３１－１ 791728766 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 雅彦化成株式会社 代表取締役 德永 智也 679-4116 兵庫県たつの市神岡町沢田１３０８番地 791623686 西播(龍健)第1-71 令和3年9月10日 令和9年11月30日 令和3年9月10日
000028 6000182895 仲屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 前原 利公 西播(龍健)第1-70 令和3年9月10日 令和8年11月30日 令和3年9月10日
000028 6000182910 枦段製麺所 671-4221 宍粟市波賀町上野９９２－1 790752288 麺類製造業 一般 枦段 健 西播(龍健)第24-31 令和3年9月13日 令和9年11月30日 令和3年9月13日
000028 6000182982 阪井製麺所 671-1511 揖保郡太子町太田２２４ 792760920 麺類製造業 一般 阪井 泰喜 西播(龍健)第24-32 令和3年9月15日 令和9年11月30日 令和3年9月15日
000028 6000182998 ｃａｆｅｉｅｒ 671-1524 揖保郡太子町東保１８－１まつだオアシスハウス１階Ａ号 飲食店営業(4)その他 一般 田中 葉子 西播(龍健)第1-74 令和3年9月15日 令和9年11月30日 令和3年9月15日
000028 6000183009 うすくち文化研究所 679-4177 たつの市龍野町下川原７８ そうざい製造業 一般 淺井 良昭 西播(龍健)第25-4 令和3年9月15日 令和9年11月30日 令和3年9月15日
000028 6000183139 社会福祉法人恩徳福祉会  特別養護老人ホーム　やまさき白寿園 671-2551 宍粟市山崎町春安１１１－１ 790628833 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｍｅｒｘ 代表取締役 冨永 成慈 541-0054 大阪府大阪市中央区南本町一丁目７番１５号明治安田生命堺筋本町ビル１３階 662672733 西播(龍健)第1-75 令和3年9月21日 令和10年11月30日 令和3年9月21日
000028 6000183163 宮本製麺所 679-5152 たつの市新宮町牧６８２ 791780175 麺類製造業 一般 宮本 幸紀 西播(龍健)第24-33 令和3年9月21日 令和9年11月30日 令和3年9月21日
000028 6000183171 ＳＰＡＣＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 藤本 将 西播(龍健)第1-76 令和3年9月21日 令和8年11月30日 令和3年9月21日
000028 6000183172 エクアトリアルジャパン　たつの工場 679-5161 たつの市新宮町下莇原１３３ 清涼飲料水製造業 一般 松永 大仙 西播(龍健)第14-1 令和3年9月22日 令和9年11月30日 令和3年9月22日
000028 6000183208 ほっともっとたつの店 679-4167 たつの市龍野町富永５０８－３ 791642525 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社プレナス 代表取締役 塩井 辰男 812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１９番２１号 924523600 西播(龍健)第1-77 令和3年9月21日 令和9年11月30日 令和3年9月21日
000028 6000183213 株式会社イカワ 671-1575 揖保郡太子町佐用岡８５２－４ 792772840 麺類製造業 一般 株式会社イカワ 代表取締役 井川 真輔 671-1575 兵庫県揖保郡太子町佐用岡８５２番地の４ 792772840 西播(龍健)第24-34 令和3年9月22日 令和9年11月30日 令和3年9月22日
000028 6000183231 タマゴサンド製作所 671-1575 揖保郡太子町佐用岡６５１－１ 飲食店営業(4)その他 一般 飯田 晃祐 西播(龍健)第1-78 令和3年9月24日 令和9年11月30日 令和3年9月24日
000028 6000183274 マイドリームキッチン 671-2545 宍粟市山崎町中井７－４ 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 ひょうご障害者福祉協同組合 代表理事 本條 義和 670-0814 兵庫県姫路市野里上野町一丁目１番６号 792871577 西播(龍健)第1-79 令和3年9月24日 令和9年11月30日 令和3年9月24日
000028 6000183316 ＫＵＲＩＳＵ　ｃｈｅｓｔｎｕｔ 679-4345 たつの市新宮町福栖２５３－２ 791603265 菓子製造業 一般 冨田 朋子 西播(龍健)第11-15 令和3年9月29日 令和9年11月30日 令和3年9月29日
000028 6000183447 ランチ花梨 671-1321 たつの市御津町苅屋１４５５　タキロン内 792323272 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 有限会社セルビス 代表取締役 金井 敏博 679-2143 兵庫県姫路市香寺町中仁野５０２番地 792323272 西播(龍健)第1-82 令和3年9月30日 令和9年11月30日 令和3年9月30日
000028 6000183454 まんま 679-4115 たつの市神岡町入野１６４－４ 菓子製造業 一般 武内 みちる 西播(龍健)第11-16 令和3年10月4日 令和9年11月30日 令和3年10月4日
000028 6000183664 ＮａｎＡｔｓｕ 679-4161 たつの市龍野町日山２１０－４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 増成 保奈美 西播(龍健)第1-81 令和3年10月7日 令和9年11月30日 令和3年10月7日
000028 6000183667 サササ 671-4105 宍粟市一宮町上岸田５７６（旧繁盛幼稚園） 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山口 洋介 西播(龍健)第1-83 令和3年10月7日 令和9年11月30日 令和3年10月7日
000028 6000183729 ＹＦ 679-4155 たつの市揖保町揖保中338 791671333 麺類製造業 一般 株式会社ペルゴ 代表取締役社長 小林 康浩 670-0976 兵庫県姫路市中地１８８番地の１ 792934064 西播(龍健)第24-40 令和3年10月12日 令和9年11月30日 令和3年10月12日
000028 6000183794 株式会社丹波の黒太郎 671-4114 宍粟市一宮町福野字本田１６９－３ 790740572 食品の小分け業 一般 株式会社丹波の黒太郎 代表取締役 神﨑 治 671-4114 兵庫県宍粟市一宮町福野字本田１６９番３ 790740572 西播(龍健)第31-1 令和3年10月11日 令和9年11月30日 令和3年10月11日
000028 6000183822 タマゴサンド製作所 671-1575 揖保郡太子町佐用岡６５１－１ そうざい製造業 一般 飯田 晃祐 西播(龍健)第25-7 令和3年10月8日 令和9年11月30日 令和3年10月8日
000028 6000183863 網元　桝政 671-1332 たつの市御津町室津８３４－１ 793240258 そうざい製造業 一般 有限会社桝政 代表取締役 桝本 雅之 671-1332 兵庫県たつの市御津町室津５５５番地１ 793240258 西播(龍健)第25-9 令和3年10月13日 令和9年11月30日 令和3年10月13日
000028 6000183867 アルペンローゼ 679-4002 たつの市揖西町中垣内３２－１ 791661533 そうざい製造業 一般 小林 晴美 西播(龍健)第25-6 令和3年10月12日 令和9年11月30日 令和3年10月12日
000028 6000183892 １１２９印 669-2402 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 神應寺 美希 西播(龍健)第1-86 令和3年10月13日 令和8年11月30日 令和3年10月13日
000028 6000183912 豆富は白い　白いはうさぎ 671-1522 揖保郡太子町矢田部88 792777878 そうざい製造業 一般 株式会社２Ｋ２ 代表取締役 飯田 晃祐 671-1531 兵庫県揖保郡太子町立岡４４０番地５－４ 792751530 西播(龍健)第25-8 令和3年10月8日 令和9年11月30日 令和3年10月8日
000028 6000183927 ＫＵＲＩＳＵ　ｃｈｅｓｔｎｕｔ 679-4345 たつの市新宮町福栖２５３－２ 791603265 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 冨田 朋子 西播(龍健)第1-87 令和3年10月15日 令和9年11月30日 令和3年10月15日
000028 6000183959 ぱんぱかぱーん 671-4142 宍粟市一宮町能倉７６７－３ 菓子製造業 一般 石飛 池悠 西播(龍健)第11-20 令和3年10月18日 令和9年11月30日 令和3年10月18日
000028 6000183960 はちまる家 671-4138 宍粟市一宮町西安積２４５－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 八家 清悟 西播(龍健)第1-91 令和3年10月18日 令和9年11月30日 令和3年10月18日
000028 6000184136 はじまり工房　けんさん 671-2522 宍粟市山崎町杉ケ瀬３６９－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井上 憲三 西播(龍健)第1-97 令和3年10月25日 令和9年11月30日 令和3年10月25日
000028 6000184285 さんぽう穀ｅｒｙ 671-2512 宍粟市山崎町与位６６－２０６ 790631527 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 渡部 桂輔 西播(龍健)第1-100 令和3年10月28日 令和9年11月30日 令和3年10月28日
000028 6000184286 さんぽう穀ｅｒｙ 671-2512 宍粟市山崎町与位６６－２０６ 790631527 菓子製造業 一般 渡部 桂輔 西播(龍健)第11-21 令和3年10月28日 令和9年11月30日 令和3年10月28日
000028 6000184370 (株)福盛ミートセンター 679-5301 佐用郡佐用町佐用２８４８ 790823981 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社福盛ミートセンター 代表取締役 福盛 孝人 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用２８４８番地 790823981 西播(龍健)第1-105 令和3年10月28日 令和9年11月30日 令和3年10月28日
000028 6000184555 すし次朗 679-4167 たつの市龍野町富永５０７－２５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井原 二郎 西播(龍健)第1-117 令和3年11月9日 令和10年11月30日 令和3年11月9日
000028 6000184556 すし次朗 679-4167 たつの市龍野町富永５０７－２５ そうざい製造業 一般 井原 二郎 西播(龍健)第25-12 令和3年11月9日 令和10年11月30日 令和3年11月9日
000028 6000184681 ｃａｆｅ　Ｂ－ＢＯＸ 671-1331 たつの市御津町岩見１１５９ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 花井 淳一 西播(龍健)第1-123 令和3年11月15日 令和9年11月30日 令和3年11月15日
000028 6000184682 渡邊 671-2504 宍粟市山崎町東下野３５－５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 渡邊 智朗 西播(龍健)第1-121 令和3年11月15日 令和9年11月30日 令和3年11月15日
000028 6000184684 ＳＡＮＤＥＲＳ　ＫＩＴＣＨＥＮ 671-1531 揖保郡太子町立岡４４０－５－４　１Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 飯田 晃祐 西播(龍健)第1-122 令和3年11月15日 令和9年11月30日 令和3年11月15日
000028 6000184685 ＳＡＮＤＥＲＳ　ＫＩＴＣＨＥＮ 671-1531 揖保郡太子町立岡４４０－５－４　１Ｆ そうざい製造業 一般 飯田 晃祐 西播(龍健)第25-13 令和3年11月15日 令和9年11月30日 令和3年11月15日
000028 6000184779 おいしんぼう亭 671-2577 宍粟市山崎町山崎３９７－２ 790627887 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 柴原 裕二 西播(龍健)第1-113 令和3年11月17日 令和9年11月30日 令和3年11月17日
000028 6000184824 レストラン　トッポ・ジージヨ 671-2551 宍粟市山崎町春安３２ 790621889 食肉製品製造業 一般 有限会社トッポ・ジージヨ 植本 昇三 671-2551 兵庫県宍粟市山崎町春安３２番地 790621889 西播(龍健)第15-2 令和3年11月15日 令和9年11月30日 令和3年11月15日
000028 6000184825 レストラン　トッポ・ジージヨ 671-2551 宍粟市山崎町春安３２ 790621889 食肉販売業 一般 有限会社トッポ・ジージヨ 植本 昇三 671-2551 兵庫県宍粟市山崎町春安３２番地 790621889 西播(龍健)第3-5 令和3年11月15日 令和9年11月30日 令和3年11月15日
000028 6000184874 寺田たまき加工所 679-4114 たつの市神岡町寄井２３８ 791650452 食品の小分け業 一般 寺田 たまき 西播(龍健)第31-3 令和3年11月16日 令和9年11月30日 令和3年11月16日
000028 6000184919 ＦＩＥＬＤ　ＣＡＦＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 髙橋 真由 西播(龍健)第1-126 令和3年11月16日 令和9年11月30日 令和3年11月16日
000028 6000185076 ＮＰＯ法人しかプロジェクト 671-4123 宍粟市一宮町生栖３１－４ 食肉処理業 一般 ＮＰＯ法人しかプロジェクト 理事 前田 竹雄 671-4123 兵庫県宍粟市一宮町生栖３１番地４ 西播(龍健)第9-3 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 6000185190 マルナカ太子店 671-1521 揖保郡太子町東出字藤社２３２－１ 792756111 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南１丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第11-26 令和3年11月24日 令和10年11月30日 令和3年11月24日
000028 6000185335 おふくろ工房波賀・のはら 671-4214 宍粟市波賀町野尻１３１－１ 790752721 そうざい製造業 一般 植田 美代子 西播(龍健)第25-14 令和3年11月25日 令和9年11月30日 令和3年11月25日
000028 6000185372 株式会社高田商店　本社工場 679-4129 たつの市龍野町堂本５０ 791621082 食品の小分け業 一般 株式会社高田商店 代表取締役 高田 真也 679-4129 兵庫県たつの市龍野町堂本５０番地 791621082 西播(龍健)第31-6 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 6000185373 株式会社高田商店　島田工場 679-4121 たつの市龍野町島田１８０－１ 791729600 食品の小分け業 一般 株式会社高田商店 代表取締役 高田 真也 679-4129 兵庫県たつの市龍野町堂本５０番地 791621082 西播(龍健)第31-5 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 6000185437 フードストアーおくだ 671-3201 宍粟市千種町千草７０９－３ 790762112 魚介類販売業 一般 奥田 慎一 西播(龍健)第4-11 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 6000185460 前田産業株式会社 679-4127 たつの市龍野町宮脇１４４ 791630595 食品の小分け業 一般 前田産業株式会社 代表取締役 前田 俊克 679-4127 兵庫県たつの市龍野町宮脇１４４番地 791630595 西播(龍健)第31-7 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 6000185560 村上食鳥 679-4100 たつの市誉田町福田２３ 食肉処理業 一般 村上 友昭 西播(龍健)第9-4 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 6000185610 ＮＡＭＡＳＴＥ　ＩＮＤＩＡＮ　ＮＥＰＡＬ  ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ 671-2575 宍粟市山崎町山田１８４－１３ 790630400 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社ＪＢＣ　ＣＯＭＰＡＮＹ チャリセ・ジャム・バハドゥル 671-2575 兵庫県宍粟市山崎町山田１８４－１３ 7018115353 西播(龍健)第1-139 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 6000185667 リンテック（株）東觜崎寮 679-4109 たつの市神岡町東觜崎７２２－２ 791650112 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 リンテックサービス株式会社 下鍋 明男 173-0005 東京都板橋区仲宿２７番１０号 335796140 西播(龍健)第1-140 令和3年11月30日 令和9年11月30日 令和3年11月30日
000028 6000185956 ポッポ 671-1511 揖保郡太子町太田２１３５－１－１１０ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 塚本 ゆかり 西播(龍健)第1-143 令和3年12月7日 令和10年2月29日 令和3年12月7日
000028 6000186073 山本工房 671-2568 宍粟市山崎町葛根７４４－１ 790670405 菓子製造業 一般 山本 ひろみ 西播(龍健)第11-27 令和3年12月9日 令和10年2月29日 令和3年12月9日
000028 6000186221 マックスバリュ　イオンタウン太子店 671-1521 揖保郡太子町東出２６２－１ 792773719 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第2-4 令和3年12月9日 令和10年2月29日 令和3年12月9日
000028 6000186346 ＢＬＡＳＴ 671-1511 揖保郡太子町太田２１３５－１　２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 八木 貞光 西播(龍健)第1-142 令和3年12月15日 令和10年2月29日 令和3年12月15日
000028 6000186348 特定非営利活動法人さわやかの部屋 671-1553 揖保郡太子町老原１０２－１ 792776010 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人さわやかの部屋 理事 武内 冨美代 671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤字鎗ケ崎３４１番地１ 792776010 西播(龍健)第1-145 令和3年12月15日 令和10年2月29日 令和3年12月15日
000028 6000186349 博多からあげ響　太子店 671-1531 揖保郡太子町立岡１１６－１ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社桔梗屋 代表取締役 中村 啓寛 671-1521 兵庫県揖保郡太子町東出８２番地２２ 792763616 西播(龍健)第1-144 令和3年12月15日 令和10年2月29日 令和3年12月15日
000028 6000186474 三木優治製麺所 671-4122 宍粟市一宮町福知５２５－１ 麺類製造業 一般 三木 優治 西播(龍健)第24-56 令和3年12月22日 令和10年2月29日 令和3年12月22日
000028 6000186522 中塚智之製麺所 679-4302 たつの市新宮町香山７６５－５ 麺類製造業 一般 中塚 智之 西播(龍健)第24-57 令和3年12月21日 令和10年2月29日 令和3年12月21日
000028 6000186523 有限会社　盛々亭 679-5301 佐用郡佐用町佐用５１２－１ 790823984 食肉販売業 一般 有限会社盛々亭 代表取締役 盛本 峰生 679-5301 兵庫県佐用郡佐用町佐用５１２－１ 790823984 西播(龍健)第3-7 令和3年12月21日 令和10年2月29日 令和3年12月21日
000028 6000186546 馳想庵　くう楽 671-4139 宍粟市一宮町杉田１００ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山田 ゆかり 西播(龍健)第1-146 令和3年12月22日 令和10年2月29日 令和3年12月22日
000028 6000186548 船曳文陽製麺所 671-3211 宍粟市千種町岩野辺１４１０ 麺類製造業 一般 船曳 文陽 西播(龍健)第24-58 令和3年12月22日 令和10年2月29日 令和3年12月22日
000028 6000186549 松下素麺所 671-4113 宍粟市一宮町三方町８９ 麺類製造業 一般 松下 貴宣 西播(龍健)第24-59 令和3年12月22日 令和10年2月29日 令和3年12月22日
000028 6000186776 ちくさまんじゅう 671-3202 宍粟市千種町黒土５０－１ 菓子製造業 一般 林 克年 西播(龍健)第11-28 令和4年1月4日 令和10年2月29日 令和4年1月4日
000028 6000186809 Ｒａｉｓｏｎ　ｄ´ｅｔｒｅ  ｔａｔｓｕｎｏ　×　ＭＯＴＯ　ｆａｒｍ 679-4166 たつの市龍野町川原町１４８ 菓子製造業 一般 株式会社ＭＯＴＯ 代表取締役 田中 愛 678-1272 兵庫県赤穂郡上郡町細野５１番地 791559508 西播(龍健)第11-29 令和4年1月6日 令和10年2月29日 令和4年1月6日
000028 6000186810 Ｒａｉｓｏｎ　ｄ´ｅｔｒｅ  ｔａｔｓｕｎｏ　×　ＭＯＴＯ　ｆａｒｍ 679-4166 たつの市龍野町川原町１４８ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＭＯＴＯ 代表取締役 田中 愛 678-1272 兵庫県赤穂郡上郡町細野５１番地 791559508 西播(龍健)第1-147 令和4年1月6日 令和10年2月29日 令和4年1月6日



000028 6000186892 笑善美 671-1511 揖保郡太子町太田１５７０－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 善湖 西播(龍健)第1-148 令和4年1月12日 令和10年2月29日 令和4年1月12日
000028 6000186926 フルール 671-1341 たつの市御津町釜屋４０ 菓子製造業 一般 井田 雄三 西播(龍健)第11-30 令和4年1月14日 令和10年2月29日 令和4年1月14日
000028 6000186929 室津漁業協同組合魚魚市 671-1332 たつの市御津町室津４９３－２地先 793240231 そうざい製造業 一般 室津漁業協同組合 代表理事 中川 照央 671-1332 兵庫県たつの市御津町室津４９３番地の２地先 793240231 西播(龍健)第25-16 令和4年1月14日 令和10年2月29日 令和4年1月14日
000028 6000186992 株式会社わらいや 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 791728536 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社わらいや 代表取締役 坂本 龍也 679-4016 兵庫県たつの市揖西町南山一丁目１１番地 791728536 西播(龍健)第1-150 令和4年1月19日 令和9年2月28日 令和4年1月19日
000028 6000187045 香山　わいがや食堂 679-4302 たつの市新宮町香山９３２－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 荒木 健太郎 西播(龍健)第1-156 令和4年1月21日 令和10年2月29日 令和4年1月21日
000028 6000187081 特定非営利活動法人 さわやかの部屋 671-1561 揖保郡太子町鵤鎗ヶ崎３４１－１ 792776010 飲食店営業(4)その他 一般 特定非営利活動法人さわやかの部屋 理事 武内 冨美代 671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤字鎗ケ崎３４１番地１ 792776010 西播(龍健)第1-159 令和4年1月25日 令和10年2月29日 令和4年1月25日
000028 6000187083 香山園北山ファクトリー 679-4013 たつの市揖西町北山４３－１ 791662590 食品の小分け業 一般 株式会社香山園 代表取締役 香山 裕 679-4168 兵庫県たつの市龍野町四箇３９番地５ 791632424 西播(龍健)第31-8 令和4年1月25日 令和10年2月29日 令和4年1月25日
000028 6000187135 瀬越海産 671-1332 たつの市御津町室津柏１３５０－７ 793228698 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 瀬越 謙之 西播(龍健)第1-162 令和4年2月1日 令和10年2月29日 令和4年2月1日
000028 6000187159 ＮＯＭＡＲＳ　ＣＯＦＦＥＥ　ＲＯＡＳＴＥＲＳ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 野間 麻央 西播(龍健)第1-167 令和4年1月28日 令和9年2月28日 令和4年1月28日
000028 6000187180 883 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 中村 珠希 西播(龍健)第1-168 令和4年2月2日 令和9年2月28日 令和4年2月2日
000028 6000187240 心 679-4161 たつの市龍野町日山３８６－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 良一 西播(龍健)第1-169 令和4年2月7日 令和10年2月29日 令和4年2月7日
000028 6000187432 ファミリーマート新宮平野店 679-4342 たつの市新宮町平野９９－１０８ 791762902 飲食店営業(4)その他 一般 上田 みちる 西播(龍健)第1-165 令和4年2月15日 令和10年2月29日 令和4年2月15日
000028 6000187461 レインボーフーズ　キッチンカー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 柴原 正典 西播(龍健)第1-185 令和4年2月18日 令和9年2月28日 令和4年2月18日
000028 6000187474 サササ 671-4105 宍粟市一宮町上岸田５７６（旧繁盛幼稚園） みそ又はしょうゆ製造業 一般 山口 洋介 西播(龍健)第20-5 令和4年3月1日 令和10年5月31日 令和4年3月1日
000028 6000187479 桜 671-1332 たつの市御津町室津１２５０－１０９ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 水野 恵美 西播(龍健)第1-186 令和4年2月18日 令和10年2月29日 令和4年2月18日
000028 6000187487 有限会社杵屋 679-5211 佐用郡佐用町下徳久１０１７－１ 790780017 菓子製造業 一般 有限会社杵屋 代表取締役 春井 弘安 679-5211 兵庫県佐用郡佐用町下徳久１０１７番地の１ 790780017 西播(龍健)第11-36 令和4年2月14日 令和10年2月29日 令和4年2月14日
000028 6000187554 コンナトコロニハンバーグ 679-4017 たつの市揖西町土師８７０ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小林 琢 西播(龍健)第1-187 令和4年2月25日 令和10年2月29日 令和4年2月25日
000028 6000187661 株式会社ＸＥＮ　ＧＲＯＵＰ　兵庫工場 671-2515 宍粟市山崎町五十波１７－１３ 790621770 豆腐製造業 一般 株式会社ＸＥＮ　ＧＲＯＵＰ 代表取締役 高畑 洋輔 761-0450 香川県高松市三谷町３２３４番地１０ 878885852 西播(龍健)第22-3 令和4年3月3日 令和10年5月31日 令和4年3月3日
000028 6000187670 ｐｒｏｂｅ 679-4122 たつの市龍野町日飼３８４－４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平田 香織 西播(龍健)第1-188 令和4年3月4日 令和10年5月31日 令和4年3月4日
000028 6000187701 自家焙煎珈房　和 671-2555 宍粟市山崎町金谷８２２－５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 光岡 和人 西播(龍健)第1-189 令和4年3月8日 令和10年5月31日 令和4年3月8日
000028 6000187796 カラアゲ研究所 671-1643 たつの市揖保川町神戸北山１１０－４ 飲食店営業(4)その他 一般 大西 純 西播(龍健)第1-190 令和4年3月14日 令和10年5月31日 令和4年3月14日
000028 6000187988 ランチ花梨 671-1665 たつの市揖保川町馬場１２２８－１ 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 有限会社セルビス 代表取締役 金井 敏博 679-2143 兵庫県姫路市香寺町中仁野５０２番地 792323272 西播(龍健)第1-191 令和4年3月18日 令和10年5月31日 令和4年3月18日
000028 6000188022 ピコピコポン。 679-4001 たつの市揖西町新宮１２３８ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中川 昇子 西播(龍健)第1-194 令和4年3月22日 令和10年5月31日 令和4年3月22日
000028 6000188027 農・Ｃａ・フェ 679-5227 佐用郡佐用町船越１３３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社農業ライフ 吉田 まゆみ 679-5227 兵庫県佐用郡佐用町船越字横坂３９５ 790778001 西播(龍健)第1-192 令和4年3月23日 令和10年5月31日 令和4年3月23日
000028 6000188028 ローソン佐用インター南店 679-5341 佐用郡佐用町横坂５９４－２ 790822780 飲食店営業(4)その他 一般 加藤 翔一 西播(龍健)第1-193 令和4年3月23日 令和11年5月31日 令和4年3月23日
000028 6000188081 ステーキ海舟 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 雅彦化成株式会社 代表取締役 德永 智也 679-4116 兵庫県たつの市神岡町沢田１３０８番地 791623686 西播(龍健)第1-195 令和4年3月24日 令和9年5月31日 令和4年3月24日
000028 6000188086 ｐｆｌａｎｚｅｔｉａｄｅ 671-2544 宍粟市山崎町千本屋２３２－１山崎テナントＢ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 梶本 美和 西播(龍健)第1-196 令和4年3月24日 令和10年5月31日 令和4年3月24日
000028 6000188098 ステーキ海舟 679-4167 たつの市龍野町富永５３１－１ 791728766 飲食店営業(4)その他 一般 雅彦化成株式会社 代表取締役 德永 智也 679-4116 兵庫県たつの市神岡町沢田１３０８番地 791623686 西播(龍健)第1-197 令和4年3月28日 令和10年5月31日 令和4年3月28日
000028 6000188167 山陽自動車道　龍野西サービスエリア下り線 679-4017 たつの市揖西町土師字東山９７４－２２ 791662605 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＫＲフードサービス 代表取締役 望月 進 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋三丁目６番２６号 668092143 西播(龍健)第1-198 令和4年3月30日 令和11年5月31日 令和4年3月30日
000028 6000188168 山陽自動車道　龍野西サービスエリア下り線 679-4017 たつの市揖西町土師字東山９７４－２２ 791662605 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＫＲフードサービス 代表取締役 望月 進 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋三丁目６番２６号 668092143 西播(龍健)第1-199 令和4年3月30日 令和11年5月31日 令和4年3月30日
000028 6000188169 山陽自動車道　龍野西サービスエリア下り線 679-4017 たつの市揖西町土師字東山９７４－２２ 791662605 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＫＲフードサービス 代表取締役 望月 進 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋三丁目６番２６号 668092143 西播(龍健)第1-200 令和4年3月30日 令和11年5月31日 令和4年3月30日
000028 6000188170 山陽自動車道　龍野西サービスエリア下り線 679-4017 たつの市揖西町土師字東山９７４－２２ 791662605 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＫＲフードサービス 代表取締役 望月 進 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋三丁目６番２６号 668092143 西播(龍健)第1-201 令和4年3月30日 令和11年5月31日 令和4年3月30日
000028 6000188171 山陽自動車道　龍野西サービスエリア下り線 679-4017 たつの市揖西町土師字東山９７４－２２ 791662605 菓子製造業 一般 株式会社ＫＲフードサービス 代表取締役 望月 進 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋三丁目６番２６号 668092143 西播(龍健)第11-38 令和4年3月30日 令和11年5月31日 令和4年3月30日
000028 6000188173 ＹＭＣＡ太子遊びと冒険の森ＡＳＯＢＯ 671-1502 揖保郡太子町原白毛山９２１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ＮＰＯ法人姫路ＹＭＣＡ 理事 八杉 光春 671-1502 兵庫県揖保郡太子町原白毛山９２１番地 西播(龍健)第1-202 令和4年3月30日 令和10年5月31日 令和4年3月30日
000028 6000188179 メフォス１０６３７号店 679-5148 佐用郡佐用町光都１－１－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社メフォス 代表取締役 岡田 泰紀 107-0052 東京都港区赤坂二丁目２３番１号 362347600 西播(龍健)第1-203 令和4年3月30日 令和11年5月31日 令和4年3月30日
000028 6000188180 株式会社ＪＯＹＸゴルフ倶楽部 679-5644 佐用郡佐用町上秋里１０６１－４ 790861156 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社クリエイト・レストランツ 代表取締役 飯沼 辰朗 141-0022 東京都品川区東五反田五丁目１０番１８号 354888002 西播(龍健)第1-204 令和4年3月30日 令和10年5月31日 令和4年3月30日
000028 6000188183 ポパイテン 679-5161 たつの市新宮町下莇原２４２－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉田 繁生 西播(龍健)第1-205 令和4年3月30日 令和10年5月31日 令和4年3月30日
000028 6000188184 松尾農産加工組合 671-1576 揖保郡太子町松尾６２ 密封包装食品製造業 一般 井上 一幸 西播(龍健)第30-2 令和4年3月30日 令和10年5月31日 令和4年3月30日
000028 6000188260 陽だまりキッチン 679-4167 たつの市龍野町富永４２８－３ 791635229 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人たつの市社会福祉協議会 理事長 横田 京悟 679-4167 兵庫県たつの市龍野町富永４１０番地２ 791635106 西播(龍健)第1-207 令和4年3月30日 令和11年5月31日 令和4年3月30日
000028 6000188368 粉もん屋　雅寅 679-4129 たつの市龍野町堂本１７－８龍野ショッピングセンターＢ－９ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石井 雅也 西播(龍健)第1-1 令和4年4月6日 令和10年5月31日 令和4年4月6日
000028 6000188417 まほろばの湯　お食事処　ささゆり 671-4113 宍粟市一宮町三方町６２４－１（家原遺跡公園内） 790741000 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ビーバーレコード 代表取締役 春田 幸裕 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島三丁目２３番９号 663047711 西播(龍健)第1-206 令和4年3月28日 令和10年5月31日 令和4年3月28日
000028 6000188498 はやし林業 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 790710315 飲食店営業(4)その他 露店40L 林 克年 西播(龍健)第1-4 令和4年4月19日 令和9年5月31日 令和4年4月19日
000028 6000188547 ｃａｌｍｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 大西 由恵 西播(龍健)第1-5 令和4年4月19日 令和9年5月31日 令和4年4月19日
000028 6000188621 まほろばの湯　お食事処　ささゆり　ピザ工房 671-4113 宍粟市一宮町三方町６２４－１（家原遺跡公園内） 790741000 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 株式会社ビーバーレコード 代表取締役 春田 幸裕 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島三丁目２３番９号 663047711 西播(龍健)第1-13 令和4年4月21日 令和9年5月31日 令和4年4月21日
000028 6000188640 ＳＵＢＴＲＡＣＴＩＯＮ１ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社ＳＵＢＴＲＡＣＴＩＯＮ１ 代表取締役 黒川 友輝 671-1301 兵庫県たつの市御津町黒崎１６５７番地２４ 7083324137 西播(龍健)第1-10 令和4年4月25日 令和9年5月31日 令和4年4月25日
000028 6000188668 まりえキッチン 671-1543 揖保郡太子町沖代２１３－５ そうざい製造業 一般 三本 まり子 西播(龍健)第25-1 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 6000188736 ウッドデザインパークＷＥＳＴ 671-2512 宍粟市山崎町与位６６－２０１ 790640170 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ニッカホーム西日本株式会社 代表取締役 大隅 直哉 578-0982 大阪府東大阪市吉田本町一丁目１番３０号 729600316 西播(龍健)第1-37 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 6000188809 ＢＡＭＢＯＯ ＣＯＦＦＥＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 小野 正敏 西播(龍健)第1-40 令和4年5月9日 令和9年5月31日 令和4年5月9日
000028 6000188827 𠮷田水産 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 代表取締役 671-1332 兵庫県たつの市御津町室津１０３４番地３３ 793240061 西播(龍健)第1-42 令和4年5月9日 令和9年5月31日 令和4年5月9日
000028 6000188837 やきとり竜鳳 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 泉 竹治 西播(龍健)第1-43 令和4年5月9日 令和9年5月31日 令和4年5月9日
000028 6000188901 焼肉よりよい たつの店 671-1621 たつの市揖保川町正条１６－２１ 791727711 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ＳＳ食品株式会社 白川 大喜 671-1255 兵庫県姫路市網干区新在家１３７０－２０ 西播(龍健)第1-50 令和4年5月10日 令和10年5月31日 令和4年5月10日
000028 6000188990 ローソン山崎城下店 671-2553 宍粟市山崎町鶴木４３－４ 790622772 飲食店営業(4)その他 一般 𠮷田 慎太朗 西播(龍健)第1-53 令和4年5月11日 令和11年5月31日 令和4年5月11日
000028 6000188992 壷焼芋　ＣＡＦＥ和幸 679-5214 佐用郡佐用町西徳久５８－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平石 隆 西播(龍健)第1-56 令和4年5月16日 令和10年5月31日 令和4年5月16日
000028 6000189081 染河内　森のようちえん 671-4142 宍粟市一宮町能倉８６４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上長 正典 西播(龍健)第1-70 令和4年5月23日 令和10年5月31日 令和4年5月23日
000028 6000189091 ＹＡＭＡＳＡＮＤ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 山内 拓也 西播(龍健)第1-69 令和4年5月24日 令和9年5月31日 令和4年5月24日
000028 6000189157 福本精肉店 671-1531 揖保郡太子町立岡１５３－２１ 食肉販売業 一般 有限会社福本精肉店 代表取締役 福本 一男 671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤１２５２番地の７ 792774121 西播(龍健)第3-2 令和4年5月27日 令和10年5月31日 令和4年5月27日
000028 6000189163 ｐｒｏｂｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 平田 香織 西播(龍健)第1-76 令和4年5月26日 令和9年5月31日 令和4年5月26日
000028 6000189178 大黒水産株式会社 671-1332 たつの市御津町室津１３３６ 793268538 魚介類販売業 一般 大黒水産株式会社 代表取締役 村角 隆之 672-0103 兵庫県姫路市家島町坊勢７０５－５ 西播(龍健)第4-1 令和4年5月27日 令和10年5月31日 令和4年5月27日
000028 6000189263 種とみず 671-3201 宍粟市千種町千草３１－４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 廣重 希美 西播(龍健)第1-78 令和4年6月2日 令和10年8月31日 令和4年6月2日
000028 6000189265 さようまちづくりカフェグループ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 庵下 朗子 西播(龍健)第1-79 令和4年6月1日 令和9年8月31日 令和4年6月1日
000028 6000189297 ビーエイチエヌ株式会社播磨生産開発センター 679-5165 たつの市新宮町光都１－４７２－４１ 791598282 食用油脂製造業 一般 ビーエイチエヌ株式会社 代表取締役 恩田 明広 101-0054 東京都千代田区神田錦町一丁目１６番地 352815661 西播(龍健)第19-1 令和4年6月6日 令和11年8月31日 令和4年6月6日
000028 6000189312 二木商事３ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 二木 寿 西播(龍健)第1-81 令和4年6月6日 令和9年8月31日 令和4年6月6日
000028 6000189313 二木商事２ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 二木 厚美 西播(龍健)第1-82 令和4年6月6日 令和9年8月31日 令和4年6月6日
000028 6000189314 二木商事４ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 竹内 富子 西播(龍健)第1-83 令和4年6月6日 令和9年8月31日 令和4年6月6日
000028 6000189324 らしく 671-1532 揖保郡太子町糸井２７１ 飲食店営業(4)その他 一般 前田 貫人 西播(龍健)第1-80 令和4年6月7日 令和10年8月31日 令和4年6月7日
000028 6000189336 和楽 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 首藤 光一 西播(龍健)第1-86 令和4年6月8日 令和9年8月31日 令和4年6月8日
000028 6000189338 鶏笑　たつの広山店 679-4134 たつの市誉田町広山１７１－３－Ａ 791728595 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 横田 智哉 西播(龍健)第1-85 令和4年6月7日 令和10年8月31日 令和4年6月7日
000028 6000189339 ＜静かな向かい風＞出張するキッチンカー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社静かな向かい風 代表取締役 山本 桂子 671-2134 兵庫県姫路市夢前町菅生澗１５６８番地５ 793355085 西播(龍健)第1-87 令和4年6月7日 令和9年8月31日 令和4年6月7日
000028 6000189365 内海商店１３ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 山下 舞 西播(龍健)第1-88 令和4年6月9日 令和9年8月31日 令和4年6月9日
000028 6000189439 ピコピコポン。 679-4001 たつの市揖西町新宮１２３８ 食肉販売業 一般 中川 昇子 西播(龍健)第3-5 令和4年6月13日 令和10年8月31日 令和4年6月13日
000028 6000189458 ドライブイン　武蔵 671-1642 たつの市揖保川町大門２２０ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＫＫ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 川﨑 弘治 673-0876 兵庫県明石市東人丸町２０番９号 西播(龍健)第1-89 令和4年6月15日 令和10年8月31日 令和4年6月15日
000028 6000189525 セブン－イレブンたつの東觜崎店 679-4109 たつの市神岡町東觜崎４６８－１ 791659710 飲食店営業(4)その他 一般 藤井 雄二郎 西播(龍健)第1-90 令和4年6月21日 令和11年8月31日 令和4年6月21日
000028 6000189535 からあげ専門店　松本家 669-2402 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 松本 あずさ 西播(龍健)第1-91 令和4年6月22日 令和9年8月31日 令和4年6月22日
000028 6000189581 フリーシアン 671-2533 宍粟市山崎町須賀沢１６１ 790627001 飲食店営業(3)旅館 一般 播磨リゾート株式会社 代表取締役 遠山 邦雄 671-2533 兵庫県宍粟市山崎町須賀沢１６１番地 790627001 西播(龍健)第1-92 令和4年6月27日 令和10年8月31日 令和4年6月27日
000028 6000189612 ｇｌａｍｉｎｋａ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社ｇｌａｍｉｎｋａ 代表取締役 大西 猛 679-5323 兵庫県佐用郡佐用町若州５６８番地１ 790710729 西播(龍健)第1-93 令和4年6月28日 令和9年8月31日 令和4年6月28日
000028 6000189615 三感　ｈｏｓｏ 671-2575 宍粟市山崎町山田１７２－３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 細谷 卓志 西播(龍健)第1-96 令和4年6月28日 令和10年8月31日 令和4年6月28日
000028 6000189617 一ノ木商店１ 669-2402 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 一ノ木 広志 西播(龍健)第1-94 令和4年6月28日 令和9年8月31日 令和4年6月28日
000028 6000189618 一ノ木商店２ 669-2402 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 一ノ木 広志 西播(龍健)第1-95 令和4年6月28日 令和9年8月31日 令和4年6月28日
000028 6000189641 陽だまり 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 夏原 綾子 西播(龍健)第1-97 令和4年6月29日 令和9年8月31日 令和4年6月29日
000028 6000189661 カモのタルト屋さん 679-4161 たつの市龍野町日山１－１９ 菓子製造業 一般 鴨谷 美治 西播(龍健)第11-8 令和4年6月30日 令和10年8月31日 令和4年6月30日
000028 6000189820 株式会社Ａｌｂｉｒｅｏ 671-4124 宍粟市一宮町深河谷２９４ 麺類製造業 一般 株式会社Ａｌｂｉｒｅｏ 代表取締役 西山 耕治 671-4124 兵庫県宍粟市一宮町深河谷２９４番地 790741049 西播(龍健)第24-5 令和4年7月13日 令和9年8月31日 令和4年7月13日
000028 6000189863 ＹＡＭＡ　ＳＡＮＤ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 山内 拓也 西播(龍健)第1-101 令和4年7月15日 令和9年8月31日 令和4年7月15日
000028 6000189896 ニュートラル 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 石橋 雄一郎 西播(龍健)第1-105 令和4年7月20日 令和9年8月31日 令和4年7月20日
000028 6000189938 長谷川ファーム 679-4305 たつの市新宮町吉島７５６番地 食用油脂製造業 一般 長谷川 哲 西播(龍健)第19-2 令和4年7月25日 令和10年8月31日 令和4年7月25日
000028 6000189955 キャンプ＆ＣＡＦＥ　ＭＯＮＪＵＮＯ 671-4114 宍粟市一宮町福知１８０４ 飲食店営業(4)その他 露店40L ＯＮＥ　ＢＲＩＧＨＴ　ＪＡＰＡＮ株式会社 代表取締役 宇野 勝博 660-0892 兵庫県尼崎市東難波町四丁目１７番２１号 648685199 西播(龍健)第1-108 令和4年7月22日 令和9年8月31日 令和4年7月22日
000028 6000190005 原田博文製麺所 679-4113 たつの市神岡町田中６４１－５ 麺類製造業 一般 原田 博文 西播(龍健)第24-9 令和4年7月27日 令和10年8月31日 令和4年7月27日
000028 6000190016 かふぇばー　こっと 679-4007 たつの市揖西町構１５０－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 香田 紋子 西播(龍健)第1-111 令和4年7月28日 令和10年8月31日 令和4年7月28日
000028 6000190017 かふぇばー　こっと 679-4007 たつの市揖西町構１５０－２ そうざい製造業 一般 香田 紋子 西播(龍健)第25-3 令和4年7月28日 令和10年8月31日 令和4年7月28日
000028 6000190026 橋本製麺所 679-4333 たつの市新宮町下野田２３８－１ 791754320 麺類製造業 一般 橋本 国明 西播(龍健)第24-12 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日
000028 6000190044 Ｆｏｏｄ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｃａｒ　Ｃｈｉｌｌ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 高 加奈子 西播(龍健)第1-113 令和4年7月27日 令和9年8月31日 令和4年7月27日
000028 6000190073 お食事処　心和んち。 671-1511 揖保郡太子町太田２１３４－１タウンプラザＤＥＮ１０４ 792895783 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中島 良子 西播(龍健)第1-115 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日
000028 6000190090 Boulangerie Blanche 671-4138 宍粟市一宮町西安積４９１－２ 菓子製造業 一般 岡田 美幸 西播(龍健)第11-11 令和4年8月1日 令和10年8月31日 令和4年8月1日
000028 6000190091 木梨製麺所 671-3211 宍粟市千種町岩野辺９４３ 790762872 麺類製造業 一般 木梨 勇太郎 西播(龍健)第24-13 令和4年8月1日 令和10年8月31日 令和4年8月1日
000028 6000190161 王子製麺所 679-4344 たつの市新宮町善定１１１ 麺類製造業 一般 王子 雅之 西播(龍健)第24-19 令和4年8月5日 令和10年8月31日 令和4年8月5日
000028 6000190206 イオンリテール株式会社　イオン山崎店 671-2545 宍粟市山崎町中井字城下１０ 790630505 菓子製造業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５番地１ 432126500 西播(龍健)第11-14 令和4年8月10日 令和11年8月31日 令和4年8月10日
000028 6000190212 ラポール太陽 671-2527 宍粟市山崎町岸田５１７－２ 790627690 魚介類販売業 一般 社会福祉法人あおぞら太陽福祉会 理事長 春名 哲夫 671-2527 兵庫県宍粟市山崎町岸田５１７番地２ 790627690 西播(龍健)第4-2 令和4年8月10日 令和10年8月31日 令和4年8月10日
000028 6000190214 安達製麺所 671-4141 宍粟市一宮町東河内２０９０－１ 790721568 麺類製造業 一般 安達 裕太郎 西播(龍健)第24-20 令和4年8月10日 令和10年8月31日 令和4年8月10日
000028 6000190238 麺乃家 679-4175 たつの市龍野町旭町５１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森口製粉製麺株式会社 森口 暢啓 679-4106 兵庫県たつの市神岡町横内１７３番地 791650266 西播(龍健)第1-135 令和4年8月10日 令和10年8月31日 令和4年8月10日
000028 6000190242 南光ひまわり館 679-5227 佐用郡佐用町船越２３２－１ 790770766 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社元気工房さよう 衣笠 俊博 679-5134 兵庫県佐用郡佐用町乃井野１２６６番地 790792521 西播(龍健)第1-129 令和4年8月10日 令和10年8月31日 令和4年8月10日
000028 6000190263 日山ベース 679-4161 たつの市龍野町日山２２３－２６ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 野村 妃佐世 西播(龍健)第1-137 令和4年8月16日 令和11年8月31日 令和4年8月16日
000028 6000190267 おそうざい　リトル・キッチン 679-4154 たつの市揖保町西構８８－３ 飲食店営業(4)その他 一般 藤田 卓郎 西播(龍健)第1-139 令和4年8月16日 令和10年8月31日 令和4年8月16日
000028 6000190270 ＲＡＫＵＧＡＫＩ　ＦＯＯＤ　ＴＲＵＣＫ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 堂込 勝之 西播(龍健)第1-140 令和4年8月12日 令和9年8月31日 令和4年8月12日
000028 6000190284 ア・ラ・ターブル・ドゥ・ニーサベッラ 679-5211 佐用郡佐用町下徳久８９１－４ 790710856 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 カプト 智子 西播(龍健)第1-141 令和4年8月17日 令和10年8月31日 令和4年8月17日
000028 6000190336 ｒｅｐｏｓ 679-4166 たつの市龍野町川原町１５１－１－１０２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 桑田 彩乃 西播(龍健)第1-147 令和4年8月19日 令和10年8月31日 令和4年8月19日
000028 6000190337 ローソン龍野片山店 679-4123 たつの市龍野町片山字柴添４３６－１ 791620271 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｋ・Ｍ・Ｃ 代表取締役 森井 幸司 671-2201 兵庫県姫路市書写２４５４番地５ 792660688 西播(龍健)第1-149 令和4年8月19日 令和11年8月31日 令和4年8月19日
000028 6000190338 671-2514 宍粟市山崎町田井３２－２ 790624146 麺類製造業 一般 西播(龍健)第24-25 令和4年8月19日 令和10年8月31日 令和4年8月19日
000028 6000190353 高下製麺所 671-3223 宍粟市千種町室５９６－２ 790762671 麺類製造業 一般 高下 司 西播(龍健)第24-27 令和4年8月22日 令和10年8月31日 令和4年8月22日
000028 6000190391 あまいタンス 669-2402 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 芦谷 ゆき 西播(龍健)第1-154 令和4年8月24日 令和9年8月31日 令和4年8月24日
000028 6000190400 津田製麺所 671-2533 宍粟市山崎町須賀沢１３０７ 790625410 麺類製造業 一般 津田 剛志 西播(龍健)第24-28 令和4年8月25日 令和10年8月31日 令和4年8月25日
000028 6000190481 天垣内ラーメン　星と月 669-2402 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 垣内 秀治 西播(龍健)第1-164 令和4年8月30日 令和10年8月31日 令和4年8月30日
000028 6000190482 天垣内 671-4221 宍粟市波賀町上野７４０-１ 麺類製造業 一般 垣内 秀治 西播(龍健)第24-29 令和4年8月30日 令和10年8月31日 令和4年8月30日
000028 6000190483 中華料理金龍 679-4315 たつの市新宮町井野原字畑田下１３４－５－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鵬成商事合同会社 代表社員 賈 志明 679-4315 兵庫県たつの市新宮町井野原１３４－５ 791728737 西播(龍健)第1-165 令和4年8月30日 令和10年8月31日 令和4年8月30日



000028 6000190497 和食カフェ　ナカムラ 671-1632 たつの市揖保川町黍田５５－３ 791722012 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 澤田　雅年 西播(龍健)第1-161 令和4年8月31日 令和10年8月31日 令和4年8月31日
000028 6000190498 いちわ 679-4165 たつの市龍野町本町１６６番地 791728999 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社１ＷＡ 代表取締役 金谷 学 679-4344 兵庫県たつの市新宮町善定１１９番地 791750913 西播(龍健)第1-162 令和4年8月31日 令和10年8月31日 令和4年8月31日
000028 6000190499 石原崇利製麺所 671-4125 宍粟市一宮町西深１５４ 790741152 麺類製造業 一般 石原 崇利 西播(龍健)第24-30 令和4年8月31日 令和10年8月31日 令和4年8月31日
000028 6000190540 カフェバー　ビスターリ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 791625446 飲食店営業(4)その他 露店40L 木村 嗣 西播(龍健)第1-167 令和4年9月2日 令和9年11月30日 令和4年9月2日
000028 6000190556 Ｇｒａｓｓ Ｇａｒｄｅｎ 679-5165 たつの市新宮町光都３丁目２８ 食肉販売業 一般 山田 健太郎 西播(龍健)第3-7 令和4年9月2日 令和10年11月30日 令和4年9月2日
000028 6000190564 アウトドア民泊　あひるの森 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 阿比留 憲司 西播(龍健)第1-166 令和4年9月5日 令和9年11月30日 令和4年9月5日
000028 6000190602 マックスバリュ龍野西店 679-4161 たつの市龍野町日山６８－１ 791621203 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第2-4 令和4年9月8日 令和10年11月30日 令和4年9月8日
000028 6000190657 ｋｉａｒａ 671-1511 揖保郡太子町太田２１３５－１　２０７号 飲食店営業(4)その他 一般 川口 雄基 西播(龍健)第1-168 令和4年9月13日 令和10年11月30日 令和4年9月13日
000028 6000190690 ほっかほっか亭太子店 671-1535 揖保郡太子町蓮常寺豆田２９４－１ 792752333 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社３２１ 三井 雅子 671-1211 兵庫県姫路市勝原区熊見２７３番地４ 792879578 西播(龍健)第1-169 令和4年9月15日 令和10年11月30日 令和4年9月15日
000028 6000190803 珈琲紫園 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 791623905 飲食店営業(4)その他 露店40L 坂本 和視 西播(龍健)第1-170 令和4年9月26日 令和9年11月30日 令和4年9月26日
000028 6000190829 ウッドデザインパークＷＥＳＴ 671-2512 宍粟市山崎町与位６６－２０１ 790640170 食肉販売業 一般 ニッカホーム西日本株式会社 代表取締役 大隅 直哉 578-0982 大阪府東大阪市吉田本町一丁目１番３０号 729600316 西播(龍健)第3-9 令和4年9月27日 令和10年11月30日 令和4年9月27日
000028 6000190830 ウッドデザインパークＷＥＳＴ 671-2512 宍粟市山崎町与位６６－２０１ 790640170 魚介類販売業 一般 ニッカホーム西日本株式会社 代表取締役 大隅 直哉 578-0982 大阪府東大阪市吉田本町一丁目１番３０号 729600316 西播(龍健)第4-5 令和4年9月27日 令和10年11月30日 令和4年9月27日
000028 6000190875 しそう香寿庵 671-2572 宍粟市山崎町庄能３７９－１ 790659933 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小林 玲子 西播(龍健)第1-172 令和4年9月29日 令和10年11月30日 令和4年9月29日
000028 6000190877 田口玉美素麺加工所 671-3223 宍粟市千種町室１５７番地 790762567 食品の小分け業 一般 田口 玉美 西播(龍健)第31-1 令和4年9月29日 令和10年11月30日 令和4年9月29日
000028 6000190881 ＳＵＮ 679-4109 たつの市神岡町東觜崎３２１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 津村 宏晃 西播(龍健)第1-173 令和4年9月30日 令和10年11月30日 令和4年9月30日
000028 6000190882 ＳＵＮ 679-4109 たつの市神岡町東觜崎３２１ 食肉販売業 一般 津村 宏晃 西播(龍健)第3-10 令和4年9月30日 令和10年11月30日 令和4年9月30日
000028 6000190883 ＳＵＮ 679-4109 たつの市神岡町東觜崎３２１ 魚介類販売業 一般 津村 宏晃 西播(龍健)第4-6 令和4年9月30日 令和10年11月30日 令和4年9月30日
000028 6000190884 sean curry－ショーンカリー－ 671-1664 たつの市揖保川町金剛山５２６－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岸野 翔 西播(龍健)第1-171 令和4年9月29日 令和10年11月30日 令和4年9月29日
000028 6000190919 ＹＡＭＡ ＳＡＮＤ 671-2554 宍粟市山崎町御名１４０ 飲食店営業(4)その他 一般 山内 拓也 西播(龍健)第1-174 令和4年10月3日 令和10年11月30日 令和4年10月3日
000028 6000190939 花 671-1663 たつの市揖保川町浦部２０９ー３、２０９－４ 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 花園 裕之 西播(龍健)第1-175 令和4年10月4日 令和10年11月30日 令和4年10月4日
000028 6000190940 藤田製麺所 679-4344 たつの市新宮町善定１２５７－２ 791754513 麺類製造業 一般 藤田 直彦 西播(龍健)第24-31 令和4年10月4日 令和10年11月30日 令和4年10月4日
000028 6000190945 ＡＳＰ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 大坪 義和 西播(龍健)第1-176 令和4年10月6日 令和9年11月30日 令和4年10月6日
000028 6000190949 ヘレンケラー 671-2575 宍粟市山崎町山田１９４ 790620458 菓子製造業 一般 中尾 富子 西播(龍健)第11-18 令和4年10月5日 令和10年11月30日 令和4年10月5日
000028 6000190950 cafe koume 671-2545 宍粟市山崎町中井９０－１ 飲食店営業(4)その他 一般 前田 裕子 西播(龍健)第1-177 令和4年10月5日 令和10年11月30日 令和4年10月5日
000028 6000191090 土師盆踊り保存会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 山﨑 圭史 西播(龍健)第1-179 令和4年10月13日 令和9年11月30日 令和4年10月13日
000028 6000191094 キッチンカー　Ｓpiral 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 高見 佐織 西播(龍健)第1-178 令和4年10月13日 令和10年11月30日 令和4年10月13日
000028 6000191109 ＢＡＲ　Ｒｏｓｅ 671-2516 宍粟市山崎町三津３２１－１６昭和アパート 飲食店営業(4)その他 一般 平岡 武士 西播(龍健)第1-180 令和4年10月13日 令和10年11月30日 令和4年10月13日
000028 6000191124 ａｍａｎｅ　ｃａｆｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 三原 暁美 西播(龍健)第1-181 令和4年10月14日 令和9年11月30日 令和4年10月14日
000028 6000191151 株式会社ダイセル播磨工場　社員食堂 671-1665 たつの市揖保川町馬場８０５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 コーベフーズ株式会社 代表取締役 久保 孝義 650-0044 兵庫県神戸市中央区東川崎町１丁目１番３号 783824700 西播(龍健)第1-182 令和4年10月17日 令和11年11月30日 令和4年10月17日
000028 6000191209 一休 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 株式会社藤田 代表取締役 藤田 道昭 670-0073 兵庫県姫路市御立中四丁目５番１号プラザ平松１０６ 792955279 西播(龍健)第1-186 令和4年10月19日 令和9年11月30日 令和4年10月19日
000028 6000191236 新鮮組こだわり隊 671-1663 たつの市揖保川町浦部７６９ 飲食店営業(4)その他 露店40L 宮本 典幸 西播(龍健)第1-190 令和4年10月20日 令和9年11月30日 令和4年10月20日
000028 6000191256 ボンキッチン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 一ツ屋 亮佑 西播(龍健)第1-194 令和4年10月25日 令和9年11月30日 令和4年10月25日
000028 6000191268 御宿志んぐ荘 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社共立ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ 代表取締役 小山 哲郎 104-0045 東京都中央区築地二丁目１２番１０号 35463636 西播(龍健)第1-195 令和4年10月25日 令和9年11月30日 令和4年10月25日
000028 6000191320 Ｆｏｏｄ　Ｈｏｕｓｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社桔梗屋 代表取締役 中村 啓寛 671-1521 兵庫県揖保郡太子町東出８２番地２２ 792763616 西播(龍健)第1-197 令和4年10月28日 令和10年11月30日 令和4年10月28日
000028 6000191322 ＭＯＮＪＵＮＯ ＦＵＫＵＣＨＩ 671-4114 宍粟市一宮町福知１８０４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ＯＮＥ　ＢＲＩＧＨＴ　ＪＡＰＡＮ株式会社 代表取締役 宇野 勝博 660-0892 兵庫県尼崎市東難波町四丁目１７番２１号 648685199 西播(龍健)第1-198 令和4年10月28日 令和10年11月30日 令和4年10月28日
000028 6000191413 Ｐａｄａｒｉａ　Ｈｉｒａｆｕｋｕ 679-5331 佐用郡佐用町平福６７８ 菓子製造業 一般 マリニ ロベルトヒデオ 西播(龍健)第11-20 令和4年11月2日 令和10年11月30日 令和4年11月2日
000028 6000191414 マックスバリュ佐用店 679-5301 佐用郡佐用町佐用１０２２ 790824700 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第1-203 令和4年11月2日 令和11年11月30日 令和4年11月2日
000028 6000191440 天下二刀流武蔵 679-4129 たつの市龍野町堂本６２－２６ 791631817 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ふじや 代表取締役 松本 圭司 672-8078 兵庫県姫路市飾磨区英賀乙７２－３３ 792347094 西播(龍健)第1-205 令和4年11月4日 令和10年11月30日 令和4年11月4日
000028 6000191501 おばんざいとお酒　囲～かこみ～ 671-1522 揖保郡太子町矢田部８８ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 飯塚 美紗子 西播(龍健)第1-211 令和4年11月7日 令和10年11月30日 令和4年11月7日
000028 6000191546 はなふさ 679-4111 たつの市神岡町野部２０９－１ 791728447 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 豊川 佳永 西播(龍健)第1-213 令和4年11月10日 令和10年11月30日 令和4年11月10日
000028 6000191549 寺田素麺加工所 679-4114 たつの市神岡町寄井２４４ 食品の小分け業 一般 寺田 千里 西播(龍健)第31-2 令和4年11月10日 令和10年11月30日 令和4年11月10日
000028 6000191575 クラテラスたつの 679-4179 たつの市龍野町上霞城１２６ 791729291 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一般社団法人リバーサイドラボラトリー 代表理事 畑本 康介 679-4164 兵庫県たつの市龍野町立町３８番地 791729291 西播(龍健)第1-218 令和4年11月14日 令和10年11月30日 令和4年11月14日
000028 6000191640 西田製麺所 671-4131 宍粟市一宮町安積９７３ 麺類製造業 一般 西田 宏子 西播(龍健)第24-56 令和4年11月14日 令和10年11月30日 令和4年11月14日
000028 6000191766 高峰あまご村 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 伊藤 勇 西播(龍健)第1-225 令和4年11月21日 令和9年11月30日 令和4年11月21日
000028 6000191787 彪ｊｕ 671-1522 揖保郡太子町矢田部３１７－３プラザヤタベ２Ｆ00南１ 飲食店営業(4)その他 一般 平川 智美 西播(龍健)第1-229 令和4年11月21日 令和10年11月30日 令和4年11月21日
000028 6000191797 ＭＦ工房 671-1524 揖保郡太子町東保３４６番地の２ 792760598 菓子製造業 一般 有限会社モリタフーヅプランニング 代表取締役 森田 章裕 671-1524 兵庫県揖保郡太子町東保３４６番地の２ 792765223 西播(龍健)第11-23 令和4年11月22日 令和10年11月30日 令和4年11月22日
000028 6000191816 吉村商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 吉村 美佐子 西播(龍健)第1-231 令和4年11月22日 令和9年11月30日 令和4年11月22日
000028 6000191846 おにぎりmii 679-4021 たつの市揖西町小犬丸１０３８－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山下 美由紀 西播(龍健)第1-233 令和4年11月24日 令和10年11月30日 令和4年11月24日
000028 6000191855 マックスバリュ山崎店 671-2572 宍粟市山崎町庄能３４１ 790625405 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 西播(龍健)第1-234 令和4年11月25日 令和11年11月30日 令和4年11月25日
000028 6000191875 フルーツ大福　七福堂 671-1524 揖保郡太子町東保３２３－４　２Ｆ 792637779 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社えん家 代表取締役 谷口 努 670-0835 兵庫県姫路市幸町１４０番地 792347737 西播(龍健)第1-235 令和4年11月28日 令和10年11月30日 令和4年11月28日
000028 6000191918 （株）棚澤八光社上月工場第二工場１Ｆ 679-5651 佐用郡佐用町櫛田１８５４－６ 790880861 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(龍健)第2-7 令和4年11月29日 令和10年11月30日 令和4年11月29日
000028 6000191942 Ｒｉｎｇ　Ｂｅｌｌ 671-1501 揖保郡太子町山田字坂浦山６６６－１３第２青山ゴルフ練習場２Ｆ 792607778 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社三鈴 勝田 陽介 672-8035 兵庫県姫路市飾磨区中島２０７１番地 792409171 西播(龍健)第1-238 令和4年11月30日 令和10年11月30日 令和4年11月30日
000028 6000191967 寺田素麺加工所 679-4114 たつの市神岡町寄井１７５－４ 791651230 食品の小分け業 一般 寺田 栄子 西播(龍健)第31-3 令和4年12月2日 令和11年2月28日 令和4年12月2日
000028 6000191971 タコヤキング 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 國廣 健司 西播(龍健)第1-239 令和4年12月2日 令和10年2月29日 令和4年12月2日
000028 6000191979 合同会社Ｆｒｅｅｄｏｍ　ｊａｐａｎ 671-1502 揖保郡太子町原字福井大池５３８－３６ 水産製品製造業 一般 合同会社Ｆｒｅｅｄｏｍ　ｊａｐａｎ 代表社員 末廣 悦子 671-1502 兵庫県揖保郡太子町原字福井大池５３８番地３６ 7017788848 西播(龍健)第16-1 令和4年12月5日 令和11年2月28日 令和4年12月5日
000028 6000191991 ＮｅＮｅのジャム 671-1524 揖保郡太子町東保４６６－１ 792770244 密封包装食品製造業 一般 岩戸 喜子 西播(龍健)第30-1 令和4年12月5日 令和11年2月28日 令和4年12月5日
000028 6000191992 レインボーキッチン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 稲岡 辰則 西播(龍健)第1-240 令和4年12月5日 令和10年2月29日 令和4年12月5日
000028 6000192047 ファミリーマート　いかるが店 671-1561 揖保郡太子町鵤１３２３番地１ 792777006 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ファミリーマート 代表取締役 細見 研介 671-1532 東京都港区芝浦三丁目１番２１号 364367717 西播(龍健)第1-241 令和4年12月9日 令和11年2月28日 令和4年12月9日
000028 6000192061 酔い処　とら 679-4327 たつの市新宮町中野庄２１１－１６ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 碓井 卓巳 西播(龍健)第1-242 令和4年12月9日 令和11年2月28日 令和4年12月9日
000028 6000192127 株式会社かね正 671-1331 たつの市御津町岩見１１１６－７ 792742268 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社かね正 代表取締役 神頭 士郎 671-1331 兵庫県たつの市御津町岩見１１２３番地 792742268 西播(龍健)第1-243 令和4年12月16日 令和10年2月29日 令和4年12月16日
000028 6000192128 株式会社かね正 671-1331 たつの市御津町岩見１１１６－７ 792742268 魚介類販売業 一般 株式会社かね正 代表取締役 神頭 士郎 671-1331 兵庫県たつの市御津町岩見１１２３番地 792742268 西播(龍健)第4-12 令和4年12月16日 令和10年2月29日 令和4年12月16日
000028 6000192219 ｃａｆｅ　ｌａｍｐ 671-2512 宍粟市山崎町与位８００－２０ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社イジュン 代表取締役 吉田 隆盛 900-0006 沖縄県那覇市おもろまち三丁目６番２４号幸マンション２０２ 西播(龍健)第1-244 令和4年12月27日 令和11年2月28日 令和4年12月27日
000028 6000192347 ディグホール太子西店 671-1553 揖保郡太子町老原６１９－１０ 792760780 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 新居 由徳 西播(龍健)第1-247 令和5年1月17日 令和11年2月28日 令和5年1月17日
000028 6000192349 ディグホール太子北店 671-1575 揖保郡太子町佐用岡４６０－５ 792765521 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 新居 由徳 西播(龍健)第1-246 令和5年1月17日 令和11年2月28日 令和5年1月17日
000028 6000192358 カキ宏 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 魚介類販売業 自動車80L 萬壽 宏之 西播(龍健)第4-13 令和5年1月18日 令和10年2月29日 令和5年1月18日
000028 6000192374 SELECT FOOD&SHOP BASE107 679-4165 たつの市龍野町本町１９番地 飲食店営業(4)その他 一般 堂込 勝之 西播(龍健)第1-248 令和5年1月20日 令和11年2月28日 令和5年1月20日
000028 6000192492 カレー＆カフェ　道満 679-5502 佐用郡佐用町才金７９６－６ 790870839 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 片岡 和美 西播(龍健)第1-262 令和5年1月31日 令和11年2月28日 令和5年1月31日
000028 6000192502 qgi２ 669-2402 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 和田 愛 西播(龍健)第1-263 令和5年1月31日 令和10年2月29日 令和5年1月31日
000028 6000192551 牡蛎処　桝政　室津本店 671-1332 たつの市御津町室津５５５－１ 793240550 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社ひなたコーポレーション 代表社員 井藤 貴司 675-0062 兵庫県加古川市加古川町美乃利１１３番地の１６ 西播(龍健)第1-267 令和5年2月3日 令和11年2月28日 令和5年2月3日
000028 6000192553 佐用まなび舎農園 679-5224 佐用郡佐用町中三河４８５ 790710526 清涼飲料水製造業 一般 田和 久典 西播(龍健)第14-1 令和5年2月3日 令和11年2月28日 令和5年2月3日
000028 6000192677 榎柊 671-1631 たつの市揖保川町山津屋１３８－１ 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 文山 幸子 西播(龍健)第1-275 令和5年2月13日 令和11年2月28日 令和5年2月13日
000028 6000192686 白 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 高見 佐織 西播(龍健)第1-279 令和5年2月13日 令和11年2月28日 令和5年2月13日
000028 6000192702 Ｍ’ｓ　ｃａｆｅ 671-1524 揖保郡太子町東保２８５－１０ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 丸尾 幸司 西播(龍健)第1-281 令和5年2月15日 令和11年2月28日 令和5年2月15日
000028 6000192741 王子製麺所 679-4344 たつの市新宮町善定４８２ 791750774 麺類製造業 一般 王子 勇志 西播(龍健)第24-66 令和5年2月16日 令和11年2月28日 令和5年2月16日
000028 6000192788 一ノ木商店 671-2576 宍粟市山崎町鹿沢１６ アイスクリーム類製造業 一般 一ノ木 広志 西播(龍健)第12-1 令和5年2月22日 令和11年2月28日 令和5年2月22日
000028 6000192789 鉄板焼き博 671-2517 宍粟市山崎町生谷２７－１ 790623531 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 伊野 照博 西播(龍健)第1-288 令和5年2月20日 令和11年2月28日 令和5年2月20日
000028 6000192829 片岡食肉産業 679-4322 たつの市新宮町仙正２０４－７ 食肉販売業 一般 片岡 保 西播(龍健)第3-13 令和5年2月21日 令和11年2月28日 令和5年2月21日
000028 6000192918 みつい 671-2506 宍粟市山崎町宇野４５８ 790712166 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三井 正一 西播(龍健)第1-296 令和5年2月28日 令和11年2月28日 令和5年2月28日
000028 6000192919 にちこれペストリー 671-4131 宍粟市一宮町安積１１７５ 菓子製造業 一般 西川 美咲 西播(龍健)第11-27 令和5年2月28日 令和10年2月29日 令和5年2月28日
000028 6000192941 pasta pizza cafe 遊山 671-2577 宍粟市山崎町山崎４０３ 790605768 飲食店営業(4)その他 露店40L 竹内 真史 西播(龍健)第1-297 令和5年3月2日 令和10年5月31日 令和5年3月2日
000028 6000192961 ｃｉｔｒｏｎｂｅｒｒｙ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 谷口 由佳里 西播(龍健)第1-298 令和5年3月2日 令和10年5月31日 令和5年3月2日
000028 6000193030 かっぱ寿司　太子店 671-1521 揖保郡太子町東出２５０－４ 792752245 菓子製造業 一般 カッパ・クリエイト株式会社 代表取締役 山角 豪 220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい２丁目２番１号ランドマークタワー１２階 452247405 西播(龍健)第11-28 令和5年3月8日 令和11年5月31日 令和5年3月8日
000028 6000193070 ＧＲＥＥＮ　ＨＡＮＤＳ　ＣＯＦＦＥＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 萩原 美希 西播(龍健)第1-299 令和5年3月9日 令和10年5月31日 令和5年3月9日
000028 6000193087 株式会社ＪＯＹＸゴルフ倶楽部 679-5644 佐用郡佐用町上秋里１０６１－４ 790861100 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 株式会社ＪＯＹＸゴルフ倶楽部 代表取締役 髙橋 正弘 679-5644 兵庫県佐用郡佐用町上秋里１０６１番地の４ 790861100 西播(龍健)第1-300 令和5年3月10日 令和10年5月31日 令和5年3月10日
000028 6000193111 お好み まきちゃん 679-4141 たつの市揖保町栄１３３ 791678008 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 真喜 西播(龍健)第1-301 令和5年3月14日 令和11年5月31日 令和5年3月14日
000028 6000193214 おまめや 679-4165 たつの市龍野町本町１６６ 791789999 菓子製造業 一般 松芳 学真 西播(龍健)第11-29 令和5年3月16日 令和11年5月31日 令和5年3月16日
000028 6000193221 陣だこ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 藏田 健一郎 西播(龍健)第1-302 令和5年3月17日 令和10年5月31日 令和5年3月17日
000028 6000193246 ＳＡＮＤＥＲＳ　ＫＩＴＣＨＥＮ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 飯田 晃祐 西播(龍健)第1-303 令和5年3月17日 令和10年5月31日 令和5年3月17日
000028 6000193269 ＦＯＯＤ　ＴＲＵＣＫ　ＫＡＩＳＨＵ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 791728766 飲食店営業(4)その他 自動車200L 雅彦化成株式会社 代表取締役 德永 智也 679-4116 兵庫県たつの市神岡町沢田１３０８番地 791623686 西播(龍健)第1-304 令和5年3月17日 令和11年5月31日 令和5年3月17日
000028 6000193284 さようの食堂 669-2402 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 羽山 裕基 西播(龍健)第1-305 令和5年3月17日 令和10年5月31日 令和5年3月17日
000028 6000193311 株式会社東洋食品  たつの北学校給食センター営業所 679-4311 たつの市新宮町宮内字川原田４９番地１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社東洋食品 代表取締役 荻久保 英男 110-0015 東京都台東区東上野一丁目１４番４号 338361291 西播(龍健)第1-306 令和5年3月22日 令和12年5月31日 令和5年3月22日
000028 6000193354 津田宇水産 671-1332 たつの市御津町室津８５０ 793240918 水産製品製造業 一般 津田宇水産株式会社 代表取締役 津田 侑典 671-1332 兵庫県たつの市御津町室津１３１６－１ 793240907 西播(龍健)第16-2 令和5年3月24日 令和11年5月31日 令和5年3月24日
000028 6000193376 ほっともっと太子町店 671-1524 揖保郡太子町東保３５６－３ 792751303 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社プレナス 代表取締役 塩井 辰男 812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目１９番２１号 924523600 西播(龍健)第1-307 令和5年3月27日 令和11年5月31日 令和5年3月27日
000028 6000193377 みなみ 669-2402 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 南 清 西播(龍健)第1-308 令和5年3月27日 令和10年5月31日 令和5年3月27日
000028 6000193398 菓子屋　段々 679-5314 佐用郡佐用町大木谷１１４７－１ 790840225 菓子製造業 一般 小林 真代 西播(龍健)第11-30 令和5年3月28日 令和11年5月31日 令和5年3月28日
000028 6000193411 ｐｉｐｉｐａｎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 791606136 飲食店営業(4)その他 露店80L 垣谷 智佳 西播(龍健)第1-309 令和5年3月28日 令和10年5月31日 令和5年3月28日
000028 6000193418 彩ダイニング　たつの 679-4121 たつの市龍野町島田６６７ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｄｅａｒ　Ｐｌｕｓ　Ｏｎｅ 代表取締役 鈴木 良治 272-0004 千葉県市川市原木一丁目１６番２３号 西播(龍健)第1-310 令和5年3月28日 令和12年5月31日 令和5年3月28日
000028 6000193463 天垣内らーめん　星と月 671-4241 宍粟市波賀町安賀５３９－５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 原田 康嗣 西播(龍健)第1-311 令和5年3月28日 令和11年5月31日 令和5年3月28日
000028 6000193514 発酵ＬａｂＣｏｏ 679-4177 たつの市龍野町下川原２２－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松下 裕昭 西播(龍健)第1-312 令和5年3月30日 令和11年5月31日 令和5年3月30日
000028 6000193515 発酵ＬａｂＣｏｏ 679-4177 たつの市龍野町下川原２２－２ みそ又はしょうゆ製造業 一般 松下 裕昭 西播(龍健)第20-5 令和5年3月30日 令和11年5月31日 令和5年3月30日
000028 6000193575 ＦＯＯＤ　ＨＯＵＳＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 株式会社桔梗屋 代表取締役 中村 啓寛 671-1521 兵庫県揖保郡太子町東出８２番地２２ 西播(龍健)第1-1 令和5年4月7日 令和10年5月31日 令和5年4月7日
000028 6000193618 ＲＯＺＩ　ＣＯＦＦＥＥ 671-2577 宍粟市山崎町山崎９１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鈴木 しおり 西播(龍健)第1-2 令和5年4月7日 令和11年5月31日 令和5年4月7日
000028 6000193638 ｃｈｏｂｉｔ 671-2577 宍粟市山崎町山崎２１３－３ 790739923 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社ｃｈｏｂｉｔ 代表取締役 谷口 幸恵 671-2502 兵庫県宍粟市山崎町山崎２１１番地２ 790739923 西播(龍健)第1-3 令和5年4月11日 令和11年5月31日 令和5年4月11日
000028 6000193652 うまかもんや 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 田路 友美 西播(龍健)第1-6 令和5年4月11日 令和10年5月31日 令和5年4月11日
000028 6000193681 ＪＯＵＲＮＥＹ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 飯塚 正浩 西播(龍健)第1-8 令和5年4月13日 令和10年5月31日 令和5年4月13日
000028 6000193699 （有）クレセル　グラフミューラー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 今井 千博 西播(龍健)第1-11 令和5年4月14日 令和10年5月31日 令和5年4月14日
000028 6000193717 新初 679-4161 たつの市龍野町日山382-3 飲食店営業(4)その他 一般 木村 康平 西播(龍健)第1-10 令和5年4月14日 令和11年5月31日 令和5年4月14日
000028 6000193727 ａｒｉｎｏｍａｍａｒｕ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 芝田 有希 西播(龍健)第1-15 令和5年4月18日 令和10年5月31日 令和5年4月18日
000028 6000193753 道の駅ちくさ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 社会福祉法人はなさきむら 理事長 岡本 泰子 679-5205 兵庫県佐用郡佐用町安川４０１番地 790788003 西播(龍健)第1-16 令和5年4月18日 令和10年5月31日 令和5年4月18日
000028 6000193771 Ｍ’ｓ　ｃａｆｅ 671-1524 揖保郡太子町東保２８５－１０ 792807705 菓子製造業 一般 丸尾 幸司 西播(龍健)第11-2 令和5年4月19日 令和11年5月31日 令和5年4月19日
000028 6000193775 lukka：fe 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 山田 友美 西播(龍健)第1-17 令和5年4月19日 令和10年5月31日 令和5年4月19日
000028 6000193797 ご飯屋　そら 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 高見 洋平 西播(龍健)第1-23 令和5年4月20日 令和11年5月31日 令和5年4月20日



000028 6000193853 sweet cafe 679-4134 たつの市誉田町広山30-7　モナコ龍野 791639833 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中西 葵 西播(龍健)第1-24 令和5年4月24日 令和11年5月31日 令和5年4月24日
000028 6000193900 カラオケ喫茶うめ 671-1511 揖保郡太子町太田２１３５－１タウンプラザＤＥＮ２０３号 飲食店営業(4)その他 一般 梅村 貞子 西播(龍健)第1-25 令和5年4月25日 令和11年5月31日 令和5年4月25日
000028 6000193902 ＣｒｏｗｎＴｉａｒａ 671-1531 揖保郡太子町立岡９４－５ 菓子製造業 一般 松岡 祐子 西播(龍健)第11-7 令和5年4月27日 令和11年5月31日 令和5年4月27日
000028 6000193915 炭焼き居酒屋　心 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 脇田 勲 西播(龍健)第1-26 令和5年4月25日 令和10年5月31日 令和5年4月25日
000028 6000193927 Ａｓｔｏｎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社Ａｓｔｏｎ 青山 拓磨 679-4126 兵庫県たつの市龍野町中村４０９番地 791689074 西播(龍健)第1-27 令和5年4月26日 令和10年5月31日 令和5年4月26日
000028 6000193973 御食事処　ささゆり 671-4113 宍粟市一宮町三方町６２４－１ 790741000 食肉販売業 一般 株式会社ビーバーレコード 代表取締役 春田 幸裕 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島三丁目２３番９号 663047711 西播(龍健)第3-1 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 6000194017 夢未来ＣＯＦＦＥＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 一般社団法人ＡＭＢＩＴＩＯＵＳ 代表理事 671-1531 兵庫県揖保郡太子町立岡８０番１号 西播(龍健)第1-37 令和5年4月28日 令和10年5月31日 令和5年4月28日
000028 6100090853 エル 678-0239 赤穂市加里屋63-17 791425802 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡本 博美 西播(赤健)第1-163 令和3年2月10日 令和9年2月28日 昭和44年12月4日
000028 6100090854 赤穂コンパ 678-0239 赤穂市加里屋44-21 791420112 飲食店営業(4)その他 一般 魚住 美枝子 西播(赤健)第1-60 令和3年8月12日 令和10年8月31日 令和3年8月12日
000028 6100090857 仏蘭西屋 678-0239 赤穂市加里屋90-17 791437159 飲食店営業(4)その他 一般 浅見 浩造 西播(赤健)第1-112 平成29年11月17日 令和5年11月30日 昭和48年11月22日
000028 6100090859 力食堂 678-0239 赤穂市加里屋2164-32 791438115 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 梶 正 西播(赤健)第1-162 令和3年2月10日 令和9年2月28日 昭和50年12月11日
000028 6100090860 かつや 678-0239 赤穂市加里屋駅前町63-6 791433900 飲食店営業(4)その他 一般 岩﨑 勝子 西播(赤健)第1-39 平成30年5月23日 令和6年5月31日 昭和52年5月4日
000028 6100090868 順子 678-0239 赤穂市加里屋54-2 791423258 飲食店営業(4)その他 一般 衛藤 良穂 西播(赤健)第1-99 平成29年11月6日 令和5年11月30日 昭和56年9月16日
000028 6100090879 三弥 678-0239 赤穂市加里屋2070 791422163 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社 三弥 代表取締役 尾上 宏之 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋2070 791422163 西播(赤健)第1-105 平成29年11月10日 令和5年11月30日 昭和61年9月6日
000028 6100090880 喫茶 虹 678-0239 赤穂市加里屋2171 791430923 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 網本 國栄 西播(赤健)第1-101 平成29年11月7日 令和5年11月30日 昭和61年9月6日
000028 6100090885 焼き鳥 ひで 678-0239 赤穂市加里屋55-5 791423303 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 赤松 晋丞 西播(赤健)第1-163 令和2年2月7日 令和8年2月28日 昭和63年1月13日
000028 6100090888 （株） 魚正 678-0204 赤穂市寿町7-5 791422629 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社 魚正 代表取締役 千崎 文裕 678-0204 兵庫県赤穂市寿町7-5 791422629 西播(赤健)第1-126 令和2年11月26日 令和8年11月30日 昭和63年10月3日
000028 6100090892 デリカショップ パセリ 678-0206 赤穂市宮前町3-1 791451447 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 湖山 峯文 西播(赤健)第1-23 平成29年5月8日 令和5年5月31日 平成3年5月27日
000028 6100090894 味な店 葵 678-0239 赤穂市加里屋68-24 791433912 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有年 功 西播(赤健)第1-60 平成30年7月26日 令和6年8月31日 平成4年7月30日
000028 6100090899 かづ子の店 678-0239 赤穂市加里屋駅前町54-12 791421734 飲食店営業(4)その他 一般 川口 勝弘 西播(赤健)第1-161 令和3年2月10日 令和9年2月28日 平成6年2月14日
000028 6100090900 北京 楼 678-0234 赤穂市加里屋南1-41 791453454 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社 越智商会 代表取締役 塚本 理栄 678-0234 兵庫県赤穂市加里屋南1-41 791423454 西播(赤健)第1-36 令和3年5月24日 令和9年5月31日 平成6年5月26日
000028 6100090904 ぶどう屋 678-0239 赤穂市加里屋駅前町64-4 791433733 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 尾上 克彦 西播(赤健)第1-5 令和4年4月21日 令和10年5月31日 令和4年4月21日
000028 6100090906 スナック ロマン 678-0239 赤穂市加里屋72-1 791433905 飲食店営業(4)その他 一般 久保 利美 西播(赤健)第1-80 令和1年10月23日 令和7年11月30日 平成7年11月17日
000028 6100090918 美食倶楽部 678-0239 赤穂市加里屋2188-11 791438303 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 安部 晴也 西播(赤健)第1-156 令和5年2月13日 令和11年2月28日 令和5年2月13日
000028 6100090933 まるや 678-0239 赤穂市加里屋94-12 791437191 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大西 泰輔 西播(赤健)第1-147 平成31年1月30日 令和7年2月28日 平成13年2月2日
000028 6100090937 双華 678-0239 赤穂市加里屋63-16 791430388 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高田 耕吉 西播(赤健)第1-6 令和2年4月17日 令和8年5月31日 昭和47年3月30日
000028 6100090940 スナック ナオコ 678-0239 赤穂市加里屋2188-31 791431250 飲食店営業(4)その他 一般 長谷 直子 西播(赤健)第1-56 令和3年8月11日 令和9年8月31日 令和3年8月11日
000028 6100090946 グランダーブル 678-0206 赤穂市宮前町1-4 791433535 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 濱田 裕弘 西播(赤健)第1-51 令和3年8月2日 令和9年8月31日 令和3年8月2日
000028 6100090991 美鶴 678-0239 赤穂市加里屋53-6 791425187 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 廣瀨 和博 西播(赤健)第1-130 令和4年2月3日 令和10年2月29日 令和4年2月3日
000028 6100090995 ぐるめＢａｒ　しゅしゅ 678-0239 赤穂市加里屋54-7 791436550 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 須田 英孝 西播(赤健)第1-16 令和2年4月24日 令和8年5月31日 平成8年3月22日
000028 6100090996 まさや 678-0239 赤穂市加里屋南1-35 791451460 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 須田 勝雄 西播(赤健)第1-43 令和2年5月21日 令和8年5月31日 平成8年3月28日
000028 6100091026 ＥＮ（エン） 678-0239 赤穂市加里屋駅前町56-9 791425370 飲食店営業(4)その他 一般 中川 芳 西播(赤健)第1-156 平成31年2月12日 令和7年2月28日 平成12年12月27日
000028 6100091030 有限会社すし勝 678-0239 赤穂市加里屋2230 791425355 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社すし勝 代表取締役 山本 康博 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋2230 791425355 西播(赤健)第1-82 令和2年8月21日 令和8年8月31日 昭和50年7月3日
000028 6100091033 すし萬 678-0239 赤穂市加里屋54-3 791438182 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 旧林 善和 西播(赤健)第1-145 令和2年1月31日 令和8年2月28日 昭和53年2月25日
000028 6100091034 お好焼ムラタ 678-0202 赤穂市山手町5-4 791432508 飲食店営業(4)その他 一般 村田 キミ子 西播(赤健)第1-75 令和2年8月19日 令和8年8月31日 昭和53年7月18日
000028 6100091038 炉ばた焼山海 678-0239 赤穂市加里屋56-10 791438533 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 茂喜 西播(赤健)第1-85 令和4年8月19日 令和10年8月31日 令和4年8月19日
000028 6100091050 わらべ 678-0239 赤穂市加里屋47-14ｻﾝｼﾃｨｼｮｯﾌﾟﾌﾟﾗｻﾞ2F 791420065 飲食店営業(4)その他 一般 村田 三枝子 西播(赤健)第1-174 令和2年2月20日 令和8年2月28日 昭和62年12月16日
000028 6100091055 喰処よしとよ 678-0239 赤穂市加里屋55-4 791423151 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西播(赤健)第1-93 令和3年11月8日 令和9年11月30日 令和3年11月8日
000028 6100091056 牛料理萬 678-0239 赤穂市加里屋駅前町３９－４ 791450101 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社萬代 取締役 萬代 正信 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋駅前町３９番地の４ 791450101 西播(赤健)第1-73 令和4年8月9日 令和10年8月31日 令和4年8月9日
000028 6100091070 居酒屋ひょうたん 678-0239 赤穂市加里屋51-9 飲食店営業(4)その他 一般 松田 優博 西播(赤健)第1-166 令和2年2月19日 令和8年2月28日 平成8年1月18日
000028 6100091074 お食事処　万るやま 678-0239 赤穂市加里屋74-13 791438832 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 丸山 修 西播(赤健)第1-15 令和2年4月24日 令和8年5月31日 平成8年4月22日
000028 6100091075 メロディトークおるごーる 678-0239 赤穂市加里屋2172-2越智ビル2F 791451917 飲食店営業(4)その他 一般 守岡 秀夫 西播(赤健)第1-29 令和2年5月11日 令和8年5月31日 平成8年4月25日
000028 6100091077 上町ラーメン 678-0239 赤穂市加里屋上町73-4 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 李 鷹好 西播(赤健)第1-107 令和2年10月26日 令和8年11月30日 平成8年10月2日
000028 6100091080 みむら 678-0201 赤穂市塩屋358-1 791425377 飲食店営業(4)その他 一般 三村 芙美恵 西播(赤健)第1-139 平成30年2月5日 令和6年2月29日 昭和39年12月26日
000028 6100091081 ジンギスカンハウス 678-0201 赤穂市塩屋3618 791433512 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 髙木 芳和 西播(赤健)第1-136 平成30年1月31日 令和6年2月29日 昭和52年2月9日
000028 6100091083 さやか 678-0201 赤穂市塩屋2-10 791436134 飲食店営業(4)その他 一般 桑野 康 西播(赤健)第1-30 令和2年5月12日 令和8年5月31日 昭和58年3月30日
000028 6100091100 グリル・クローバー 678-0233 赤穂市加里屋中洲3-55 791438008 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山崎 絹子 西播(赤健)第1-78 平成29年8月28日 令和5年8月31日 平成11年7月9日
000028 6100091104 茶舗わかさ 678-0239 赤穂市加里屋56-3 791437324 飲食店営業(4)その他 一般 若狭 恒樹 西播(赤健)第1-95 平成29年10月27日 令和5年11月30日 平成11年10月22日
000028 6100091115 三男坊 678-1216 赤穂郡上郡町中野611 791522122 飲食店営業(4)その他 一般 樫村 節子 西播(赤健)第1-27 平成30年5月15日 令和6年5月31日 昭和43年4月4日
000028 6100091119 ステーキハウス　ポパイさかもと 678-1231 赤穂郡上郡町上郡793-1 791521177 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 坂本 勝士 西播(赤健)第1-63 平成30年7月30日 令和6年8月31日 昭和46年8月27日
000028 6100091126 喫茶軽食さち 678-1226 赤穂郡上郡町高田台4-2-10 791524602 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 髙石 サトル 西播(赤健)第1-110 令和2年10月26日 令和8年11月30日 昭和53年10月9日
000028 6100091141 喫茶ラーク 678-1241 赤穂郡上郡町山野里2299 791520702 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 植木 恵子 西播(赤健)第1-95 令和2年10月13日 令和8年11月30日 昭和58年11月30日
000028 6100091147 ふれあいの森・大樹 678-1225 赤穂郡上郡町与井202-7 791520851 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 原田 廣志 西播(赤健)第1-104 平成29年11月9日 令和5年11月30日 昭和61年10月17日
000028 6100091151 手打うどん葵 678-1241 赤穂郡上郡町山野里2353 791520965 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 坂越 義弘 西播(赤健)第1-41 令和2年5月18日 令和8年5月31日 昭和63年4月20日
000028 6100091152 あき 678-1202 赤穂郡上郡町野桑1411-1 791540994 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 深谷 正子 西播(赤健)第1-111 令和2年10月26日 令和8年11月30日 昭和63年10月14日
000028 6100091153 つぼみ亭 678-1231 赤穂郡上郡町上郡895-1 791523460 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 金澤 詔英 西播(赤健)第1-146 令和3年1月29日 令和9年2月28日 昭和63年12月26日
000028 6100091156 グリンデルワルト 678-1226 赤穂郡上郡町高田台1-6-10 飲食店営業(4)その他 一般 六角 幸一 西播(赤健)第1-39 令和3年5月31日 令和9年5月31日 平成1年3月13日
000028 6100091166 兵庫県立大学生活協同組合  播磨理学キャンパス店 678-1205 赤穂郡上郡町光都3-2-1 791580008 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 兵庫県立大学生活協同組合 代表理事 末松 泰信 651-2103 兵庫県神戸市西区学園西町8-2-1 787950939 西播(赤健)第1-33 令和2年5月15日 令和8年5月31日 平成3年3月25日
000028 6100091168 春海 678-1252 赤穂郡上郡町船坂929 791550170 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 井口 誠至 西播(赤健)第1-74 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成4年7月10日
000028 6100091172 喫茶ルンルン 678-1225 赤穂郡上郡町与井字大倉141-1 791524370 飲食店営業(4)その他 一般 高野 勝廣 西播(赤健)第1-34 令和3年5月24日 令和8年5月31日 平成5年4月5日
000028 6100091178 兵庫県立大学附属高等学校 678-1205 赤穂郡上郡町光都3-11-1 791580238 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 兵庫県立大学生活協同組合 代表理事 藤井 貴浩 651-2103 兵庫県神戸市西区学園西町8-2-1 787950939 西播(赤健)第1-29 平成30年5月15日 令和7年5月31日 平成6年3月31日
000028 6100091196 愛菜コープ上郡 678-1241 赤穂郡上郡町山野里2281-2 791521214 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社コープフーズ 代表取締役 友重 伸和 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-3-19 794956001 西播(赤健)第1-20 令和3年4月30日 令和9年5月31日 平成9年3月14日
000028 6100091222 はりまくらぶ 678-1205 赤穂郡上郡町光都3-7-1 791580009 飲食店営業(4)その他 一般 杉本 俊博 西播(赤健)第1-155 平成30年2月27日 令和6年2月29日 平成11年12月6日
000028 6100091226 いろは精肉店 678-1231 赤穂郡上郡町上郡932-1 791520298 飲食店営業(4)その他 一般 宮田 照美 西播(赤健)第1-18 平成30年5月7日 令和6年5月31日 平成12年3月17日
000028 6100091234 司庵 678-1233 赤穂郡上郡町大持19-5 791526003 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 勝司 西播(赤健)第1-119 平成30年11月6日 令和6年11月30日 平成12年10月17日
000028 6100091237 カラオケ・喫茶　かれん 678-1262 赤穂郡上郡町岩木イマミト4-3 791523532 飲食店営業(4)その他 一般 宮谷 美奈子 西播(赤健)第1-148 令和4年2月28日 令和9年2月28日 令和4年2月28日
000028 6100091238 ティンカーベル 678-1251 赤穂郡上郡町井上64-7 791526037 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中谷 千鶴子 西播(赤健)第1-162 平成31年2月26日 令和7年2月28日 平成13年2月13日
000028 6100091239 １０－１  十乃一 678-0206 赤穂市宮前町10-1 791425565 飲食店営業(4)その他 一般 清水 昭 西播(赤健)第1-129 令和4年11月28日 令和10年11月30日 令和4年11月28日
000028 6100091247 主婦の店 塩屋店 678-0247 赤穂市平成町88 791432055 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社 主婦の店 赤穂店 代表取締役 黒金 伸夫 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋46-2 791425678 西播(赤健)第1-63 令和2年7月27日 令和8年8月31日 平成8年6月28日
000028 6100091252 住友大阪セメントＢ団地 678-0201 赤穂市塩屋1208住友大阪セメントＢ団地 791433011 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 赤穂海陸株式会社 代表取締役 上谷 博則 678-0254 兵庫県赤穂市折方中水尾1513番地 791450534 西播(赤健)第1-12 平成30年4月26日 令和6年5月31日 平成12年4月3日
000028 6100091254 菊月商店 678-0201 赤穂市塩屋651 791423709 飲食店営業(4)その他 一般 菊月 勝正 西播(赤健)第1-57 平成30年7月30日 令和6年8月31日 平成12年7月21日
000028 6100091256 巴屋本舗 678-0235 赤穂市上仮屋南2-13 791425318 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社巴屋 代表取締役 齋藤 晴久 678-0236 兵庫県赤穂市上仮屋南2-13 791422470 西播(赤健)第1-156 令和2年1月31日 令和8年2月28日 昭和63年2月8日
000028 6100091266 元禄茶屋 678-0237 赤穂市上仮屋129 791422054 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 飯尾 義明 西播(赤健)第1-111 平成30年10月31日 令和6年11月30日 平成12年9月8日
000028 6100091267 赤穂カンツリークラブ 678-0256 赤穂市天和字中河原909 791433111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 赤穂開発株式会社 代表取締役 市川 金次郎 678-0256 兵庫県赤穂市天和字中河原909 791433111 西播(赤健)第1-23 令和2年4月30日 令和8年5月31日 昭和44年5月19日
000028 6100091269 寿朗 678-0256 赤穂市天和512-152 791439528 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤本 洋美 西播(赤健)第1-108 令和2年10月26日 令和8年11月30日 昭和58年10月31日
000028 6100091273 お好みハウス のんのん 678-0259 赤穂市黒崎町31 791452913 飲食店営業(4)その他 一般 永安 信江 西播(赤健)第1-55 平成30年7月24日 令和6年8月31日 平成4年7月6日
000028 6100091279 りきゅう 678-0256 赤穂市鷆和1165-6 791437222 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木待 忠治 西播(赤健)第1-115 令和1年11月21日 令和7年11月30日 平成7年11月9日
000028 6100091283 三菱電機ライフサービス株式会社赤穂支店 678-0256 赤穂市天和字古浜623-26三菱電機株式会社 赤穂潮風館 791436723 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三菱電機ライフサービス株式会社 代表取締役 舩尾 英司 105-0011 東京都港区芝公園2-4-1 364026001 西播(赤健)第1-145 令和3年1月29日 令和9年2月28日 平成9年1月27日
000028 6100091310 喫茶・軽食タートル 678-0216 赤穂市正保橋町4-28 791436110 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩本 珠代 西播(赤健)第1-55 令和3年8月6日 令和9年8月31日 令和3年8月6日
000028 6100091312 コーヒーラウンジセントポーリア 678-0213 赤穂市元塩町10-5 791430908 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中川 まゆみ 西播(赤健)第1-14 令和4年5月2日 令和10年5月31日 令和4年5月2日
000028 6100091316 武蔵 678-0216 赤穂市正保橋町3-101 791420634 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮本 昌弥 西播(赤健)第1-30 令和3年5月24日 令和9年5月31日 昭和59年3月28日
000028 6100091318 文楽赤穂店 678-0214 赤穂市朝日町16-3 791420505 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ファイセンスファクトリー 代表取締役 國光 裕 530-0051 大阪府大阪市北区太融寺町8番2号エーワンビルディング 663114888 西播(赤健)第1-23 令和4年5月13日 令和10年5月31日 令和4年5月13日
000028 6100091322 タテホわくわくランドサービスセンター 678-0215 赤穂市御崎1857-5 791450800 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 公益財団法人　兵庫県園芸・公園協会 代表理事 石井 孝一 673-0847 兵庫県明石市明石公園1-27 789127600 西播(赤健)第1-14 令和3年4月27日 令和9年5月31日 平成1年4月26日
000028 6100091325 瑞喜（みずき） 678-0216 赤穂市正保橋町3-149、3-150 791420893 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木津 利之 西播(赤健)第501-13 令和5年4月25日 令和11年5月31日 令和5年4月25日
000028 6100091327 パルコ赤穂湖畔店 678-0215 赤穂市御崎大うつろ1857-5 791450800 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 公益財団法人兵庫県園芸・公園協会 代表理事 石井 孝一 673-0847 兵庫県明石市明石公園1-27 789127600 西播(赤健)第1-19 令和2年4月27日 令和8年5月31日 平成5年4月23日
000028 6100091329 ﾘｿﾞｰﾄｶﾌｪﾚｽﾄﾗﾝ28（艶） 678-0215 赤穂市御崎西字324 791452900 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 清水 智代 西播(赤健)第1-129 令和2年11月30日 令和8年11月30日 平成5年11月26日
000028 6100091332 ステーキハウス ドルフィン 678-0214 赤穂市朝日町9-16 791421878 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社 リブラ 代表取締役 玉石 勝彦 678-0214 兵庫県赤穂市朝日町9-16 791421878 西播(赤健)第1-68 令和4年8月4日 令和10年8月31日 令和4年8月4日
000028 6100091347 かご 678-0232 赤穂市中広2087 791423512 飲食店営業(4)その他 一般 西播(赤健)第1-5 令和2年4月17日 令和8年5月31日 昭和38年4月1日
000028 6100091352 カラオケランド 歌姫 678-0232 赤穂市中広1467-2 791431718 飲食店営業(4)その他 一般 福本 碩夫 西播(赤健)第1-75 平成29年8月28日 令和5年8月31日 平成3年7月23日
000028 6100091360 カフェ・ド・カンパーニュ 678-0232 赤穂市中広字島田179-25 791453520 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮本 昭文 西播(赤健)第1-66 令和2年7月31日 令和8年8月31日 平成5年6月11日
000028 6100091364 はしもと鮮魚 678-0232 赤穂市中広字別所55-3イオン赤穂店内109 791436663 飲食店営業(4)その他 一般 橋本 利和 西播(赤健)第1-121 令和2年11月13日 令和8年11月30日 平成5年10月26日
000028 6100091366 スシマス赤穂店 678-0232 赤穂市中広字別所55-2イオン赤穂店内 791422136 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鮨桝食品株式会社 代表取締役 柳田 英司 558-0041 大阪府八尾市老原9-115 729971811 西播(赤健)第1-83 令和3年10月22日 令和9年11月30日 令和3年10月22日
000028 6100091367 レッドソックス 678-0232 赤穂市中広1149-4 791422863 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社山本 取締役 山本 浩平 678-0232 兵庫県赤穂市中広1149番地の4 791422863 西播(赤健)第1-79 令和4年8月9日 令和10年8月31日 令和4年8月9日
000028 6100091369 シーサイドゴルフガーデン 678-0232 赤穂市中広1576-4 791452078 飲食店営業(4)その他 一般 桃井ネクサス株式会社 代表取締役 桃井 光男 678-0232 兵庫県赤穂市中広1576-5 791432081 西播(赤健)第1-9 令和2年4月20日 令和8年5月31日 平成8年5月21日
000028 6100091370 とんかつ デリカさぼてん 678-0232 赤穂市中広字別所55-3イオン赤穂店内 791424770 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社 グリーンハウスフーズ 代表取締役 田沼 千秋 163-1419 東京都新宿区西新宿3-20-2 353235467 西播(赤健)第1-101 令和2年10月23日 令和8年11月30日 平成8年10月4日
000028 6100091379 イオン赤穂店 678-0232 赤穂市中広字別所55-3 791436911 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1 432126110 西播(赤健)第1-36 平成30年5月23日 令和6年5月31日 平成12年3月30日
000028 6100091380 イオン赤穂店 678-0232 赤穂市中広字別所55-3 791436911 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1 432126110 西播(赤健)第1-35 平成30年5月23日 令和6年5月31日 平成12年4月27日
000028 6100091383 カラオケ喫茶 ソング 678-0232 赤穂市中広字島田川原142-42 791420680 飲食店営業(4)その他 一般 藤本 宗雄 西播(赤健)第1-75 平成30年8月7日 令和6年8月31日 平成12年6月30日
000028 6100091386 クーズコンセルボ赤穂店 678-0232 赤穂市中広字別所55-3イオン赤穂店内1F 791436909 飲食店営業(4)その他 一般 エピー有限会社 代表取締役 辰巳 洋子 678-0201 兵庫県赤穂市塩屋251-7 791436909 西播(赤健)第1-62 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成12年7月14日
000028 6100091402 元祖かもめ屋赤穂本店 678-0221 赤穂市尾崎3189-47 791452330 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社元祖かもめ屋 代表取締役 大塩 純市 678-0221 兵庫県赤穂市尾崎3189-47 791452330 西播(赤健)第1-29 令和3年5月24日 令和9年5月31日 平成1年5月26日
000028 6100091407 田中お好み焼 678-0221 赤穂市尾崎520 791434060 飲食店営業(4)その他 一般 田中 和子 西播(赤健)第1-86 令和1年10月29日 令和7年11月30日 平成4年9月24日
000028 6100091410 寿味 678-0226 赤穂市さつき町36-17 791420798 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小川 勝清 西播(赤健)第1-134 令和3年1月15日 令和9年2月28日 平成5年12月10日
000028 6100091416 鹿久居荘１階 678-0226 赤穂市さつき町35-5 791421130 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社 鹿久居荘 代表取締役 春本 新二 701-3204 岡山県備前市日生町日生639-34 869720345 西播(赤健)第1-112 令和1年11月21日 令和7年11月30日 平成7年11月28日
000028 6100091417 鹿久居荘４階 678-0226 赤穂市さつき町35-5 791421130 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社 鹿久居荘 代表取締役 春本 新二 701-3204 岡山県備前市日生町日生639-34 869720345 西播(赤健)第1-113 令和1年11月21日 令和7年11月30日 平成7年11月28日
000028 6100091426 ブライヤゲート 678-0222 赤穂市東浜町68-1 791423391 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高本 明徳 西播(赤健)第1-113 平成29年11月21日 令和5年11月30日 平成11年11月16日
000028 6100091435 いわもと 678-0172 赤穂市坂越1685 791488143 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩本 芳夫 西播(赤健)第1-158 令和2年2月6日 令和8年2月28日 昭和58年2月14日
000028 6100091447 赤穂給食 678-0174 赤穂市砂子236-10 791487718 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 溝田 守 西播(赤健)第1-138 令和4年2月14日 令和10年2月29日 令和4年2月14日
000028 6100091454 料理茶屋 生島 678-0172 赤穂市坂越字下高谷1852-4 791480039 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前田 一幸 西播(赤健)第1-100 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 6100091465 山陽食品 000-0000 赤穂市内 飲食店営業(4)その他 露店 森 照雄 西播(赤健)第1-7 令和2年4月17日 令和7年5月31日 昭和54年3月13日
000028 6100091474 ローソン赤穂西有年店 678-1186 赤穂市西有年88-3 791493770 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ターン 代表取締役 黒田 基仁 671-0253 兵庫県姫路市花田町一本松172-3 792532175 西播(赤健)第1-112 令和2年10月27日 令和9年11月30日 平成7年11月1日
000028 6100091486 三島製菓本舗 678-0215 赤穂市御崎341-1 791422024 菓子製造業 一般 三島製菓株式会社 代表取締役 三島 弘之 678-0215 兵庫県赤穂市御崎341-1 791422024 西播(赤健)第2-23 平成29年11月21日 令和5年11月30日 昭和34年2月3日
000028 6100091489 山陽ドーナツ 000-0000 赤穂市内 菓子製造業 露店 森 照雄 西播(赤健)第2-1 令和2年4月17日 令和7年5月31日 昭和48年3月28日



000028 6100091490 かん川本舗 678-0239 赤穂市加里屋駅前町56-1 791432555 菓子製造業 一般 株式会社 かん川本舗 代表取締役 寒川 修次 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋駅前町56-1 791432555 西播(赤健)第2-30 平成30年2月22日 令和6年2月29日 昭和52年1月25日
000028 6100091496 山野製菓舗 678-0239 赤穂市加里屋106-5 791422875 菓子製造業 一般 山野 敏則 西播(赤健)第2-8 令和3年8月12日 令和9年8月31日 令和3年8月12日
000028 6100091499 株式会社 岡友恵堂 678-0254 赤穂市折方1495-23 791464076 菓子製造業 一般 株式会社 岡友恵堂 代表取締役 岡 秀樹 678-0254 兵庫県赤穂市折方1495-23 791464076 西播(赤健)第2-37 令和3年2月12日 令和10年2月29日 平成1年2月25日
000028 6100091500 長崎屋 678-0239 赤穂市加里屋駅前町39-3 791423815 菓子製造業 一般 新宮 明 西播(赤健)第2-7 令和3年8月12日 令和9年8月31日 令和3年8月12日
000028 6100091501 （有）巴屋 678-0244 赤穂市城西町86-1 791430115 菓子製造業 一般 有限会社巴屋 代表取締役 齋藤 晴久 678-0236 兵庫県赤穂市上仮屋南2-13 791422470 西播(赤健)第2-13 令和3年11月8日 令和9年11月30日 令和3年11月8日
000028 6100091508 フランス菓子の店ラ・セーヌ 678-0239 赤穂市加里屋69-8 791422296 菓子製造業 一般 有限会社ラ・セーヌ 代表取締役 虎津 禎一 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋69-8 791422296 西播(赤健)第2-29 令和3年1月28日 令和9年2月28日 平成6年1月28日
000028 6100091527 有限会社 かみや製菓本舗 678-0201 赤穂市塩屋4-5 791420267 菓子製造業 一般 有限会社かみや製菓本舗 代表取締役 上谷 昌吾 678-0201 兵庫県赤穂市塩屋4-5 791420267 西播(赤健)第2-21 平成29年11月20日 令和5年11月30日 平成11年9月24日
000028 6100091530 クーズコンセルボ赤穂店 678-0232 赤穂市中広字別所55-3イオン赤穂店内1F 791436909 菓子製造業 一般 エピー有限会社 代表取締役 辰巳 洋子 678-0201 兵庫県赤穂市塩屋251-7 791436909 西播(赤健)第2-10 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成12年7月14日
000028 6100091665 梅田商店 678-0215 赤穂市御崎373 791437117 魚介類販売業 一般 梅田 尚孝 西播(赤健)第5-11 令和2年8月21日 令和8年8月31日 昭和38年6月28日
000028 6100091667 鮮魚赤穂御崎 678-0215 赤穂市御崎416-1 791436389 魚介類販売業 一般 樽 康夫 西播(赤健)第西播(赤健)第5-23 令和3年11月8日 令和9年11月30日 令和3年11月8日
000028 6100091669 主婦の店 塩屋店 678-0247 赤穂市平成町88 791432055 魚介類販売業 一般 株式会社 主婦の店 赤穂店 代表取締役 黒金 伸夫 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋46-2 791425678 西播(赤健)第5-8 令和2年7月27日 令和8年8月31日 平成8年6月28日
000028 6100091680 中川鮮魚店 678-0221 赤穂市尾崎267 791425100 魚介類販売業 一般 中川 政治郎 西播(赤健)第5-9 令和3年8月6日 令和9年8月31日 令和3年8月6日
000028 6100091685 はしもと鮮魚 678-0232 赤穂市中広字別所55-3イオン赤穂店内109 791436663 魚介類販売業 一般 橋本 利和 西播(赤健)第5-19 令和2年11月13日 令和8年11月30日 平成5年10月26日
000028 6100091687 イオン赤穂店 678-0232 赤穂市中広字別所55-3 791436911 魚介類販売業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1 432126110 西播(赤健)第5-7 平成30年5月23日 令和6年5月31日 平成12年4月13日
000028 6100091688 株式会社赤穂合同魚市場 678-0232 赤穂市中広1576-35 791452130 魚介類販売業 一般 株式会社赤穂合同魚市場 代表取締役社長 米田 和生 678-0232 兵庫県赤穂市中広1576-35 791452130 西播(赤健)第5-9 平成30年8月7日 令和6年8月31日 平成12年6月19日
000028 6100091700 ふじた 678-0241 赤穂市惣門町14 791422109 魚介類販売業 一般 有限会社ふじた 代表取締役 藤田 勉 678-0241 兵庫県赤穂市惣門町14 791422109 西播(赤健)第5-18 令和2年11月12日 令和8年11月30日 平成8年11月15日
000028 6100091738 いわもと 678-0172 赤穂市坂越1685 791488143 魚介類販売業 一般 岩本 芳夫 西播(赤健)第5-26 令和2年2月6日 令和8年2月28日 昭和58年2月14日
000028 6100091741 赤穂市漁業協同組合坂越かき直販所 678-0172 赤穂市坂越字大黒319の地先 791488611 魚介類販売業 一般 赤穂市漁業協同組合 代表理事組合長 大河 優 678-0215 兵庫県赤穂市御崎1798-1 791452260 西播(赤健)第5-16 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 6100091745 有限会社上田水産 678-0172 赤穂市坂越字大黒319の地先 791481279 魚介類販売業 一般 有限会社上田水産 代表取締役 上田 武司 678-0172 兵庫県赤穂市坂越169 791481176 西播(赤健)第5-18 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 6100091746 鎌島水産有限会社 678-0172 赤穂市坂越字大黒319の地先 791480658 水産製品製造業 一般 鎌島水産有限会社 代表取締役 鎌島 宏文 678-0172 兵庫県赤穂市坂越319 791480658 西播(赤健)第30-3 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 6100091747 (有)成林水産 678-0172 赤穂市坂越字大黒319の地先 791481317 水産製品製造業 一般 有限会社成林水産 代表取締役 成林 宏次 678-0172 兵庫県赤穂市尾崎3158-40 791433903 西播(赤健)第30-4 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 6100091749 (有)光栄水産 678-0172 赤穂市坂越字大黒319の地先 791480641 水産製品製造業 一般 有限会社光栄水産 代表取締役 大河 優 678-0172 兵庫県赤穂市坂越1294 791480322 西播(赤健)第30-6 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 6100091750 (有)松本水産 678-0172 赤穂市坂越字大黒319の地先 791481293 魚介類販売業 一般 有限会社松本水産 代表取締役 松本 政典 678-0172 兵庫県赤穂市坂越64 791481292 西播(赤健)第5-19 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 6100091751 大河水産 678-0172 赤穂市坂越字大黒319の地先 791480370 魚介類販売業 一般 有限会社大河水産 代表取締役 大河 弘志 678-0172 兵庫県赤穂市坂越1123 791480973 西播(赤健)第5-17 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 6100091752 小林水産(有) 678-0172 赤穂市坂越字大黒319の地先 791480606 水産製品製造業 一般 小林水産有限会社 代表取締役 小林 日出男 678-0172 兵庫県赤穂市坂越191-1 791480451 西播(赤健)第30-5 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 6100091753 昭和水産 678-0172 赤穂市坂越字大黒319の地先 791487756 魚介類販売業 一般 有限会社昭和水産 代表取締役 大河 秀行 678-0172 兵庫県赤穂市坂越789 791487756 西播(赤健)第5-20 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 6100091754 魚武 678-0174 赤穂市砂子236-10 791487718 魚介類販売業 一般 溝田 守 西播(赤健)第5-32 令和4年2月14日 令和10年2月29日 令和4年2月14日
000028 6100091770 生活協同組合コープこうべコープ上郡店 678-1241 赤穂郡上郡町山野里2281-2 791521214 魚介類販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-3-19 788561003 西播(赤健)第5-5 令和3年4月30日 令和9年5月31日 平成9年3月14日
000028 6100091965 イオン赤穂店 678-0232 赤穂市中広字別所55-3 791436911 食肉販売業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1 432126110 西播(赤健)第14-11 令和2年11月13日 令和8年11月30日 平成5年10月26日
000028 6100091966 ダイリキ赤穂店 678-0232 赤穂市中広字別所55-3イオン赤穂店内 791453771 食肉販売業 一般 ダイリキ株式会社 代表取締役社長 髙橋 淳 550-0003 大阪府大阪市西区新町1-27-9 665781290 西播(赤健)第14-10 令和2年11月13日 令和8年11月30日 平成5年10月26日
000028 6100091970 主婦の店 塩屋店 678-0247 赤穂市平成町88 791432055 食肉販売業 一般 株式会社 主婦の店 赤穂店 代表取締役 黒金 伸夫 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋46-2 791425678 西播(赤健)第14-2 令和2年7月27日 令和8年8月31日 平成8年6月28日
000028 6100091999 いろは精肉店 678-1231 赤穂郡上郡町上郡932-1 791520298 食肉販売業 一般 宮田 照美 西播(赤健)第14-11 平成30年2月23日 令和6年2月29日 昭和42年12月9日
000028 6100092014 生活協同組合コープこうべコープ上郡店 678-1241 赤穂郡上郡町山野里2281-2 791521214 食肉販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-3-19 788561003 西播(赤健)第14-4 令和3年4月30日 令和9年5月31日 平成9年3月14日
000028 6100092016 ボンマルシェ上郡店 678-1241 赤穂郡上郡町山野里字下神田2338-1 791524666 食肉販売業 一般 株式会社銀ビルストアー 代表取締役 大塚 兼史 670-0912 兵庫県姫路市南町31番地 792880001 西播(赤健)第3-7 令和5年2月10日 令和11年2月28日 令和5年2月10日
000028 6100092029 奥藤商事株式会社 678-0172 赤穂市坂越1419-1 791488005 酒類製造業 一般 奥藤商事株式会社 代表取締役 奥藤 利文 678-0172 兵庫県赤穂市坂越1419-1 791488005 西播(赤健)第19-1 令和2年11月30日 令和8年11月30日 昭和38年11月30日
000028 6100092030 赤穂化成株式会社 678-0172 赤穂市坂越329 791481111 添加物製造業 一般 赤穂化成株式会社 代表取締役社長 池上 良成 678-0172 兵庫県赤穂市坂越329 791481111 西播(赤健)第23-1 令和2年2月25日 令和8年2月28日 昭和47年1月12日
000028 6100092031 株式会社 大宗 678-0232 赤穂市中広字島田164 791425062 添加物製造業 一般 株式会社 大宗 代表取締役 土谷 裕彦 678-0232 兵庫県赤穂市中広字島田164 791425062 西播(赤健)第23-1 平成30年8月28日 令和6年8月31日 平成4年7月15日
000028 6100092032 阪本薬品工業株式会社 赤穂工場 678-0165 赤穂市木津字稲荷山1325-93 791487681 添加物製造業 一般 阪本薬品工業株式会社 代表取締役 阪本 稜雄 541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町1-2-6 662311853 西播(赤健)第23-2 令和2年11月10日 令和8年11月30日 平成5年9月2日
000028 6100092041 株式会社ﾌｧｲﾝ　上郡工場 678-1219 赤穂郡上郡町奥甲931 791521776 清涼飲料水製造業 一般 株式会社ファイン 代表取締役 佐々木 信綱 533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄5-7-8 663790357 西播(赤健)第24-1 平成30年5月11日 令和6年5月31日 平成11年5月24日
000028 6100092051 株式会社パルシーズン 678-0171 赤穂市高野1-17 791487875 食用油脂製造業 一般 株式会社パルシーズン 代表取締役 金谷 義秀 678-0171 兵庫県赤穂市高野1-17 791487875 西播(赤健)第15-1 令和2年11月30日 令和8年11月30日 平成5年11月29日
000028 6100092059 株式会社赤穂合同魚市場 678-0232 赤穂市中広1576-35 791452130 魚介類せり売営業 一般 株式会社赤穂合同魚市場 代表取締役社長 米田 和生 678-0232 兵庫県赤穂市中広1576-35 791452130 西播(赤健)第6-1 令和2年8月20日 令和8年8月31日 昭和53年7月26日
000028 6100092074 加藤産業株式会社上郡工場 678-1274 赤穂郡上郡町柏野328-6 791520520 かん詰又はびん詰食品製造業 一般 加藤産業株式会社 代表取締役 加藤 和弥 662-0912 兵庫県西宮市松原町9-20 798337650 西播(赤健)第8-1 令和1年10月31日 令和9年11月30日 昭和61年10月8日
000028 6100092079 対鴎館 678-0215 赤穂市御崎2-4 791422681 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社 対鴎館 代表取締役 山本 春彦 678-0215 兵庫県赤穂市御崎2-4 791422681 西播(赤健)第1-77 令和2年8月21日 令和8年8月31日 昭和38年8月19日
000028 6100092085 ザ グランリゾート赤穂 678-0221 赤穂市尾崎字丸山2298 791480077 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社大倉 代表取締役社長 清瀧 静男 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2-北2-11 663533911 西播(赤健)第1-70 令和3年8月31日 令和9年8月31日 令和3年8月31日
000028 6100092093 せせらぎ 678-0226 赤穂市さつき町36-12 791438000 飲食店営業(3)旅館 一般 赤穂リゾート開発株式会社 代表取締役 田淵 新悟 678-0226 兵庫県赤穂市さつき町36-12 791438000 西播(赤健)第1-31 令和3年5月24日 令和9年5月31日 平成9年4月16日
000028 6100092094 リヴァ－ジュ 678-0226 赤穂市さつき町36-12 791438000 飲食店営業(4)その他 一般 赤穂リゾート開発株式会社 代表取締役 田淵 新悟 678-0226 兵庫県赤穂市さつき町36-12 791438000 西播(赤健)第1-32 令和3年5月24日 令和9年5月31日 平成9年4月16日
000028 6100092096 ペンション　へるつ 678-0222 赤穂市東浜町100 791432037 飲食店営業(3)旅館 一般 岡本 倫子 西播(赤健)第1-78 令和4年8月9日 令和10年8月31日 令和4年8月9日
000028 6100092100 とし旅館 678-0173 赤穂市浜市355-1 791480328 飲食店営業(3)旅館 一般 冨田 勢子 西播(赤健)第1-138 令和3年1月26日 令和9年2月28日 昭和48年1月16日
000028 6100092104 赤穂ロイヤルホテル 678-0233 赤穂市加里屋中洲3250-1 791421001 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社 オオキコーポレーション 代表取締役 大木 慶生 678-0175 兵庫県赤穂市北野中11 791481000 西播(赤健)第1-126 平成30年11月15日 令和6年11月30日 昭和60年9月26日
000028 6100092105 民宿レストラン初音 678-0255 赤穂市新田599-1 791421331 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社初音 取締役 上山 浩一 678-0255 兵庫県赤穂市新田599-1 791421331 西播(赤健)第1-160 令和3年2月10日 令和9年2月28日 平成1年1月10日
000028 6100092107 旅館 喜楽荘 678-0255 赤穂市新田658-1、658-6、655-5、655-7 791420567 飲食店営業(3)旅館 一般 河村 純 西播(赤健)第1-116 令和1年11月21日 令和7年11月30日 平成4年11月10日
000028 6100092108 西畑旅館 678-0232 赤穂市中広279-4 791422740 飲食店営業(3)旅館 一般 西畑 敬子 西播(赤健)第1-146 令和2年1月31日 令和8年2月28日 平成5年1月22日
000028 6100092111 鹿久居荘 678-0226 赤穂市さつき町35-5 791421130 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社 鹿久居荘 代表取締役 春本 新二 701-3204 岡山県備前市日生町日生639-34 869720345 西播(赤健)第1-114 令和1年11月21日 令和7年11月30日 平成7年11月28日
000028 6100092114 ホテル 山長 GREEN VIEW 678-0239 赤穂市加里屋1729-5 791422354 飲食店営業(3)旅館 一般 久嶋 佳奈 西播(赤健)第1-71 平成29年8月23日 令和5年8月31日 平成11年6月18日
000028 6100092191 開運ビジネス旅館 678-0031 相生市旭1-2-2 791222181 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社開運 取締役 福浦 康之 678-0031 兵庫県相生市旭1-2-2 791222181 西播(赤健)第1-16 平成29年4月26日 令和5年5月31日 平成11年4月30日
000028 6100092192 日輪 678-0041 相生市相生2-2-23 791220435 飲食店営業(4)その他 一般 小坂 美智子 西播(赤健)第1-131 平成30年1月26日 令和6年2月29日 昭和42年12月20日
000028 6100092215 海鮮料理みやざき 678-0041 相生市相生5323 791237075 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮崎 一一 西播(赤健)第1-69 平成29年8月22日 令和5年8月31日 平成11年6月18日
000028 6100092229 喫茶 らんぶる 678-0031 相生市旭1-17-5 791230115 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福田 多喜子 西播(赤健)第1-52 令和3年8月6日 令和9年8月31日 令和3年8月6日
000028 6100092242 ラウンジ 小磯 678-0031 相生市旭1-7-19 791230703 飲食店営業(4)その他 一般 横畠 節子 西播(赤健)第1-3 令和3年4月13日 令和9年5月31日 平成1年5月8日
000028 6100092246 夢夢 678-0031 相生市旭1-8-2 791236675 飲食店営業(4)その他 一般 林 明美 西播(赤健)第1-15 平成30年5月1日 令和6年5月31日 平成4年4月30日
000028 6100092258 ミセス Ｙ 678-0031 相生市旭1-13-5 791236420 飲食店営業(4)その他 一般 村井 祐見子 西播(赤健)第1-121 令和4年1月25日 令和10年2月29日 令和4年1月25日
000028 6100092263 相生飯店 678-0031 相生市旭1-8-6 791224345 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 天水 精一 西播(赤健)第1-14 令和2年4月23日 令和8年5月31日 平成8年5月28日
000028 6100092275 いろりや 678-0031 相生市旭1-8-11飯店ビル2Ｆ 791235011 飲食店営業(4)その他 一般 前田 三郎 西播(赤健)第1-14 平成30年5月1日 令和6年5月31日 平成12年4月14日
000028 6100092283 味道園 678-0031 相生市旭2-21-9 791223448 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平野 良子 西播(赤健)第1-148 平成30年2月22日 令和6年2月29日 昭和51年12月27日
000028 6100092296 愛菜　相生店 678-0031 相生市旭3-7-6 791226060 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社コープフーズ 代表取締役 友重 伸和 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目3番19号 794956001 西播(赤健)第1-118 令和4年11月11日 令和10年11月30日 令和4年11月11日
000028 6100092297 コープデイズ相生 678-0031 相生市旭3-7-6 791225235 飲食店営業(4)その他 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目3番19号 788561003 西播(赤健)第1-106 令和4年11月7日 令和10年11月30日 令和4年11月7日
000028 6100092301 ＣＯＦＦＥＥ工房 らんぶる 678-0031 相生市旭3-1-23相生商工会議所内 791228655 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福田 多喜子 西播(赤健)第1-47 令和3年7月29日 令和9年8月31日 令和3年7月29日
000028 6100092313 タートル 678-0031 相生市旭4-1-3 791234550 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西本 幸代 西播(赤健)第1-61 平成29年8月8日 令和5年8月31日 昭和56年7月31日
000028 6100092319 パール 678-0031 相生市旭4-11-7 791220956 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大西 千賀子 西播(赤健)第1-46 令和3年7月29日 令和9年8月31日 令和3年7月29日
000028 6100092320 ふくだ 678-0031 相生市旭4-1-21 791234874 飲食店営業(4)その他 一般 福田 三津子 西播(赤健)第1-65 平成29年8月10日 令和5年8月31日 昭和61年7月10日
000028 6100092327 カフェレストラン　ママーズキッチン 678-0031 相生市旭4-10-22 791222122 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社おかだ 代表取締役 大西 賢一 678-0031 兵庫県相生市旭4丁目10番22号 791220951 西播(赤健)第1-18 令和4年5月9日 令和10年5月31日 令和4年5月9日
000028 6100092328 肉のおかだ 678-0031 相生市旭4-10-22 791220951 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社おかだ 代表取締役 大西 賢一 678-0031 兵庫県相生市旭4丁目10番22号 791220951 西播(赤健)第1-17 令和4年5月9日 令和10年5月31日 令和4年5月9日
000028 6100092329 株式会社 興和 678-0052 相生市大島町3-15 791222567 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社興和 代表取締役 米田 和志 678-0052 兵庫県相生市大島町3-15 791222567 西播(赤健)第1-156 令和3年2月8日 令和9年2月28日 昭和57年3月1日
000028 6100092338 サテンドール 678-0051 相生市那波大浜町8-15 791224326 飲食店営業(4)その他 一般 山中 一己 西播(赤健)第1-22 令和4年5月12日 令和10年5月31日 令和4年5月12日
000028 6100092350 あいあい 678-0051 相生市那波大浜町8-15 791237858 飲食店営業(4)その他 一般 山中 一己 西播(赤健)第1-70 令和2年8月6日 令和8年8月31日 平成5年7月6日
000028 6100092352 道 678-0051 相生市那波大浜町3-22 791230775 飲食店営業(4)その他 一般 西口 照美 西播(赤健)第1-141 令和3年1月28日 令和9年2月28日 平成6年1月10日
000028 6100092358 コーヒーキッチン　チェリー 678-0051 相生市那波大浜町8-14 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 古井 千代美 西播(赤健)第1-35 令和4年5月30日 令和10年5月31日 令和4年5月30日
000028 6100092363 ペーロン温泉 678-0053 相生市那波南本町8-55 791231919 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社あいおいアクアポリス 代表取締役 田口 晴喜 678-0053 兵庫県相生市那波南本町8番55号 791235995 西播(赤健)第1-8 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 6100092376 喜久八 678-0063 相生市佐方1-453-1 791230238 飲食店営業(4)その他 一般 吉野 米八郎 西播(赤健)第1-103 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 6100092385 かじかわ 678-0071 相生市緑ケ丘1-5-12 791223367 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 梶川 みゆき 西播(赤健)第1-64 令和3年8月24日 令和9年8月31日 令和3年8月24日
000028 6100092413 ラヴィーナ相生 678-0001 相生市山手1-91、1-96 791231000 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社大和生研 代表取締役 山下 裕史 670-0936 兵庫県姫路市古二階町６３番地 792245355 西播(赤健)第1-27 令和4年5月25日 令和10年5月31日 令和4年5月25日
000028 6100092414 ＳＨＥＳ ＳＰＯＴ プチカフェ 678-0001 相生市山手1-175-1 791223747 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 衣本 智里 西播(赤健)第1-150 令和5年1月31日 令和11年2月28日 令和5年1月31日
000028 6100092417 クレッセンド 678-0022 相生市垣内町8-20 飲食店営業(4)その他 一般 エム，アンド，アイ有限会社 代表取締役 青木 美栄子 678-0006 兵庫県相生市本郷町4-5 791230297 西播(赤健)第1-130 令和2年11月30日 令和8年11月30日 昭和53年11月25日
000028 6100092426 マックスバリュエクスプレス相生店 678-0023 相生市向陽台5-9 791225002 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 西播(赤健)第1-169 令和2年2月19日 令和8年2月28日 昭和63年2月8日
000028 6100092449 ほっかほっか亭相生コスモス店 678-0011 相生市向陽台4-6-102 791230755 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社はりまや 代表取締役 土田 幸美 678-0011 兵庫県相生市那波野2-3-4 791225505 西播(赤健)第1-21 平成29年5月8日 令和5年5月31日 平成11年4月27日
000028 6100092453 カスタネット 678-0024 相生市双葉2-10-48ネッツアイオイ 791227710 飲食店営業(4)その他 一般 高田 裕守 西播(赤健)第1-13 平成30年5月1日 令和6年5月31日 平成12年4月11日
000028 6100092461 （株）山本ベーカリー 678-0082 相生市若狭野町福井102-5 791280157 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社 山本ベーカリー 代表取締役 山本 信人 678-0082 兵庫県相生市若狭野町福井102-5 791280157 西播(赤健)第1-86 平成30年8月27日 令和6年8月31日 平成4年6月22日
000028 6100092535 トライ 678-0071 相生市緑ケ丘1-5-13 791234416 喫茶店営業 一般 狩野 トシ子 西播(赤健)第9-21 平成29年8月14日 令和5年8月31日 平成11年8月6日
000028 6100092545 チキンショップ鳥和 678-0082 相生市若狭野町出183 791280818 食肉販売業 一般 松本 和廣 西播(赤健)第3-5 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 6100092561 コープデイズ相生 678-0031 相生市旭3-7-6 791225235 食肉販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目3番19号 788561003 西播(赤健)第3-4 令和4年11月7日 令和10年11月30日 令和4年11月7日
000028 6100092566 肉のおかだ 678-0031 相生市旭4-10-22 791220951 食肉販売業 一般 株式会社おかだ 代表取締役 大西 賢一 678-0031 兵庫県相生市旭4丁目10番22号 791220951 西播(赤健)第3-1 令和4年5月9日 令和10年5月31日 令和4年5月9日
000028 6100092644 松仁 678-0041 相生市相生2-13-17 791223103 魚介類販売業 一般 松下 政司 西播(赤健)第5-3 平成29年5月26日 令和5年5月31日 昭和61年5月28日
000028 6100092653 （株）はま勝 678-0041 相生市相生3-2-22 791225151 魚介類販売業 一般 株式会社 はま勝 代表取締役 破魔 勝朗 678-0041 兵庫県相生市相生3-2-22 791225151 西播(赤健)第5-10 平成30年8月14日 令和6年8月31日 平成4年8月24日
000028 6100092673 山孝水産 678-0141 相生市相生坪根5148-1 791237291 魚介類販売業 一般 山下 孝之 西播(赤健)第5-15 令和3年11月16日 令和9年11月30日 令和3年11月16日
000028 6100092680 山一水産 678-0041 相生市相生4725 791235363 魚介類販売業 一般 岩本 健藏 西播(赤健)第5-30 令和3年11月25日 令和9年11月30日 令和3年11月25日
000028 6100092681 岩本水産 678-0041 相生市相生4741 791221240 魚介類販売業 一般 岩本 康史 西播(赤健)第5-28 令和3年11月25日 令和9年11月30日 令和3年11月25日
000028 6100092688 福本水産 678-0041 相生市相生4682 791223097 魚介類販売業 一般 福本 啓文 西播(赤健)第5-21 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 6100092689 舛本水産 678-0041 相生市相生4694-1 791223373 魚介類販売業 一般 舛本 成治 西播(赤健)第5-27 令和3年11月25日 令和9年11月30日 令和3年11月25日
000028 6100092694 樫本水産 678-0041 相生市相生4685 791230277 魚介類販売業 一般 樫本 克巳 西播(赤健)第5-24 令和3年11月25日 令和9年11月30日 令和3年11月25日
000028 6100092699 田中水産 678-0041 相生市相生4683-12 791224150 魚介類販売業 一般 田中 重樹 西播(赤健)第5-11 平成29年11月7日 令和5年11月30日 平成11年9月22日
000028 6100092707 （株）山本ベーカリー 678-0082 相生市若狭野町福井102-5 791280157 菓子製造業 一般 株式会社 山本ベーカリー 代表取締役 山本 信人 678-0082 兵庫県相生市若狭野町福井102-5 791280157 西播(赤健)第2-32 平成30年2月27日 令和6年2月29日 昭和43年2月1日
000028 6100092708 伊勢製菓 678-0055 相生市那波本町2-6 791221669 菓子製造業 一般 伊勢 敦史 西播(赤健)第2-17 平成29年8月30日 令和5年8月31日 平成3年6月19日
000028 6100092710 野の草園 678-0011 相生市那波野1-6-15 791236450 菓子製造業 一般 社会福祉法人相生市社会福祉事業団 理事長 髙田 雅仁 678-0091 兵庫県相生市矢野町真広397番地1 791291208 西播(赤健)第2-11 平成30年8月17日 令和6年8月31日 平成4年6月16日
000028 6100092712 コープデイズ相生 678-0031 相生市旭3-7-6 791225235 菓子製造業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目3番19号 788561003 西播(赤健)第8-15 令和4年11月7日 令和10年11月30日 令和4年11月7日
000028 6100092718 岩見物産 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 菓子製造業 露店 奥野 幹男 西播(赤健)第2-5 令和1年5月9日 令和6年5月31日 平成11年4月22日
000028 6100092719 カスタネット 678-0024 相生市双葉2-10-48ネッツアイオイ 791227710 菓子製造業 一般 高田 裕守 西播(赤健)第2-3 平成30年5月1日 令和6年5月31日 平成12年4月11日
000028 6100092726 有限会社 金治商店 678-0082 相生市若狭野町野々288-3 791280133 醤油製造業 一般 有限会社金治商店 代表取締役 金治 静男 678-0082 兵庫県相生市若狭野町野々1170 791280015 西播(赤健)第17-1 令和2年5月26日 令和7年5月31日 昭和48年3月20日
000028 6100092785 祥吉 678-0215 赤穂市御崎2-3 791437600 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社三晃商事 代表取締役 吉井 祥二 530-0016 大阪府大阪市北区中崎1-5-28 663717036 西播(赤健)第1-26 令和2年4月30日 令和8年5月31日 平成13年4月16日
000028 6100092797 中華料理あさひ 678-0031 相生市旭3-3-25 791223881 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山川 伸二 西播(赤健)第1-22 平成31年4月26日 令和7年5月31日 平成13年3月22日
000028 6100092815 ランデヴー 678-1233 赤穂郡上郡町大持93-1 791526313 飲食店営業(4)その他 一般 桐谷 年行 西播(赤健)第1-66 令和1年8月19日 令和7年8月31日 平成13年6月20日
000028 6100092826 暁 678-0031 相生市旭2-21-23 791237363 飲食店営業(4)その他 一般 中野 勝俊 西播(赤健)第1-69 令和1年8月21日 令和7年8月31日 平成13年7月11日
000028 6100092827 ガスト赤穂店 678-0259 赤穂市黒崎町191 791464335 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 中島 尚志 180-8580 東京都武蔵野市西久保1-25-8 422375218 西播(赤健)第1-14 平成31年4月25日 令和7年5月31日 平成13年3月19日



000028 6100092828 アマン 678-1203 赤穂郡上郡町尾長谷新井1651 791540646 飲食店営業(4)その他 一般 大石 マサミ 西播(赤健)第1-24 令和1年5月14日 令和7年5月31日 平成13年3月22日
000028 6100092830 やきとり大吉赤穂インター店 678-0259 赤穂市黒崎町159 791436684 飲食店営業(4)その他 一般 玉浦 優 西播(赤健)第1-16 平成31年4月26日 令和7年5月31日 平成13年3月27日
000028 6100092831 ファミリーマート赤穂加里屋中洲店 678-0233 赤穂市加里屋中洲4-35 791464656 飲食店営業(4)その他 一般 鞍谷 精紀 西播(赤健)第1-18 平成31年4月26日 令和7年5月31日 平成13年3月19日
000028 6100092841 銀蜥蜴 678-0031 相生市旭1-10-3 2F 791235168 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社南部産業 代表取締役 南部 憲子 678-0031 兵庫県相生市旭1-10-3 791235168 西播(赤健)第1-53 令和1年7月31日 令和7年8月31日 平成13年7月19日
000028 6100092876 お好み　ポッケ 678-0227 赤穂市中浜町7-1 791439678 飲食店営業(4)その他 一般 槙 美佐子 西播(赤健)第1-108 令和1年11月11日 令和7年11月30日 平成13年10月2日
000028 6100092883 株式会社マルト水産 678-0141 相生市相生字壺根5133-32 791221887 魚介類販売業 一般 株式会社マルト水産 小久保 公博 678-0141 兵庫県相生市相生字壺根5133番地32 791221887 西播(赤健)第4-4 令和4年11月4日 令和11年11月30日 令和4年11月4日
000028 6100092884 株式会社あけぼの海産 678-0141 相生市相生字壺根5133-32 791221887 魚介類販売業 一般 株式会社あけぼの海産 代表取締役 坂東 幸喜 721-0951 広島県福山市新浜町1丁目5番11号 849812580 西播(赤健)第4-5 令和4年11月4日 令和11年11月30日 令和4年11月4日
000028 6100092885 株式会社丸福 678-0141 相生市相生字壺根5133-32 791221887 魚介類販売業 一般 株式会社丸福 卜部 陽子 721-0951 広島県福山市新浜町1丁目62番地の3 849812566 西播(赤健)第4-6 令和4年11月4日 令和11年11月30日 令和4年11月4日
000028 6100092891 アッちゃん弁当 678-0239 赤穂市加里屋2172-2 791420788 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 大西 あき 西播(赤健)第1-100 令和1年10月31日 令和7年11月30日 平成13年10月19日
000028 6100092897 スナック　ＭｉＬＫ 678-0239 赤穂市加里屋駅前町56-9 791460506 飲食店営業(4)その他 一般 駒澤 さとみ 西播(赤健)第1-91 令和1年10月30日 令和7年11月30日 平成13年10月31日
000028 6100092899 かふぇ・ど・くら 678-0233 赤穂市加里屋中洲5-1-7 791421945 飲食店営業(4)その他 一般 枝川 昭典 西播(赤健)第1-84 令和1年10月29日 令和7年11月30日 平成13年11月5日
000028 6100092901 旬鮮食彩館　パオーネ 678-0201 赤穂市塩屋字寺田275-1 791420503 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ヒナセショッピングセンター 代表取締役 磯野 幸則 701-3204 岡山県備前市日生町日生2302-1 862723446 西播(赤健)第1-88 令和1年10月30日 令和7年11月30日 平成13年11月5日
000028 6100092902 旬鮮食彩館　パオーネ 678-0201 赤穂市塩屋字寺田275-1 791420503 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ヒナセショッピングセンター 代表取締役 磯野 幸則 701-3204 岡山県備前市日生町日生2302-1 862723446 西播(赤健)第1-89 令和1年10月30日 令和7年11月30日 平成13年11月5日
000028 6100092903 岸本かき工房 678-0141 相生市相生5148 791232354 魚介類販売業 一般 岸本 哲也 西播(赤健)第5-12 平成29年11月2日 令和5年11月30日 平成13年10月30日
000028 6100092908 宮崎総合食品 678-1251 赤穂郡上郡町井上95-3 791522171 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 宮崎 里江 西播(赤健)第1-105 令和1年11月12日 令和7年11月30日 平成13年11月21日
000028 6100092912 旬鮮食彩館　パオーネ 678-0201 赤穂市塩屋字寺田275-1 791420503 食肉販売業 一般 株式会社ヒナセショッピングセンター 代表取締役 磯野 幸則 701-3204 岡山県備前市日生町日生2302-1 862723446 西播(赤健)第14-12 令和1年10月30日 令和7年11月30日 平成13年11月26日
000028 6100092913 旬鮮食彩館　パオーネ 678-0201 赤穂市塩屋字寺田275-1 791420503 魚介類販売業 一般 株式会社ヒナセショッピングセンター 代表取締役 磯野 幸則 701-3204 岡山県備前市日生町日生2302-1 862723446 西播(赤健)第5-16 令和1年10月30日 令和7年11月30日 平成13年11月26日
000028 6100092915 旬鮮食彩館　パオーネ 678-0201 赤穂市塩屋字寺田275-1 791420503 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ヒナセショッピングセンター 代表取締役 磯野 幸則 701-3204 岡山県備前市日生町日生2302-1 862723446 西播(赤健)第1-90 令和1年10月30日 令和7年11月30日 平成13年11月26日
000028 6100092916 旬鮮食彩館　パオーネ 678-0201 赤穂市塩屋字寺田275-1 791420503 菓子製造業 一般 株式会社ヒナセショッピングセンター 代表取締役 磯野 幸則 701-3204 岡山県備前市日生町日生2302-1 862723446 西播(赤健)第2-15 令和1年10月30日 令和7年11月30日 平成13年11月26日
000028 6100092928 和（お好み焼） 678-0062 相生市千尋町5257 791223482 飲食店営業(4)その他 一般 山本 和郎 西播(赤健)第1-172 令和2年2月21日 令和8年2月28日 平成13年12月6日
000028 6100092933 加藤産業株式会社　上郡工場 678-1274 赤穂郡上郡町柏野328-6 791520520 菓子製造業 一般 加藤産業株式会社 代表取締役 加藤 和弥 662-0912 兵庫県西宮市松原町9-20 798337650 西播(赤健)第2-34 令和3年2月8日 令和10年2月29日 平成14年1月15日
000028 6100092937 サイクルヒット赤穂店 678-0259 赤穂市黒崎町190 791465080 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社亀井産業 代表取締役 亀井 浩一 678-0232 兵庫県赤穂市中広1722-4 791438989 西播(赤健)第1-157 令和2年1月31日 令和8年2月28日 平成14年1月16日
000028 6100092942 まるみ　吉まん 678-0216 赤穂市正保橋町3-170 791422650 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 浜田 まり子 西播(赤健)第1-159 令和2年2月6日 令和8年2月28日 平成14年2月4日
000028 6100092943 居酒屋食堂 げんき 678-0005 相生市大石町9-17 791223589 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 竹内 美智子 西播(赤健)第1-144 令和2年1月30日 令和8年2月28日 平成14年2月5日
000028 6100092956 やきとり大吉 相生店 678-0023 相生市向陽台3-3 791225704 飲食店営業(4)その他 一般 岡田 悟 西播(赤健)第1-170 令和2年2月21日 令和8年2月28日 平成14年2月18日
000028 6100092962 華水＆スウィング 678-0239 赤穂市加里屋44-15 791451908 飲食店営業(4)その他 一般 堀井 正成 西播(赤健)第1-152 令和2年1月31日 令和8年2月28日 平成14年2月20日
000028 6100092982 ぶどうの木 自家焙煎 678-0001 相生市山手2-290 791233518 飲食店営業(4)その他 一般 山本 美由紀 西播(赤健)第1-36 令和2年5月15日 令和8年5月31日 平成14年3月4日
000028 6100092984 喫茶　愛夢 678-1233 赤穂郡上郡町駅前85 791526701 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 横山 夕美子 西播(赤健)第1-21 令和2年4月28日 令和8年5月31日 平成14年3月5日
000028 6100093360 赤穂高校食堂　一徳 678-0225 赤穂市海浜町139 791436933 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 國光 勝則 西播(赤健)第1-47 令和2年5月25日 令和8年5月31日 平成14年3月29日
000028 6100093501 有限会社江戸屋 678-0006 相生市本郷町6-24 791220678 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　江戸屋 代表取締役 丸山 正樹 678-0006 兵庫県相生市本郷町6番24号 791220678 西播(赤健)第1-38 令和2年5月15日 令和8年5月31日 平成14年5月2日
000028 6100093506 湊水産株式会社 678-0052 相生市大島町1-1 791233710 魚介類販売業 一般 湊水産株式会社 代表取締役 湊 信秀 678-0052 兵庫県相生市大島町1-1 791233710 西播(赤健)第5-3 令和2年4月28日 令和8年5月31日 平成14年5月10日
000028 6100093507 湊水産株式会社 678-0052 相生市大島町1-1 791233710 そうざい製造業 一般 湊水産株式会社 代表取締役 湊 信秀 678-0052 兵庫県相生市大島町1-1 791233710 西播(赤健)第22-1 令和2年4月28日 令和8年5月31日 平成14年5月10日
000028 6100093582 立巳豆富 678-0042 相生市川原町17-12 791220892 清涼飲料水製造業 一般 立巳 茂 西播(赤健)第24-1 令和2年8月19日 令和8年8月31日 平成14年6月28日
000028 6100093583 和食さと相生店 678-0053 相生市那波南本町8-8 791243025 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 サトフードサービス株式会社 代表取締役 重里 政彦 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2丁目3番13号大阪国際ビルディング30階 677099905 西播(赤健)第1-64 令和2年7月27日 令和8年8月31日 平成14年7月5日
000028 6100093593 ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞﾊﾝﾊﾞｰｶﾞｰ相生マックスバリュ店 678-0053 相生市那波南本町8-15 791243127 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 163-1336 東京都新宿区西新宿6丁目5番1号 333446645 西播(赤健)第1-81 平成28年8月2日 令和5年8月31日 平成14年7月22日
000028 6100093594 兵庫県西播磨総合庁舎食堂 678-1205 赤穂郡上郡町光都2-25 791582100 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山陽給食株式会社 代表取締役 德長 宏司 671-1134 兵庫県姫路市大津区真砂町23 792363811 西播(赤健)第1-84 令和2年8月27日 令和8年8月31日 平成14年7月23日
000028 6100093599 マックスバリュ相生南店 678-0053 相生市那波南本町8-8 791235245 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 西播(赤健)第1-91 平成28年8月4日 令和5年8月31日 平成14年7月22日
000028 6100093600 マックスバリュ相生南店 678-0053 相生市那波南本町8-8 791235245 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 西播(赤健)第1-92 平成28年8月4日 令和5年8月31日 平成14年7月22日
000028 6100093601 マックスバリュ相生南店 678-0053 相生市那波南本町8-8 791235245 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 西播(赤健)第5-9 令和2年7月27日 令和8年8月31日 平成14年7月22日
000028 6100093602 マックスバリュ相生南店 678-0053 相生市那波南本町8-8 791235245 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 西播(赤健)第14-3 令和2年7月27日 令和8年8月31日 平成14年7月22日
000028 6100093604 マックスバリュ相生南店 678-0053 相生市那波南本町8-8 791235245 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 西播(赤健)第1-93 平成28年8月4日 令和5年8月31日 平成14年7月22日
000028 6100093605 マックスバリュ相生南店 678-0053 相生市那波南本町8-8 791235245 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 西播(赤健)第2-14 平成28年8月4日 令和5年8月31日 平成14年7月22日
000028 6100093650 ステーキとハンバーグのお店　ぱぴー 678-0255 赤穂市新田556-2 791423722 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 坂越 秀之 西播(赤健)第1-109 令和2年10月26日 令和8年11月30日 平成14年9月13日
000028 6100093675 木村コロッケ工房（木村酒店内） 678-0201 赤穂市塩屋279 791434812 飲食店営業(4)その他 一般 木村 勝美 西播(赤健)第1-104 令和2年10月23日 令和8年11月30日 平成14年11月5日
000028 6100093678 ステーキハウス ドルフィン 678-0024 相生市双葉3-6-10 791222358 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ドルフィン 代表取締役 玉石 京子 678-0024 兵庫県相生市双葉3-6-10 791487144 西播(赤健)第1-124 令和2年11月18日 令和8年11月30日 平成14年11月8日
000028 6100093709 珈琲の観世 678-0052 相生市大島町2-28 791235152 飲食店営業(4)その他 一般 大森 早苗 西播(赤健)第1-150 令和3年1月29日 令和9年2月28日 平成15年1月23日
000028 6100093731 一粋 678-0234 赤穂市加里屋南2-8 791452488 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 廣田 晋行 西播(赤健)第1-164 令和3年2月10日 令和9年2月28日 平成15年2月18日
000028 6100093740 竜中 678-1233 赤穂郡上郡町駅前88 791520139 飲食店営業(4)その他 一般 竜中 晃 西播(赤健)第1-21 令和3年4月30日 令和9年5月31日 平成15年3月3日
000028 6100093741 竜中 678-1233 赤穂郡上郡町駅前88 791520139 魚介類販売業 一般 竜中 晃 西播(赤健)第5-4 令和3年4月30日 令和9年5月31日 平成15年3月3日
000028 6100093743 喫茶 ヨット 678-1234 赤穂郡上郡町駅前35 791520911 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 沖 和良 西播(赤健)第1-19 令和3年4月30日 令和9年5月31日 平成15年3月3日
000028 6100093760 居酒屋　静 678-0239 赤穂市加里屋駅前町58-13 飲食店営業(4)その他 一般 山下 静代 西播(赤健)第1-11 令和3年4月27日 令和9年5月31日 平成15年4月9日
000028 6100093775 赤穂化成株式会社 678-0172 赤穂市坂越329 791481721 清涼飲料水製造業 一般 赤穂化成株式会社 代表取締役社長 池上 良成 678-0172 兵庫県赤穂市坂越329 791481111 西播(赤健)第24-1 平成29年5月18日 令和6年5月31日 平成15年5月6日
000028 6100093777 本家かまどや赤穂西店 678-0259 赤穂市黒崎町194 791431122 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 山下 ひとみ 西播(赤健)第1-12 令和3年4月27日 令和9年5月31日 平成15年5月7日
000028 6100093778 なんぶ堂 678-0239 赤穂市加里屋2194-12 791421252 飲食店営業(4)その他 一般 山本 信也 西播(赤健)第1-13 令和3年4月27日 令和9年5月31日 平成15年5月13日
000028 6100093790 カフェ・ド・リンリン 678-0232 赤穂市中広字東沖1328-2 791429161 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 網本 雄二 西播(赤健)第1-8 令和3年4月26日 令和9年5月31日 平成15年5月19日
000028 6100093796 立巳豆富 678-0042 相生市川原町17-12 791220892 豆腐製造業 一般 立巳 茂 西播(赤健)第20-1 令和3年4月22日 令和9年5月31日 平成15年5月23日
000028 6100093811 ストークヒルゴルフクラブ 678-1205 赤穂郡上郡町光都1-25-1 791580109 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ロイヤルヴィレッジゴルフ倶楽部 代表取締役 市川 金次郎 178-0061 東京都練馬区大泉学園町8-18-10 339255489 西播(赤健)第1-14 平成29年4月25日 令和6年5月31日 平成15年5月30日
000028 6100093812 ストークヒルゴルフクラブ 678-1205 赤穂郡上郡町光都1-25-1 791580109 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ロイヤルヴィレッジゴルフ倶楽部 代表取締役 市川 金次郎 178-0061 東京都練馬区大泉学園町8-18-10 339255489 西播(赤健)第1-18 令和3年4月28日 令和9年5月31日 平成15年5月30日
000028 6100093813 ストークヒルゴルフクラブ 678-1205 赤穂郡上郡町光都1-25-1 791580109 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ロイヤルヴィレッジゴルフ倶楽部 代表取締役 市川 金次郎 178-0061 東京都練馬区大泉学園町8-18-10 339255489 西播(赤健)第1-17 令和3年4月28日 令和9年5月31日 平成15年5月30日
000028 6100093821 すし若 678-0239 赤穂市加里屋2184-1 791436786 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 笠原 健二 西播(赤健)第1-67 令和3年8月27日 令和9年8月31日 令和3年8月27日
000028 6100093848 ローソン関西福祉大学前店 678-0259 赤穂市黒崎町186 791452460 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　柴田商店 代表取締役 柴田 健作 678-0221 兵庫県赤穂市尾崎3109-105 791451476 西播(赤健)第1-50 平成29年7月27日 令和6年8月31日 平成15年7月25日
000028 6100093861 地鶏と沖縄料理の店　赤穂や 678-0165 赤穂市木津334 791468266 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社米口グリーンナーセリー 代表取締役 米口 彰 678-0165 兵庫県赤穂市木津334 791480786 西播(赤健)第1-66 令和3年8月26日 令和9年8月31日 令和3年8月26日
000028 6100093877 セブンイレブン赤穂新田七軒家 678-0255 赤穂市新田1132-1 791437026 飲食店営業(4)その他 一般 岩﨑 和也 西播(赤健)第1-81 平成29年8月30日 令和5年8月31日 平成15年8月25日
000028 6100093890 田口食品株式会社 相生デザート工場 678-0003 相生市陸東汐見塚10-5 791225515 菓子製造業 一般 田口食品株式会社 代表取締役 田口 晴喜 678-0003 兵庫県相生市陸東汐見塚10-5 791225515 西播(赤健)第2-20 令和1年11月21日 令和9年11月30日 平成15年9月1日
000028 6100093894 赤穂化成株式会社 678-0172 赤穂市坂越329 791481111 菓子製造業 一般 赤穂化成株式会社 代表取締役社長 池上 良成 678-0172 兵庫県赤穂市坂越329 791481111 西播(赤健)第2-14 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 6100093895 赤穂化成株式会社 678-0172 赤穂市坂越329 791481111 そうざい製造業 一般 赤穂化成株式会社 代表取締役社長 池上 良成 678-0172 兵庫県赤穂市坂越329 791481111 西播(赤健)第22-3 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 6100093896 赤穂化成株式会社 678-0172 赤穂市坂越329 791481111 豆腐製造業 一般 赤穂化成株式会社 代表取締役社長 池上 良成 678-0172 兵庫県赤穂市坂越329 791481111 西播(赤健)第20-2 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 6100093904 ＤＳＬ.ジャパン株式会社　赤穂工場 678-0239 赤穂市加里屋1125 791422050 添加物製造業 一般 ＤＳＬ.ジャパン株式会社 代表取締役 三和 幸晴 163-0938 東京都新宿区西新宿2丁目3番1号 353237350 西播(赤健)第23-1 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 6100093914 濱田勝商店 678-0041 相生市相生4683-3 791221912 魚介類販売業 一般 濱田 勝 西播(赤健)第5-25 令和3年11月25日 令和9年11月30日 令和3年11月25日
000028 6100093916 米口グリーンナーセリー 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 有限会社　米口グリーンナーセリー 代表取締役 米口 彰 678-0165 兵庫県赤穂市木津334 791480786 西播(赤健)第1-122 平成30年11月13日 令和5年11月30日 平成15年10月24日
000028 6100093928 有限会社 宏栄水産 678-0041 相生市相生4693 791230236 魚介類販売業 一般 有限会社宏栄水産 代表取締役 石井 宏明 678-0041 兵庫県相生市相生4651 791234656 西播(赤健)第5-26 令和3年11月25日 令和9年11月30日 令和3年11月25日
000028 6100093952 カフェテラス・レモン 678-0221 赤穂市尾崎3117-7 791438089 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 島谷 美枝子 西播(赤健)第1-120 令和4年1月25日 令和10年2月29日 令和4年1月25日
000028 6100093962 遊食工房 678-0239 赤穂市加里屋55-8 791434438 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 間鍋 慶吾 西播(赤健)第1-123 令和4年1月28日 令和10年2月29日 令和4年1月28日
000028 6100093964 ばあちゃんの手造り工房 678-0091 相生市矢野町菅谷409 791290656 菓子製造業 一般 田中 なをみ 西播(赤健)第2-17 令和4年1月27日 令和10年2月29日 令和4年1月27日
000028 6100093972 赤穂飯店 678-0259 赤穂市黒崎町148 791421700 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社成和観光 代表取締役 河村 一文 678-0255 兵庫県赤穂市新田658-6 791420567 西播(赤健)第1-137 令和4年2月14日 令和10年2月29日 令和4年2月14日
000028 6100093984 チキンショップ鳥和 678-0000 相生市・上郡町 飲食店営業(4)その他 露店 松本 和廣 西播(赤健)第1-154 平成31年2月7日 令和6年2月29日 平成16年2月17日
000028 6100093993 (有)鈴木商店 678-0041 相生市相生字小丸5377-10 水産製品製造業 一般 有限会社鈴木商店 代表取締役 鈴木 剛 678-0202 兵庫県赤穂市山手町4番地の1 791451158 西播(赤健)第13-1 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 6100094013 ヴァンティーム－マトノ(V'intime-Matono) 678-0236 赤穂市上仮屋南4-5 791453101 飲食店営業(4)その他 一般 眞殿 和賀子 西播(赤健)第1-6 令和4年4月21日 令和10年5月31日 令和4年4月21日
000028 6100094016 スナック ノア 678-0031 相生市旭1-8-14青山ビル 791226370 飲食店営業(4)その他 一般 金居 しのぶ 西播(赤健)第1-10 令和4年5月31日 令和10年5月31日 令和4年5月31日
000028 6100094018 サニー食研株式会社 678-0024 相生市双葉2-17-7 791247032 菓子製造業 一般 サニー食研株式会社 代表取締役 長田 泰則 678-0024 兵庫県相生市双葉2-17-7 791247032 西播(赤健)第2-3 令和2年4月23日 令和9年5月31日 平成16年3月17日
000028 6100094048 ＣＡＮ　ＣＡＦＥ 678-0239 赤穂市加里屋71-9 791425728 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 神𠮷 美智雄 西播(赤健)第1-19 令和4年5月9日 令和10年5月31日 令和4年5月9日
000028 6100094052 田口食品株式会社 相生デザート工場 678-0003 相生市陸東汐見塚10-5 791225515 乳処理業 一般 田口食品株式会社 代表取締役 田口 晴喜 678-0003 兵庫県相生市陸東汐見塚10-5 791225515 西播(赤健)第3-1 令和2年5月25日 令和10年5月31日 平成16年4月30日
000028 6100094074 田口食品株式会社 相生デザート工場 678-0003 相生市陸東汐見塚10-5 791225515 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 田口食品株式会社 代表取締役 田口 晴喜 678-0003 兵庫県相生市陸東汐見塚10-5 791225515 西播(赤健)第27-1 令和2年8月21日 令和10年8月31日 平成16年6月7日
000028 6100094078 ヒノマルケン食堂 678-1205 赤穂郡上郡町光都2-23-1 791598061 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩本 純一 西播(赤健)第1-67 令和4年8月5日 令和10年8月31日 令和4年8月5日
000028 6100094080 グリーングラス 678-0081 相生市若狭野町入野554-1 791280085 飲食店営業(4)その他 一般 社会福祉法人みどり福祉会 魚橋 哲夫 678-0081 兵庫県相生市若狭野町雨内800-141 791281613 西播(赤健)第1-59 平成29年8月7日 令和6年8月31日 平成16年6月17日
000028 6100094081 ＳＡＮＴＡＩ　ＣＡＦＥ 678-0221 赤穂市尾崎3189-13 791457059 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小川 克己 西播(赤健)第1-69 令和4年8月4日 令和10年8月31日 令和4年8月4日
000028 6100094085 ホテルニュー浦島 678-0233 赤穂市加里屋中洲5-43-2 791436980 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社スターテール 代表取締役 星尾 正洋 678-0233 兵庫県赤穂市加里屋中洲５丁目４３番地の２ 791436980 西播(赤健)第1-87 令和4年8月23日 令和10年8月31日 令和4年8月23日
000028 6100094088 とっけ 678-0239 赤穂市加里屋駅前町39-9 791421610 飲食店営業(4)その他 一般 竹川 寿子 西播(赤健)第1-90 令和4年8月30日 令和10年8月31日 令和4年8月30日
000028 6100094091 スポーツランド 678-1254 赤穂郡上郡町高山字乙奥山1228 791560055 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一般社団法人播磨自然高原クラブ 代表理事 岡庭 晋司 678-1244 兵庫県赤穂郡上郡町梨ケ原1164番地 791560270 西播(赤健)第1-51 令和4年7月25日 令和10年8月31日 令和4年7月25日
000028 6100094094 すみれ組 678-1276 赤穂郡上郡町大枝新460 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 藤井 喜美子 西播(赤健)第1-56 令和4年8月3日 令和10年8月31日 令和4年8月3日
000028 6100094095 すみれ組 678-1276 赤穂郡上郡町大枝新460 菓子製造業 一般 藤井 喜美子 西播(赤健)第8-8 令和4年8月3日 令和10年8月31日 令和4年8月3日
000028 6100094107 長栄堂　ブレッド・ハウス　サンセール 678-0233 赤穂市加里屋中洲5-30 791423216 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 中﨑 利夫 西播(赤健)第1-86 令和4年8月23日 令和10年8月31日 令和4年8月23日
000028 6100094108 長栄堂　ブレッド・ハウス　サンセール 678-0233 赤穂市加里屋中洲5-30 791423216 菓子製造業 一般 中﨑 利夫 西播(赤健)第8-12 令和4年8月23日 令和10年8月31日 令和4年8月23日
000028 6100094109 サーティワンアイスクリーム赤穂イオン店 678-0232 赤穂市中広字別所55-3ｲｵﾝ赤穂ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｼﾃｨ１Fﾌｰﾄﾞｺｰﾄ 791423119 菓子製造業 一般 株式会社ピーターパン 代表取締役 西脇 正典 677-0015 兵庫県西脇市西脇569番地の1 795233522 西播(赤健)第2-11 平成30年8月22日 令和7年8月31日 平成16年8月20日
000028 6100094110 サーティワンアイスクリーム赤穂イオン店 678-0232 赤穂市中広字別所55-3ｲｵﾝ赤穂ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｼﾃｨ１Fﾌｰﾄﾞｺｰﾄ 791423119 喫茶店営業 一般 株式会社ピーターパン 代表取締役 西脇 正典 677-0015 兵庫県西脇市西脇569番地の1 795233522 西播(赤健)第9-21 平成30年8月22日 令和7年8月31日 平成16年8月20日
000028 6100094119 Ａｋｏ　Ｋｉｔｃｈｅｎ 678-0233 赤穂市加里屋中洲4-11 791420019 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 内波 義晃 西播(赤健)第1-89 令和4年8月30日 令和10年8月31日 令和4年8月30日
000028 6100094129 (有)イワモト 678-0041 相生市相生5123 791235425 魚介類販売業 一般 有限会社イワモト 代表取締役 岩本 和士 678-0041 兵庫県相生市相生４６６８番地の３ 791235425 西播(赤健)第4-9 令和4年11月21日 令和10年11月30日 令和4年11月21日
000028 6100094130 ふぃるいん 678-0239 赤穂市加里屋駅前町56-12 791420809 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 亀谷 美有紀 西播(赤健)第1-120 令和4年11月16日 令和10年11月30日 令和4年11月16日
000028 6100094145 タマキ 678-0225 赤穂市海浜町62-1 791439979 飲食店営業(4)その他 一般 玉木 正泰 西播(赤健)第1-112 令和4年11月8日 令和10年11月30日 令和4年11月8日
000028 6100094152 矢竹水産 678-0172 赤穂市坂越329-6 791480588 魚介類販売業 一般 矢竹 義友 西播(赤健)第4-12 令和4年11月28日 令和10年11月30日 令和4年11月28日
000028 6100094159 お菓子工房グリーングラス 678-0081 相生市若狭野町入野554-1 791280085 菓子製造業 一般 社会福祉法人みどり福祉会 魚橋 哲夫 678-0081 兵庫県相生市若狭野町雨内800-141 791281613 西播(赤健)第2-17 平成30年10月25日 令和7年11月30日 平成16年10月21日
000028 6100094173 Ｃ’ｓＢａｒ　遊人 678-0239 赤穂市加里屋駅前町67-10ANGELO赤穂駅前 2F-A 791452881 飲食店営業(4)その他 一般 大薗 博 西播(赤健)第1-101 令和4年11月30日 令和10年11月30日 令和4年11月30日
000028 6100094187 韓国家庭料理　オモニ 678-0007 相生市陸本町5-1 791235566 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 竹内 静江 西播(赤健)第1-123 令和4年11月17日 令和10年11月30日 令和4年11月17日
000028 6100094189 三菱電機ライフサービス㈱赤穂支店  第1食堂 678-0256 赤穂市鷆和651 791436564 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三菱電機ライフサービス株式会社 代表取締役 舩尾 英司 105-0011 東京都港区芝公園2丁目4番1号 364026001 西播(赤健)第1-114 令和4年11月10日 令和10年11月30日 令和4年11月10日
000028 6100094190 三菱電機ライフサービス㈱赤穂支店  第2食堂 678-0256 赤穂市鷆和651 791436564 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三菱電機ライフサービス株式会社 代表取締役 舩尾 英司 105-0011 東京都港区芝公園2丁目4番1号 364026001 西播(赤健)第1-115 令和4年11月10日 令和10年11月30日 令和4年11月10日
000028 6100094209 Ｍ’s　ｄｉｎｉｎｇ 678-0239 赤穂市加里屋74-18 791433738 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡田 政秀 西播(赤健)第1-167 令和5年2月14日 令和11年2月28日 令和5年2月14日
000028 6100094226 コーヒーハウス　くりの木 678-0056 相生市那波東本町６－４７ 791222341 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 寺本 正幸 西播(赤健)第1-143 令和5年1月23日 令和11年2月28日 令和5年1月23日
000028 6100094233 ＢＡＲ　Ｔｉｍ　Ｓｈｅｌ 678-0239 赤穂市加里屋2172-2ダックハウスビル1F 791426220 飲食店営業(4)その他 一般 小原 行雄 西播(赤健)第1-154 令和5年2月7日 令和11年2月28日 令和5年2月7日
000028 6100094241 株式会社 カワベ 相生本店 678-0052 相生市大島町1-12 791233335 魚介類販売業 一般 株式会社 カワベ 代表取締役 川辺 大介 678-0052 兵庫県相生市大島町1-12 791233335 西播(赤健)第5-19 平成31年1月30日 令和8年2月28日 平成17年2月15日
000028 6100094243 株式会社 カワベ 相生本店 678-0052 相生市大島町1-12 791233335 食肉販売業 一般 株式会社 カワベ 代表取締役 川辺 大介 678-0052 兵庫県相生市大島町1-12 791233335 西播(赤健)第14-14 平成30年2月22日 令和6年2月29日 平成17年2月15日
000028 6100094249 生活協同組合コープこうべコープ上郡 678-1241 赤穂郡上郡町山野里2281-2 791521214 飲食店営業(4)その他 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目3番19号 788561003 西播(赤健)第1-162 令和5年2月10日 令和11年2月28日 令和5年2月10日
000028 6100094250 生活協同組合コープこうべコープ上郡 678-1241 赤穂郡上郡町山野里2281-2 791521214 飲食店営業(4)その他 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1丁目3番19号 788561003 西播(赤健)第1-163 令和5年2月10日 令和11年2月28日 令和5年2月10日



000028 6100094251 ジョイフル赤穂野中店 678-0176 赤穂市南野中330 791463100 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ジョイフル関西 代表取締役 松元 隆彰 870-0141 大分県大分市三川新町１丁目１番４５号 975517131 西播(赤健)第1-148 令和5年2月13日 令和11年2月28日 令和5年2月13日
000028 6100094272 ほっと　たいむ 678-1185 赤穂市東有年1441-137 791492992 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 望月 守代 西播(赤健)第501-5 令和5年4月17日 令和11年5月31日 令和5年4月17日
000028 6100094299 タテホわくわくランドサービスセンター 678-0215 赤穂市御崎1857-5 791450800 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 公益財団法人　兵庫県園芸・公園協会 代表理事 石井 孝一 673-0847 兵庫県明石市明石公園1-27 789127600 西播(赤健)第11-3 令和2年7月30日 令和7年8月31日 平成17年6月8日
000028 6100094315 そば工房　中広工場 678-0232 赤穂市中広字東沖1700 791422400 めん類製造業 一般 株式会社ナルセ 代表取締役 成世 邦俊 678-0215 兵庫県赤穂市御崎2-8 791453355 西播(赤健)第21-1 平成29年8月21日 令和5年8月31日 平成17年6月30日
000028 6100094345 まこⅡ 678-0031 相生市旭1-8-2 791236067 飲食店営業(4)その他 一般 竹本 美鈴 西播(赤健)第1-74 平成29年8月23日 令和5年8月31日 平成17年8月25日
000028 6100094349 主婦の店赤穂店 678-0233 赤穂市加里屋中洲3-57-3 791425676 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社主婦の店赤穂店 代表取締役 黒金 伸夫 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋46-2 791425678 西播(赤健)第1-109 令和1年11月15日 令和8年11月30日 平成17年9月2日
000028 6100094350 主婦の店赤穂店 678-0233 赤穂市加里屋中洲3-57-3 791425676 魚介類販売業 一般 株式会社主婦の店赤穂店 代表取締役 黒金 伸夫 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋46-2 791425678 西播(赤健)第5-18 令和1年11月15日 令和8年11月30日 平成17年9月2日
000028 6100094351 主婦の店赤穂店 678-0233 赤穂市加里屋中洲3-57-3 791425676 食肉販売業 一般 株式会社主婦の店赤穂店 代表取締役 黒金 伸夫 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋46-2 791425678 西播(赤健)第14-15 令和1年11月15日 令和8年11月30日 平成17年9月2日
000028 6100094353 あこうビジネス旅館桜館 678-0259 赤穂市黒崎町148 791421400 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社　成和観光 代表取締役 河村 一文 678-0255 兵庫県赤穂市新田658-6 791420567 西播(赤健)第1-94 平成29年10月27日 令和5年11月30日 平成17年9月2日
000028 6100094363 ねじめ 678-0024 相生市双葉1-8-22 791233123 飲食店営業(4)その他 一般 禰寝 芳隆 西播(赤健)第1-108 平成29年11月16日 令和5年11月30日 平成17年9月21日
000028 6100094365 妙恵おばんざい 678-1201 赤穂郡上郡町金出地1132 791540207 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 名古 やす子 西播(赤健)第1-92 平成29年10月16日 令和5年11月30日 平成17年9月26日
000028 6100094370 お好み焼鉄板焼　みたき 678-0221 赤穂市尾崎3109-50 791450331 飲食店営業(4)その他 一般 周世原 滝子 西播(赤健)第1-97 平成29年10月31日 令和5年11月30日 平成17年10月12日
000028 6100094382 ＨＯＴＥＬ　万葉岬 678-0041 相生市相生字金ヶ崎5321 791221413 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社清交倶楽部 代表取締役 西脇 康雄 670-0932 兵庫県姫路市下寺町43番地　姫路商工会議所内 792816800 西播(赤健)第1-109 平成29年11月14日 令和5年11月30日 平成17年11月17日
000028 6100094383 コーヒーショップ　ラウンジ桜 678-0041 相生市相生字金ヶ崎5321 791221413 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社清交倶楽部 代表取締役 西脇 康雄 670-0932 兵庫県姫路市下寺町43　姫路商工会議所内 792816800 西播(赤健)第1-110 平成29年11月14日 令和5年11月30日 平成17年11月17日
000028 6100094402 ふれあい市 000-0000 赤穂市内 飲食店営業(4)その他 露店 綾部 正幸 西播(赤健)第1-168 令和3年2月22日 令和8年2月28日 平成17年12月2日
000028 6100094412 ネツレン赤穂工場 678-1185 赤穂市東有年1586-1 791493221 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フ－ドサ－ビス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田3丁目3-20 664588801 西播(赤健)第1-150 平成30年2月23日 令和6年2月29日 平成17年12月28日
000028 6100094422 バロン 678-0239 赤穂市加里屋68-7 791451789 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山﨑 勝芳 西播(赤健)第1-143 平成30年2月19日 令和6年2月29日 平成18年2月7日
000028 6100094423 山肉専門　きしだ 678-1214 赤穂郡上郡町休治276 791525854 食肉販売業 一般 岸田 誠 西播(赤健)第14-12 平成30年2月20日 令和6年2月29日 平成18年2月10日
000028 6100094424 神宝商店 678-0201 赤穂市塩屋405 791431004 そうざい製造業 一般 神宝 進 西播(赤健)第22-8 平成30年2月26日 令和6年2月29日 平成18年2月8日
000028 6100094425 深澤商店 678-1241 赤穂郡上郡町山野里795 791522696 飲食店営業(4)その他 一般 深澤 弘美 西播(赤健)第1-153 平成30年2月23日 令和6年2月29日 平成18年2月10日
000028 6100094435 マックスバリュ上郡南店 678-1232 赤穂郡上郡町竹万2347 791526310 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 西播(赤健)第14-16 平成30年2月27日 令和6年2月29日 平成18年2月28日
000028 6100094436 マックスバリュ上郡南店 678-1232 赤穂郡上郡町竹万2347 791526310 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 西播(赤健)第5-20 平成30年2月27日 令和6年2月29日 平成18年2月28日
000028 6100094437 マックスバリュ上郡南店 678-1232 赤穂郡上郡町竹万2347 791526310 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 西播(赤健)第1-159 平成30年2月27日 令和6年2月29日 平成18年2月28日
000028 6100094438 マックスバリュ上郡南店 678-1232 赤穂郡上郡町竹万2347 791526310 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 西播(赤健)第1-158 平成30年2月27日 令和6年2月29日 平成18年2月28日
000028 6100094439 マックスバリュ上郡南店 678-1232 赤穂郡上郡町竹万2347 791526310 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 西播(赤健)第1-160 平成30年2月27日 令和6年2月29日 平成18年2月28日
000028 6100094445 まこと屋イオン上郡SC店 678-1232 赤穂郡上郡町竹万533イオン上郡SC内 791572788 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社マコトフードサービス 代表取締役 笠井 政志 553-0003 大阪府大阪市福島区福島5-16-15 664425775 西播(赤健)第1-157 平成30年2月27日 令和6年2月29日 平成18年2月28日
000028 6100094489 相生産業高校食堂一徳 678-0062 相生市千尋町10-50 791235423 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 國光 勝則 西播(赤健)第1-42 平成30年5月28日 令和6年5月31日 平成18年4月5日
000028 6100094491 ラヴィーナ相生 678-0001 相生市山手1-91 791231000 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社　大和生研 代表取締役 山下 裕史 670-0936 兵庫県姫路市古二階町63 792890117 西播(赤健)第1-10 令和2年4月23日 令和9年5月31日 平成18年4月7日
000028 6100094493 さんぽみち 678-0173 赤穂市浜市字中道329-2 791481615 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 医療法人　千水会 理事長 深井 光浩 678-0173 兵庫県赤穂市浜市408 791488087 西播(赤健)第1-33 平成30年5月17日 令和6年5月31日 平成18年4月14日
000028 6100094499 シェ・ザッコ 678-0232 赤穂市中広864 791450080 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川中 章子 西播(赤健)第1-25 平成30年5月15日 令和6年5月31日 平成18年4月25日
000028 6100094500 シェ・ザッコ 678-0232 赤穂市中広864 791450080 菓子製造業 一般 川中 章子 西播(赤健)第2-5 平成30年5月15日 令和6年5月31日 平成18年4月25日
000028 6100094501 相生ステーションホテル　アネックス 678-0006 相生市本郷町5-3 791243000 飲食店営業(3)旅館 一般 石原 裕久 西播(赤健)第1-53 令和2年5月28日 令和9年5月31日 平成18年4月27日
000028 6100094507 猪谷鮮魚店 ___-____ 赤穂市御崎、尾崎、塩屋 魚介類販売業 自動車 猪谷 春美 西播(赤健)第5-3 令和3年4月19日 令和8年5月31日 平成18年5月10日
000028 6100094526 しおさい 678-0044 相生市野瀬1356 791240600 喫茶店営業 一般 社会福祉法人あいおい福祉会 理事長 南條 登 678-0044 兵庫県相生市野瀬1356 791240600 西播(赤健)第9-16 平成30年5月24日 令和6年5月31日 平成18年5月22日
000028 6100094529 ル・フレ 678-0248 赤穂市板屋町64 791426001 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社Le・Frais 取締役 藤本 正 678-0248 兵庫県赤穂市板屋町64 791426001 西播(赤健)第1-26 平成30年5月15日 令和6年5月31日 平成18年5月24日
000028 6100094532 日清医療食品　愛心園 678-1241 赤穂郡上郡町山野里2749-35 791573185 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-0005 東京都千代田区丸の内2-7-3 332873611 西播(赤健)第1-45 平成30年5月31日 令和6年5月31日 平成18年5月30日
000028 6100094535 百均惣菜　四七 678-0232 赤穂市中広857 791451863 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 大道 榮子 西播(赤健)第1-23 平成30年5月14日 令和6年5月31日 平成18年5月31日
000028 6100094547 華屋 678-0031 相生市旭1-7-22 791230787 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 夏山 泰文 西播(赤健)第1-16 平成30年5月1日 令和6年5月31日 平成18年5月31日
000028 6100094548 カラオケハウスビート 678-0214 赤穂市朝日町9-3 791453357 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社プロウェイ 代表取締役 橘高 寿明 671-1561 兵庫県揖保郡太子町鵤字堂の内1402-7 792750280 西播(赤健)第1-72 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成18年6月9日
000028 6100094557 ラーメン八角相生店 678-0001 相生市山手1-222 791221521 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社トリニティーインターナショナル 代表取締役 矢野 秀作 678-0255 兵庫県赤穂市新田545 791426200 西播(赤健)第1-73 平成30年8月3日 令和6年8月31日 平成18年6月28日
000028 6100094568 喫茶コアラ＆ぎゃらり－瑚亜羅 678-0031 相生市旭4-4-7 791226602 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 髙橋 孝三 西播(赤健)第1-79 平成30年8月3日 令和6年8月31日 平成18年7月28日
000028 6100094569 梶川鮮魚店 678-0071 相生市緑ケ丘1-5-12 791223367 魚介類販売業 一般 梶川 健二郎 西播(赤健)第5-11 平成30年8月27日 令和6年8月31日 平成18年7月28日
000028 6100094591 夢屋 678-0239 赤穂市加里屋駅前町68-21 791430296 飲食店営業(4)その他 一般 中川 日登美 西播(赤健)第1-114 平成30年11月1日 令和6年11月30日 平成18年9月12日
000028 6100094597 すき家２５０号赤穂駅前店 678-0239 赤穂市加里屋69-6 791452905 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南2-18-1 357838850 西播(赤健)第1-113 平成30年10月31日 令和6年11月30日 平成18年9月27日
000028 6100094598 株式会社 潮見堂本店 678-0176 赤穂市南野中760-1 791424200 菓子製造業 一般 株式会社潮見堂本店 代表取締役 石原 将司 678-0176 兵庫県赤穂市南野中760-1 791424200 西播(赤健)第2-21 令和2年11月10日 令和9年11月30日 平成18年10月4日
000028 6100094601 木村コロッケ工房 000-0000 赤穂市・上郡町・相生市・たつの市 飲食店営業(4)その他 露店40L 木村 勝美 西播(赤健)第1-89 令和3年11月4日 令和8年11月30日 令和3年11月4日
000028 6100094602 ラウンジ入船 678-0215 赤穂市御崎2-4 791422681 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社 対鴎館 代表取締役 山本 春彦 678-0215 兵庫県赤穂市御崎2-4 791422681 西播(赤健)第1-124 平成30年11月15日 令和6年11月30日 平成18年10月11日
000028 6100094610 主婦の店 尾崎店 678-0221 赤穂市尾崎明神木3158-5 791437412 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社 主婦の店赤穂店 代表取締役 黒金 伸夫 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋46-2 791425678 西播(赤健)第1-113 令和2年10月30日 令和9年11月30日 平成18年10月26日
000028 6100094611 主婦の店 尾崎店 678-0221 赤穂市尾崎明神木3158-5 791437412 魚介類販売業 一般 株式会社 主婦の店赤穂店 代表取締役 黒金 伸夫 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋46-2 791425678 西播(赤健)第5-16 令和2年10月30日 令和9年11月30日 平成18年10月26日
000028 6100094612 主婦の店 尾崎店 678-0221 赤穂市尾崎明神木3158-5 791437412 食肉販売業 一般 株式会社 主婦の店赤穂店 代表取締役 黒金 伸夫 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋46-2 791425678 西播(赤健)第14-9 令和2年10月30日 令和9年11月30日 平成18年10月26日
000028 6100094618 喰い処 まるはち 678-0239 赤穂市加里屋2103-14-103 791451091 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 栄八 西播(赤健)第1-123 平成30年11月12日 令和6年11月30日 平成18年10月26日
000028 6100094622 天馬らぁめん 678-0221 赤穂市尾崎3158-69 791429447 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社アイ．ワールドカンパニー 代表取締役 井上 裕令 670-0964 兵庫県姫路市豊沢町82　ﾊﾟﾚｰﾌﾞﾗﾝｼｪ803 792842868 西播(赤健)第1-98 平成30年10月22日 令和6年11月30日 平成18年11月8日
000028 6100094629 木琴堂 678-0174 赤穂市砂子95-6 飲食店営業(4)その他 一般 徳久 晴紀 西播(赤健)第1-110 平成30年10月31日 令和6年11月30日 平成18年11月16日
000028 6100094643 周世ふれあい市場 678-0162 赤穂市周世705 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 周世ふれあい市場企業組合 代表理事 柴田 亮子 678-0162 兵庫県赤穂市周世705番地 西播(赤健)第1-155 平成31年2月12日 令和7年2月28日 平成18年12月21日
000028 6100094644 周世ふれあい市場 678-0162 赤穂市周世705 菓子製造業 一般 周世ふれあい市場企業組合 代表理事 柴田 亮子 678-0162 兵庫県赤穂市周世705番地 西播(赤健)第2-27 平成31年2月12日 令和7年2月28日 平成18年12月21日
000028 6100094645 周世ふれあい市場 678-0162 赤穂市周世705 みそ製造業 一般 周世ふれあい市場企業組合 代表理事 柴田 亮子 678-0162 兵庫県赤穂市周世705番地 西播(赤健)第16-1 平成31年2月12日 令和7年2月28日 平成18年12月21日
000028 6100094653 カラオケ　もっち 678-0031 相生市旭4-3-17 791237717 飲食店営業(4)その他 一般 餅田 樹行 西播(赤健)第1-153 平成31年2月5日 令和7年2月28日 平成19年1月10日
000028 6100094657 サロン・ド・シェーン 678-0031 相生市旭1-8-12 791222256 飲食店営業(4)その他 一般 西村 慶子 西播(赤健)第1-161 平成31年2月26日 令和7年2月28日 平成19年1月18日
000028 6100094664 創作料理　和伊和伊 678-0241 赤穂市惣門町52-1 791436811 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長瀬 勇人 西播(赤健)第1-150 平成31年2月5日 令和7年2月28日 平成19年2月7日
000028 6100094667 アドナイ・イルエ 678-1226 赤穂郡上郡町高田台2-4-16 791522930 菓子製造業 一般 上岡 幸子 西播(赤健)第2-24 平成31年1月31日 令和7年2月28日 平成19年2月9日
000028 6100094670 マクドナルドハンバーガー相生ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ店 678-0053 相生市那波南本町8-15 791243127 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 163-1336 東京都新宿区西新宿6丁目5番1号 333446645 西播(赤健)第11-5 平成30年2月22日 令和6年2月29日 平成19年2月9日
000028 6100094735 播匠 678-0031 相生市旭1-13-14 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 竹内 美智子 西播(赤健)第1-19 平成31年4月26日 令和7年5月31日 平成19年4月26日
000028 6100094737 コーヒーガーデン　みつばち 678-0259 赤穂市黒崎町82-1 791429069 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三芳 慶三 西播(赤健)第1-15 平成31年4月26日 令和7年5月31日 平成19年4月26日
000028 6100094740 丸亀製麺相生店 678-0053 相生市那波南本町1868-2-7 791226377 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社丸亀製麺 代表取締役 山口 寛 150-0043 東京都渋谷区道玄坂ソラスタ19F 782003430 西播(赤健)第1-27 令和1年5月21日 令和7年5月31日 平成19年5月2日
000028 6100094741 ﾃｨﾙｰﾑ　みさ 678-0081 相生市若狭野町西後明173-3 791281033 飲食店営業(4)その他 一般 福元 美佐江 西播(赤健)第1-32 令和1年5月28日 令和7年5月31日 平成19年5月2日
000028 6100094745 パール＆Ｙｏｕ 678-0082 相生市若狭野町出181 791280110 飲食店営業(4)その他 一般 松井 恭子 西播(赤健)第1-29 令和1年5月22日 令和7年5月31日 平成19年5月9日
000028 6100094752 あだんばな 678-0239 赤穂市加里屋2164-2 1号室 791435546 飲食店営業(4)その他 一般 山下 美香 西播(赤健)第1-31 令和1年5月24日 令和7年5月31日 平成19年5月16日
000028 6100094766 ﾓｽﾊﾞｰｶﾞｰ赤穂店 678-0239 赤穂市加里屋97-7 791465677 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社フレックス 代表取締役 加藤 晴也 680-0941 鳥取県鳥取市湖山町北1-454-5 857313001 西播(赤健)第1-56 令和1年8月5日 令和7年8月31日 平成19年6月1日
000028 6100094767 東横イン相生駅新幹線口 678-0006 相生市本郷町2-17 791240044 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社東横イン 代表執行役 黒田 麻衣子 144-0054 東京都大田区新蒲田１丁目７番４号 357031045 西播(赤健)第1-60 令和1年8月5日 令和7年8月31日 平成19年6月5日
000028 6100094796 ｶﾗｵｹ夢 678-0239 赤穂市加里屋54-1児島ﾋﾞﾙ1F 791435770 飲食店営業(4)その他 一般 中野 千津子 西播(赤健)第1-54 令和1年7月31日 令和7年8月31日 平成19年7月26日
000028 6100094812 本家かまどや赤坂店 678-0021 相生市赤坂1-15-1 791225004 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 後田 正信 西播(赤健)第1-67 令和1年8月19日 令和7年8月31日 平成19年8月24日
000028 6100094822 ㈱赤穂合同魚市場 678-0232 赤穂市中広1576-35 791452130 そうざい製造業 一般 株式会社赤穂合同魚市場 代表取締役 米田 和生 678-0232 兵庫県赤穂市中広1576-35 791452130 西播(赤健)第22-5 令和1年11月27日 令和7年11月30日 平成19年9月4日
000028 6100094829 姫路相生カントリークラブ 678-0091 相生市矢野町真広814-4 791290321 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社姫路相生カントリークラブ 代表取締役 吉田 明倫 678-0091 兵庫県相生市矢野町真広814-4 791290321 西播(赤健)第1-85 令和1年10月31日 令和7年11月30日 平成19年10月1日
000028 6100094836 ラムネのビー玉 678-0239 赤穂市加里屋68-7山崎ﾋﾞﾙ1F 791430936 飲食店営業(4)その他 一般 加勢川 光江 西播(赤健)第1-87 令和1年10月31日 令和7年11月30日 平成19年10月25日
000028 6100094845 株式会社　磯丸 678-0141 相生市相生坪根5148-1 魚介類販売業 一般 株式会社磯丸 代表取締役 岡田 幸和 672-8046 兵庫県姫路市飾磨区都倉2-53-1 西播(赤健)第5-20 令和1年11月28日 令和7年11月30日 平成19年11月5日
000028 6100094847 まん福 678-0031 相生市旭1-8-14青山ビル1-2 飲食店営業(4)その他 一般 木原 和代 西播(赤健)第1-123 令和1年11月28日 令和7年11月30日 平成19年11月13日
000028 6100094850 株式会社魚稚 678-0041 相生市相生6 791231501 そうざい製造業 一般 株式会社魚稚 代表取締役 八木 清 678-0041 兵庫県相生市相生3-8-9 791221188 西播(赤健)第22-4 令和1年11月21日 令和7年11月30日 平成19年11月16日
000028 6100094852 株式会社ファイン上郡工場 678-1219 赤穂郡上郡町奥甲931 791521776 醤油製造業 一般 株式会社ファイン 代表取締役 佐々木 信綱 533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄5-7-8 663790357 西播(赤健)第17-1 令和1年10月30日 令和7年11月30日 平成19年11月19日
000028 6100094861 鎌島水産有限会社 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。） 791480658 飲食店営業(4)その他 露店40L 鎌島水産有限会社 代表取締役 鎌島 宏文 678-0172 兵庫県赤穂市坂越３１９番地 791480658 西播(赤健)第1-98 令和4年10月13日 令和9年11月30日 令和4年10月13日
000028 6100094864 パティスリーノア 678-0241 赤穂市惣門町55-13 791432031 菓子製造業 一般 株式会社ノア 代表取締役 石野 剛史 678-0241 兵庫県赤穂市惣門町55-13 791432031 西播(赤健)第2-26 令和2年1月31日 令和8年2月28日 平成19年12月6日
000028 6100094868 手打ち蕎麦処　森下 678-0081 相生市若狭野町西後明字梅ヶ淵173-4 791281612 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森下 知 西播(赤健)第1-165 令和2年2月14日 令和8年2月28日 平成19年12月12日
000028 6100094872 矢竹水産 678-0172 赤穂市坂越329 791480588 そうざい製造業 一般 矢竹 政義 西播(赤健)第22-7 令和2年2月27日 令和8年2月28日 平成19年12月19日
000028 6100094875 晋州 678-0031 相生市旭4-4-2 791221679 飲食店営業(4)その他 一般 金本 美代子 西播(赤健)第1-171 令和2年2月21日 令和8年2月28日 平成19年12月21日
000028 6100094885 ゆうかり 678-1241 赤穂郡上郡町山野里761-3 791523128 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 深澤 終二 西播(赤健)第1-161 令和2年2月7日 令和8年2月28日 平成20年1月11日
000028 6100094891 ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ上郡竹万店 678-1232 赤穂郡上郡町竹万2300 791523400 飲食店営業(4)その他 一般 岸根 寿 西播(赤健)第1-147 令和2年1月31日 令和8年2月28日 平成20年2月6日
000028 6100094894 ﾄﾏﾄｱﾝﾄﾞｵﾆｵﾝ赤穂店 678-0221 赤穂市尾崎3161-14 791453838 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社オクダ 取締役 奥田 圭史 678-0221 兵庫県赤穂市尾崎3161-14 791453838 西播(赤健)第1-154 令和2年1月31日 令和8年2月28日 平成20年2月7日
000028 6100094895 菓子工房Chantilly 678-0074 相生市ひかりが丘2-1 791231356 菓子製造業 一般 林 真由美 西播(赤健)第2-30 令和2年2月27日 令和8年2月28日 平成20年2月6日
000028 6100094896 すき家相生垣内店 678-0022 相生市垣内町1310-7 791233898 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南2-18-1 357838850 西播(赤健)第1-122 令和4年1月25日 令和11年2月28日 令和4年1月25日
000028 6100094902 スナック CRYSTAL 678-0031 相生市旭1-9-6岡本ﾋﾞﾙ201 791231388 飲食店営業(4)その他 一般 谷口 美夜子 西播(赤健)第1-143 令和2年1月30日 令和8年2月28日 平成20年2月26日
000028 6100094916 ボンマルシェ上郡店 678-1241 赤穂郡上郡町山野里字下神田2338-1 791524666 菓子製造業 一般 株式会社銀ビルストアー 代表取締役 大塚 兼史 670-0912 兵庫県姫路市南町31 792880001 西播(赤健)第2-4 令和2年4月27日 令和8年5月31日 平成20年3月11日
000028 6100094917 ボンマルシェ上郡店 678-1241 赤穂郡上郡町山野里字下神田2338-1 791524666 魚介類販売業 一般 株式会社銀ビルストアー 代表取締役 大塚 兼史 670-0912 兵庫県姫路市南町31 792880001 西播(赤健)第5-1 令和2年4月27日 令和8年5月31日 平成20年3月11日
000028 6100094919 ボンマルシェ上郡店 678-1241 赤穂郡上郡町山野里字下神田2338-1 791524666 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社銀ビルストアー 代表取締役 大塚 兼史 670-0912 兵庫県姫路市南町31 792880001 西播(赤健)第1-17 令和2年4月27日 令和8年5月31日 平成20年3月11日
000028 6100094921 ボンマルシェ上郡店 678-1241 赤穂郡上郡町山野里字下神田2338-1 791524666 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社銀ビルストアー 代表取締役 大塚 兼史 670-0912 兵庫県姫路市南町31 792880001 西播(赤健)第1-18 令和2年4月27日 令和8年5月31日 平成20年3月11日
000028 6100094923 しまたろう 678-0006 相生市本郷町4-17AIOI壱番館103 791234560 飲食店営業(4)その他 一般 島谷 忠幸 西播(赤健)第1-52 令和2年5月28日 令和8年5月31日 平成20年3月14日
000028 6100094927 株式会社日本海水　赤穂工場 678-0239 赤穂市加里屋字加藤974 791453373 添加物製造業 一般 株式会社日本海水 代表取締役 西田 直裕 101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-2-5 332568311 西播(赤健)第23-1 令和2年5月21日 令和8年5月31日 平成20年3月24日
000028 6100094928 BECK524 678-0031 相生市旭1-7-5　夏山ﾋﾞﾙ2F 飲食店営業(4)その他 一般 福田 正和 西播(赤健)第1-3 令和2年4月14日 令和8年5月31日 平成20年3月24日
000028 6100094931 やはたの宮観光農園 678-1185 赤穂市東有年727-1 791492475 菓子製造業 一般 宮下 憲章 西播(赤健)第2-9 令和2年5月21日 令和8年5月31日 平成20年3月28日
000028 6100094947 カラオケ　ミチ 678-0031 相生市旭3-8-23 791225662 飲食店営業(4)その他 一般 西口 照美 西播(赤健)第1-39 令和2年5月18日 令和8年5月31日 平成20年4月28日
000028 6100094948 はるちゃん 678-0051 相生市那波大浜町3-21 飲食店営業(4)その他 一般 西播(赤健)第1-50 令和2年5月26日 令和8年5月31日 平成20年4月30日
000028 6100094965 空豆 678-0054 相生市那波西本町10-22 791221918 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 菅生 紀子 西播(赤健)第1-11 令和2年4月23日 令和8年5月31日 平成20年5月16日
000028 6100094967 さくら・ドゥ・アベニュー 678-0175 赤穂市北野中135-1 791258495 菓子製造業 一般 小出 美佐 西播(赤健)第2-6 令和2年4月30日 令和8年5月31日 平成20年5月16日
000028 6100094972 Richesse 678-0239 赤穂市加里屋47-14赤穂ｻﾝｼﾃｨｼｮｯﾌﾟﾌﾟﾗｻﾞ2-1 791432113 飲食店営業(4)その他 一般 波多野 一江 西播(赤健)第1-12 令和2年4月23日 令和8年5月31日 平成20年5月22日
000028 6100094980 煮売り屋一 678-0007 相生市陸本町7-32ｻﾝｳﾞｪｰﾙ21ﾏﾝｼｮﾝ　1F南 791221700 飲食店営業(4)その他 一般 長山 敬子 西播(赤健)第1-54 令和2年5月28日 令和8年5月31日 平成20年5月29日
000028 6100095024 水谷千代美 678-1201 赤穂郡上郡町金出地1673-1 791540325 菓子製造業 一般 水谷 千代美 西播(赤健)第2-12 令和2年7月31日 令和8年8月31日 平成20年8月21日
000028 6100095028 フォーティセブンリカーズ 678-0232 赤穂市中広2 791453330 喫茶店営業 自動販売機 有限会社フォーティセブンリカーズ 代表取締役 寒川 真吾 678-0232 兵庫県赤穂市中広2 791453330 西播(赤健)第9-19 平成30年7月25日 令和5年8月31日 平成20年8月21日
000028 6100095033 株式会社魚稚 678-0041 相生市相生6 791231501 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社魚稚 代表取締役 八木 清 678-0041 兵庫県相生市相生3-8-9 791221188 西播(赤健)第1-69 令和2年8月6日 令和8年8月31日 平成20年8月26日
000028 6100095038 関西福祉大学 678-0255 赤穂市新田380-3 791462509 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 淀川食品株式会社 代表取締役 田村 隆 532-0036 大阪府大阪市淀川区三津屋中1丁目1番2号 663016831 西播(赤健)第1-105 令和4年11月4日 令和10年11月30日 令和4年11月4日
000028 6100095041 マックスバリュ上郡南店 678-1232 赤穂郡上郡町竹万2347 791526310 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 西播(赤健)第2-17 令和2年10月26日 令和8年11月30日 平成20年9月11日
000028 6100095043 グラン　カフェ 678-0233 赤穂市加里屋中洲6-46 791435490 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佐野 好平 西播(赤健)第1-115 令和2年11月5日 令和8年11月30日 平成20年9月18日
000028 6100095049 お好み焼き　ひとちゃん 678-0091 相生市矢野町二木324 飲食店営業(4)その他 露店 大西 ひとみ 西播(赤健)第1-120 平成30年11月5日 令和5年11月30日 平成20年10月10日
000028 6100095068 工房　あか穂の実り 678-1183 赤穂市有年牟礼563 791493582 菓子製造業 一般 松田 静 西播(赤健)第2-18 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成20年10月17日
000028 6100095076 東横イン播州赤穂駅前 678-0239 赤穂市加里屋30-19 791461045 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社東横イン 代表執行役 黒田 麻衣子 144-0054 東京都大田区新蒲田1-7-4 357031045 西播(赤健)第1-120 令和2年11月17日 令和8年11月30日 平成20年11月6日



000028 6100095077 讃岐うどん　はしもと 678-0259 赤穂市黒崎町80 791568205 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橋本 英和 西播(赤健)第1-103 令和2年10月23日 令和8年11月30日 平成20年11月11日
000028 6100095078 味処　和楽 678-0006 相生市本郷町6-24 791247011 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 本谷 裕和 西播(赤健)第1-116 令和2年11月10日 令和8年11月30日 平成20年11月14日
000028 6100095081 元気焼 678-0053 相生市那波南本町8-55 791228881 飲食店営業(4)その他 露店 トータスシエル株式会社 代表取締役 高嶋 優樹 678-0092 兵庫県相生市矢野町下田413 791290606 西播(赤健)第1-118 平成30年11月2日 令和5年11月30日 平成20年11月20日
000028 6100095091 ラ･ムー赤穂店 678-0232 赤穂市中広1346 791465005 飲食店営業(4)その他 一般 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南704-5 864351100 西播(赤健)第1-169 令和3年2月22日 令和9年2月28日 平成20年12月4日
000028 6100095092 ラ･ムー赤穂店 678-0232 赤穂市中広1346 791465005 飲食店営業(4)その他 一般 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南704-5 864351100 西播(赤健)第1-170 令和3年2月22日 令和9年2月28日 平成20年12月4日
000028 6100095093 ラ･ムー赤穂店 678-0232 赤穂市中広1346 791465005 魚介類販売業 一般 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南704-5 864351100 西播(赤健)第5-30 令和3年2月22日 令和9年2月28日 平成20年12月4日
000028 6100095094 ラ･ムー赤穂店 678-0232 赤穂市中広1346 791465005 食肉販売業 一般 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南704-5 864351100 西播(赤健)第14-14 令和3年2月22日 令和9年2月28日 平成20年12月4日
000028 6100095096 ラ･ムー赤穂店 678-0232 赤穂市中広1346 791465005 飲食店営業(4)その他 一般 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南704-5 864351100 西播(赤健)第1-171 令和3年2月22日 令和9年2月28日 平成20年12月4日
000028 6100095097 ラ･ムー赤穂店 678-0232 赤穂市中広1346 791465005 飲食店営業(4)その他 一般 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南704-5 864351100 西播(赤健)第1-172 令和3年2月22日 令和9年2月28日 平成20年12月4日
000028 6100095098 ラ･ムー赤穂店 678-0232 赤穂市中広1346 791465005 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南704-5 864351100 西播(赤健)第11-1 平成31年1月29日 令和6年2月29日 平成20年12月4日
000028 6100095101 さくらホーム・おおの家　おばんざい  まめさや 678-0043 相生市大谷町1-20 791243620 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社親和 代表取締役 羽田 冨美江 720-0201 広島県福山市鞆町鞆552番地 849824110 西播(赤健)第1-151 令和3年2月5日 令和9年2月28日 平成20年12月17日
000028 6100095109 味自慢の店　だん 678-0031 相生市旭1丁目15-8 791225373 飲食店営業(4)その他 一般 蔭山 美智代 西播(赤健)第1-140 令和3年1月28日 令和9年2月28日 平成21年1月5日
000028 6100095110 和食　甘味処　なかなか 678-0024 相生市双葉1-4-26 791236504 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中野 真 西播(赤健)第1-152 令和3年2月5日 令和9年2月28日 平成21年1月8日
000028 6100095111 焼肉マルヨシ 678-0031 相生市旭4-10-20 791221060 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 李 正熙 西播(赤健)第1-176 令和3年2月26日 令和9年2月28日 平成21年1月8日
000028 6100095121 大長農産　菓子工房 678-1218 赤穂郡上郡町宇治山389 791522650 菓子製造業 一般 大長 眞佐美 西播(赤健)第2-30 令和3年1月27日 令和9年2月28日 平成21年2月10日
000028 6100095123 たまちゃん 678-1231 赤穂郡上郡町上郡1401 791526117 飲食店営業(4)その他 一般 柴田 いづみ 西播(赤健)第1-147 令和3年1月29日 令和9年2月28日 平成21年2月13日
000028 6100095126 とらぽーと うかいや 678-1186 赤穂市西有年字柴床1040-1他一筆 791492855 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社うかいや 代表取締役 朝生 美徳 671-1521 兵庫県揖保郡太子町東出262-1 792776100 西播(赤健)第1-165 令和3年2月15日 令和9年2月28日 平成21年2月18日
000028 6100095142 主婦の店赤穂店（魚屋寿司厨房） 678-0233 赤穂市加里屋中洲3-57-3 791425676 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社主婦の店赤穂店 黒金 伸夫 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋46-2 791425678 西播(赤健)第1-7 令和3年4月26日 令和9年5月31日 平成21年3月13日
000028 6100095151 フランス菓子の店ラ・セーヌ 678-0239 赤穂市加里屋69-8 791422296 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ラ・セーヌ 代表取締役 虎津 禎一 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋69-8 791422296 西播(赤健)第1-10 令和3年4月27日 令和9年5月31日 平成21年3月30日
000028 6100095152 丸亀製麺赤穂店 678-0232 赤穂市中広字枡外西2-3 791433150 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社丸亀製麺 代表取締役 山口 寛 150-0043 東京都渋谷区道玄坂ソラスタ19F 782003430 西播(赤健)第1-24 令和3年5月19日 令和9年5月31日 平成21年4月2日
000028 6100095161 ぷちおるごーる 678-0239 赤穂市加里屋2164-23 791421267 飲食店営業(4)その他 一般 守岡 志郎 西播(赤健)第1-27 令和3年5月18日 令和9年5月31日 平成21年4月10日
000028 6100095164 マックスバリュ相生南店 678-0053 相生市那波南本町8-8 791235245 喫茶店営業 自動販売機 株式会社　ウォーターワン 小早川 克史 145-0071 東京都大田区田園調布1-12-7 354834011 西播(赤健)第9-6 令和1年5月24日 令和6年5月31日 平成21年4月17日
000028 6100095188 ｹﾝﾀｯｷｰﾌﾗｲﾄﾞﾁｷﾝ　ｲｵﾝ赤穂店 678-0232 赤穂市中広字別所55-3 791464165 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社アクシーズフーズ 代表取締役 伊地知 洋正 113-0023 東京都文京区向丘1-12-2 338161536 西播(赤健)第1-50 令和3年8月2日 令和9年8月31日 令和3年8月2日
000028 6100095208 平田製麺所 678-1231 赤穂郡上郡町上郡110-8 791520017 麺類製造業 一般 平田 善彦 西播(赤健)第21-1 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 6100095218 食彩どんぐり 678-0239 赤穂市加里屋2197 791453123 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西中 正人 西播(赤健)第1-90 令和3年11月8日 令和9年11月30日 令和3年11月8日
000028 6100095219 欧風家庭料理　福亭 678-1205 赤穂郡上郡町光都2-23-1 791581055 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福本 明生 西播(赤健)第1-99 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 6100095221 有限会社イワモト 678-0041 相生市相生4668-3 791235425 そうざい製造業 一般 有限会社イワモト 岩本 和士 678-0041 兵庫県相生市相生4668-3 791235425 西播(赤健)第22-4 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 6100095224 正ちゃんラーメン 000-0000 赤穂市、相生市、上郡町、佐用町 791480045 飲食店営業(4)その他 自動車 酒井 正一 西播(赤健)第1-78 令和1年10月21日 令和6年11月30日 平成21年10月28日
000028 6100095225 ヤマハ水産 678-0041 相生市相生4700 791232426 魚介類販売業 一般 濱中 浩 西播(赤健)第5-29 令和3年11月25日 令和9年11月30日 令和3年11月25日
000028 6100095226 ｱｲ･ﾒｲﾂ病院売店 678-0031 相生市旭3-5-15 791235289 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＩＨＩビジネスサポート 代表取締役 馬場 正 100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目4番1号 332137800 西播(赤健)第1-92 令和3年11月4日 令和9年11月30日 令和3年11月4日
000028 6100095235 だるま珈琲 678-0005 相生市大石町19-10　西本ﾋﾞﾙ102 791227880 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田邊 浩一 西播(赤健)第1-97 令和3年11月8日 令和9年11月30日 令和3年11月8日
000028 6100095237 矢竹水産 678-0172 赤穂市坂越329-6 791480588 飲食店営業(4)その他 露店 矢竹 義友 西播(赤健)第1-104 令和1年11月5日 令和6年11月30日 平成21年11月20日
000028 6100095260 ラーメンショップなまず峠店 678-1186 赤穂市西有年3008-18-1 791493358 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社オリベ 代表取締役 織邊 啓太 678-1226 兵庫県赤穂郡上郡町高田台4-8-15 791526260 西播(赤健)第1-128 令和4年1月31日 令和10年2月29日 令和4年1月31日
000028 6100095261 らうんじ創花 678-0239 赤穂市加里屋2164-2 飲食店営業(4)その他 一般 木村 早岐 西播(赤健)第1-126 令和4年1月28日 令和10年2月29日 令和4年1月28日
000028 6100095264 社会福祉法人玄武会  就労継続支援Ａ型施設げんぶ 678-0249 赤穂市片浜町227 791451113 菓子製造業 一般 社会福祉法人玄武会 理事長 古城 尚子 678-0249 兵庫県赤穂市片浜町227 791451113 西播(赤健)第2-31 平成29年2月16日 令和6年2月29日 平成22年1月14日
000028 6100095265 Ｃａｆｅ　きろろ 678-0233 赤穂市加里屋中洲3-45 791251138 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 金碇 久惠 西播(赤健)第1-125 令和4年1月25日 令和10年2月29日 令和4年1月25日
000028 6100095266 凸凹STORE 678-0214 赤穂市朝日町9-21 791258538 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中川 忠義 西播(赤健)第1-145 令和4年2月17日 令和10年2月29日 令和4年2月17日
000028 6100095271 （株）マルト水産　第４工場 678-0141 相生市相生字壺根5133-32 791221887 水産製品製造業 一般 株式会社マルト水産 代表取締役 小久保 公博 678-0141 兵庫県相生市相生字壺根５１３３番地３２ 791221887 西播(赤健)第13-2 令和5年2月21日 令和12年2月28日 令和5年2月21日
000028 6100095272 （株）あけぼの海産　第４工場 678-0141 相生市相生字壺根5133-32 791242158 水産製品製造業 一般 株式会社あけぼの海産 代表取締役 坂東 幸喜 721-0951 広島県福山市新浜町１丁目５番１１号 849812580 西播(赤健)第13-3 令和5年2月21日 令和12年2月28日 令和5年2月21日
000028 6100095286 スナック　Ｌｉｖｅ（リブ） 678-0239 赤穂市加里屋2191-12　雅ﾋﾞﾙ１Ｆ 791423367 飲食店営業(4)その他 一般 山端 早苗 西播(赤健)第1-15 令和4年5月2日 令和10年5月31日 令和4年5月2日
000028 6100095297 アウト売店 678-1186 赤穂市西有年字馬路谷3007-1赤穂国際カントリークラブ内 791493160 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社赤穂国際カントリークラブ 代表取締役 市川 金次郎 678-1186 兵庫県赤穂市西有年字馬路谷3007番地の1 791493160 西播(赤健)第1-29 令和4年5月23日 令和10年5月31日 令和4年5月23日
000028 6100095298 イン売店 678-1186 赤穂市西有年字馬路谷3007-1赤穂国際カントリークラブ内 791493160 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社赤穂国際カントリークラブ 代表取締役 市川 金次郎 678-1186 兵庫県赤穂市西有年字馬路谷3007番地の1 791493160 西播(赤健)第1-30 令和4年5月23日 令和10年5月31日 令和4年5月23日
000028 6100095309 Coeur　Doux 678-0051 相生市那波大浜町21-5　1Ｆ 791235030 菓子製造業 一般 奥田 佳子 西播(赤健)第8-2 令和4年5月9日 令和10年5月31日 令和4年5月9日
000028 6100095318 アース製薬坂越工場 678-0172 赤穂市坂越3218-12 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田3丁目3番20号 664588801 西播(赤健)第1-34 令和4年5月27日 令和10年5月31日 令和4年5月27日
000028 6100095319 アース製薬赤穂工場 678-0207 赤穂市西浜北町1122-73 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-3-20 664588801 西播(赤健)第1-17 平成28年4月28日 令和5年5月31日 平成22年5月6日
000028 6100095326 ｅｎｊｏｙ 678-0239 赤穂市加里屋４９　マエダビル２Ｆ 791430920 飲食店営業(4)その他 一般 井口 エルナエンリケス 西播(赤健)第1-80 令和4年8月9日 令和10年8月31日 令和4年8月9日
000028 6100095334 かなじ屋 678-1201 赤穂郡上郡町金出地1980 791577017 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 河本 實 西播(赤健)第1-55 令和4年8月3日 令和10年8月31日 令和4年8月3日
000028 6100095335 かなじ屋 678-1201 赤穂郡上郡町金出地1980 791577017 菓子製造業 一般 河本 實 西播(赤健)第8-7 令和4年8月3日 令和10年8月31日 令和4年8月3日
000028 6100095340 赤穂らーめん　麺坊 678-0239 赤穂市加里屋290-10 791457410 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ケー・インフィニティー 代表取締役 露野 一彦 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋290-10 791457410 西播(赤健)第1-72 令和4年8月5日 令和10年8月31日 令和4年8月5日
000028 6100095344 トキシラズ 678-0051 相生市那波大浜町11-15　光ビル2Ｆ 791227401 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 岳史 西播(赤健)第1-53 令和4年7月28日 令和10年8月31日 令和4年7月28日
000028 6100095346 ミルキーウェイ 678-0229 赤穂市大橋町1-26 791421115 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 髙田 佐栄子 西播(赤健)第1-77 令和4年8月9日 令和10年8月31日 令和4年8月9日
000028 6100095349 蓮 678-0239 赤穂市加里屋字駅前67-10ANGERO赤穂駅前 1F-E 飲食店営業(4)その他 一般 楊 翠蓮 西播(赤健)第1-83 令和4年8月19日 令和10年8月31日 令和4年8月19日
000028 6100095353 赤穂らーめん麺坊　お城通り店 678-0239 赤穂市加里屋2101 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社ケー・インフィニティー 代表取締役 露野 一彦 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋290-10 791457410 西播(赤健)第1-62 令和2年7月17日 令和7年8月31日 平成22年7月26日
000028 6100095359 スナック瞳 678-0239 赤穂市加里屋2164 791452822 飲食店営業(4)その他 一般 中園 智恵 西播(赤健)第1-82 令和4年8月9日 令和10年8月31日 令和4年8月9日
000028 6100095363 特定非営利活動法人　ほっと・みのり 678-1233 赤穂郡上郡町大持250-7 791522055 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人　ほっと・みのり 理事長 吉田 たみ子 678-1233 兵庫県赤穂郡上郡町大持276-16 791522055 西播(赤健)第2-11 令和2年8月6日 令和7年8月31日 平成22年8月20日
000028 6100095380 ＣＨＯＰＩＮ（ショパン） 678-0053 相生市那波南本町4-25 791251304 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西播(赤健)第1-110 令和4年11月7日 令和10年11月30日 令和4年11月7日
000028 6100095385 民宿三田亭　別館 678-0214 赤穂市朝日町11-18、11-25 791452877 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社トップ流通 代表取締役 西本 義治 678-0214 兵庫県赤穂市朝日町11番地の18 791452877 西播(赤健)第1-113 令和4年11月8日 令和10年11月30日 令和4年11月8日
000028 6100095386 ぶち 678-0201 赤穂市塩屋299-17 791251365 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川淵 明 西播(赤健)第1-121 令和4年11月16日 令和10年11月30日 令和4年11月16日
000028 6100095414 茶月本舗 678-1205 赤穂郡上郡町光都2-23-1 飲食店営業(4)その他 一般 岩本 正彦 西播(赤健)第1-155 令和5年2月3日 令和11年2月28日 令和5年2月3日
000028 6100095421 ＳＡＫＵＲＡＧＵＭＩ 678-0215 赤穂市御崎2-1 791423545 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＳＡＫＵＲＡＧＵＭＩ 代表取締役 西川 明男 678-0215 兵庫県赤穂市御崎2-1 791423545 西播(赤健)第1-169 令和5年2月17日 令和11年2月28日 令和5年2月17日
000028 6100095433 株式会社魚稚 678-0041 相生市相生6 791231501 魚介類販売業 一般 株式会社魚稚 代表取締役 八木 清 678-0041 兵庫県相生市相生3丁目8番9号 791221188 西播(赤健)第504-2 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 6100095435 ありなし工房 678-1182 赤穂市有年原743-6 菓子製造業 一般 深澤 すみ子 西播(赤健)第2-1 平成29年4月25日 令和5年5月31日 平成23年3月17日
000028 6100095449 トワイライト 678-0173 赤穂市浜市370-6 791480117 飲食店営業(4)その他 一般 西川 洋子 西播(赤健)第501-10 令和5年4月21日 令和11年5月31日 令和5年4月21日
000028 6100095450 魚正鮮魚店 678-0233 赤穂市加里屋中洲3-21 791452177 飲食店営業(4)その他 一般 清原 信哉 西播(赤健)第1-6 平成29年4月17日 令和5年5月31日 平成23年4月14日
000028 6100095451 魚正鮮魚店 678-0233 赤穂市加里屋中洲3-21 791452177 魚介類販売業 一般 清原 信哉 西播(赤健)第5-1 平成29年4月17日 令和5年5月31日 平成23年4月14日
000028 6100095455 桃井ミュージアム 678-0215 赤穂市御崎634 791569933 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 桃井 香子 西播(赤健)第501-4 令和5年4月17日 令和11年5月31日 令和5年4月17日
000028 6100095457 兵庫アグリシステム（株） 678-1262 赤穂郡上郡町岩木乙243 791572706 菓子製造業 一般 兵庫アグリシステム株式会社 代表取締役 前平 功太郎 678-1231 兵庫県赤穂郡上郡町上郡1449番地の1 791520988 西播(赤健)第511-1 令和5年4月25日 令和11年5月31日 令和5年4月25日
000028 6100095458 兵庫アグリシステム（株） 678-1262 赤穂郡上郡町岩木乙243 791572706 そうざい製造業 一般 兵庫アグリシステム株式会社 代表取締役 前平 功太郎 678-1231 兵庫県赤穂郡上郡町上郡1449番地の1 791520988 西播(赤健)第525-2 令和5年4月25日 令和11年5月31日 令和5年4月25日
000028 6100095462 竹田重工所　6J9756 678-0011 相生市那波野土井688-1 791231855 喫茶店営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210400 西播(赤健)第9-11 令和3年5月25日 令和8年5月31日 平成23年4月28日
000028 6100130046 はま勝矢野店 678-0091 相生市矢野町上152-3 791290100 そうざい製造業 一般 株式会社はま勝 代表取締役 破魔 勝朗 678-0041 兵庫県相生市相生3-2-22 791225151 西播(赤健)第22-3 平成29年5月30日 令和5年5月31日 平成23年5月17日
000028 6100130080 順江堂・森総業 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 北村 邦江 西播(赤健)第1-5 令和3年4月19日 令和8年5月31日 平成23年5月17日
000028 6100130458 廻鮮寿し たいの鯛 赤穂店 678-0233 赤穂市加里屋中洲2丁目22 791421144 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　ティーエーアイ 代表取締役 山本 圭一 679-4134 兵庫県たつの市誉田町広山24 791220744 西播(赤健)第1-51 平成29年7月27日 令和5年8月31日 平成23年6月2日
000028 6100130584 féve（フェーヴ） 678-0237 赤穂市上仮屋北8-6 791437866 飲食店営業(4)その他 一般 寺坂 典子 西播(赤健)第1-72 平成29年8月23日 令和5年8月31日 平成23年6月15日
000028 6100130585 féve（フェーヴ） 678-0237 赤穂市上仮屋北8-6 791437866 菓子製造業 一般 寺坂 典子 西播(赤健)第2-16 平成29年8月23日 令和5年8月31日 平成23年6月15日
000028 6100130695 加藤産業株式会社　上郡工場 678-1274 赤穂郡上郡町柏野328-6 791520520 清涼飲料水製造業 一般 加藤産業株式会社 代表取締役 加藤 和弥 662-0912 兵庫県西宮市松原町9-20 798337650 西播(赤健)第24-1 令和1年8月12日 令和9年8月31日 平成23年6月27日
000028 6100130930 SAKURA／花月旅館 678-1234 赤穂郡上郡町駅前45 791520059 飲食店営業(3)旅館 一般 山本 澄美子 西播(赤健)第1-52 平成29年7月28日 令和5年8月31日 平成23年7月14日
000028 6100131089 上郡町観光案内所 678-1233 赤穂郡上郡町大持字蔵免171-8 791526959 飲食店営業(4)その他 一般 上郡町 町長 遠山 寛 678-1292 兵庫県赤穂郡上郡町大持278 791521111 西播(赤健)第1-49 平成29年7月21日 令和5年8月31日 平成23年7月29日
000028 6100131398 セブンーイレブン上郡町上郡店 678-1231 赤穂郡上郡町上郡1466-1 791520785 飲食店営業(4)その他 一般 鵜川 弥寿彦 西播(赤健)第1-53 平成29年7月28日 令和5年8月31日 平成23年8月23日
000028 6100131399 セブンーイレブン上郡町上郡店 678-1231 赤穂郡上郡町上郡1466-1 791520785 菓子製造業 一般 鵜川 弥寿彦 西播(赤健)第2-12 平成29年7月28日 令和5年8月31日 平成23年8月23日
000028 6100131607 中野商店 0 赤穂市内一円 魚介類販売業 自動車40L 中野 秀子 西播(赤健)第5-10 令和3年8月27日 令和8年8月31日 令和3年8月27日
000028 6100131963 功結水産 678-0172 赤穂市坂越319 791487773 魚介類販売業 一般 鎌島 孝次 西播(赤健)第5-14 平成29年11月9日 令和5年11月30日 平成23年9月29日
000028 6100132048 横山農園 678-1276 赤穂郡上郡町大枝新386 791572156 菓子製造業 一般 横山 孝 西播(赤健)第2-18 平成29年10月27日 令和5年11月30日 平成23年10月7日
000028 6100132235 ラ・セーヌ洋菓子店 000-0000 赤穂市・赤穂郡・相生市・たつの市・太子町佐用町・宍粟市 791422296 飲食店営業(4)その他 露店40L 有限会社 ラ・セーヌ 代表取締役 虎津 禎一 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋69-8 791422296 西播(赤健)第1-98 令和3年11月15日 令和8年11月30日 令和3年11月15日
000028 6100132323 ラ・ムー赤穂店 678-0232 赤穂市中広1346 791465005 菓子製造業 一般 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南704-5 864351100 西播(赤健)第2-20 平成29年11月16日 令和5年11月30日 平成23年10月28日
000028 6100132325 あれやこれ屋＆マチャイ 678-0233 赤穂市加里屋中洲6-63 791421688 喫茶店営業 一般 木村 美穂 西播(赤健)第9-30 平成29年10月27日 令和5年11月30日 平成23年10月28日
000028 6100132541 主婦の店赤穂店 678-0233 赤穂市加里屋中洲3-57-3 791425676 菓子製造業 一般 株式会社主婦の店赤穂店 代表取締役 黒金 伸夫 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋46-2 791425678 西播(赤健)第2-20 平成30年11月15日 令和7年11月30日 平成23年11月10日
000028 6100132543 主婦の店 尾崎店 678-0221 赤穂市尾崎明神木3158-5 791437412 菓子製造業 一般 株式会社 主婦の店赤穂店 代表取締役 黒金 伸夫 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋46-2 791425678 西播(赤健)第2-19 平成30年10月31日 令和7年11月30日 平成23年11月10日
000028 6100132545 主婦の店塩屋店 678-0247 赤穂市平成町88 791432055 菓子製造業 一般 株式会社 主婦の店 赤穂店 代表取締役 黒金 伸夫 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋46-2 791425678 西播(赤健)第2-22 平成29年11月20日 令和5年11月30日 平成23年11月10日
000028 6100132639 赤穂かき工房 678-0215 赤穂市御崎1798-5 791429015 魚介類販売業 一般 佐野 好平 西播(赤健)第5-16 平成29年11月29日 令和5年11月30日 平成23年11月17日
000028 6100132702 道の駅あいおい白龍城 678-0053 相生市那波南本町8-55 791231919 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社 あいおいアクアポリス 代表取締役社長 田口 晴喜 678-0053 兵庫県相生市那波南本町8番55号 791235995 西播(赤健)第1-101 令和3年11月25日 令和8年11月30日 令和3年11月25日
000028 6100132723 赤穂化成株式会社 678-0172 赤穂市坂越329 791481111 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 赤穂化成株式会社 代表取締役 池上 良成 678-0172 兵庫県赤穂市坂越329 791481111 西播(赤健)第27-2 平成29年11月20日 令和5年11月30日 平成23年11月24日
000028 6100132925 クラフト空のいろ 678-0255 赤穂市新田938 791251604 飲食店営業(4)その他 一般 二木 尚子 西播(赤健)第1-142 平成30年2月15日 令和6年2月29日 平成23年12月8日
000028 6100132972 フロンティア 678-0239 赤穂市加里屋1096-28 791432255 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人フロンティア 理事長 井上 育俊 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋1096-28 791432255 西播(赤健)第2-28 平成30年1月30日 令和6年2月29日 平成23年12月12日
000028 6100133270 くろがねの里 678-0252 赤穂市大津87-1 飲食店営業(4)その他 一般 旧林 茂存 西播(赤健)第1-140 平成30年2月5日 令和6年2月29日 平成24年1月6日
000028 6100133345 四季菜の里　秋翠亭 678-1221 赤穂郡上郡町神明寺487-1 791527008 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 秋岡 安子 西播(赤健)第1-151 平成30年2月22日 令和6年2月29日 平成24年1月13日
000028 6100133467 山肉専門　きしだ 678-1214 赤穂郡上郡町休治276 791525854 食肉処理業 一般 岸田 誠 西播(赤健)第13-3 平成30年2月20日 令和6年2月29日 平成24年1月26日
000028 6100133527 マクドナルドハンバーガー相生ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ店 678-0053 相生市那波南本町8-15 791243127 菓子製造業 一般 日本マクドナルド株式会社 代表取締役 日色 保 163-1336 東京都新宿区西新宿6丁目5番1号 333446645 西播(赤健)第2-25 平成31年2月5日 令和8年2月28日 平成24年1月27日
000028 6100133619 赤穂市立高雄村多目的共同利用施設 678-0166 赤穂市真殿1120-6 791488925 みそ製造業 一般 前田 護 西播(赤健)第16-1 平成30年1月31日 令和6年2月29日 平成24年1月31日
000028 6100133622 （株）はま勝 678-0041 相生市相生3-2-22 791225151 そうざい製造業 一般 株式会社 はま勝 代表取締役 破魔 勝朗 678-0041 兵庫県相生市相生3-2-22 791225151 西播(赤健)第22-7 平成30年2月22日 令和6年2月29日 平成24年2月6日
000028 6100133651 特定非営利活動法人　ほっと・みのり 678-1233 赤穂郡上郡町大持250-7 791522055 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 特定非営利活動法人ほっと・みのり 理事長 吉田 たみ子 678-1233 兵庫県赤穂郡上郡町大持276番地16号 791522055 西播(赤健)第1-160 令和5年2月10日 令和10年2月29日 令和5年2月10日
000028 6100133740 いぶき作業所 678-0091 相生市矢野町上124 791291616 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人いぶき 理事 中川 武明 678-0091 兵庫県相生市矢野町上124 791291616 西播(赤健)第2-33 平成30年2月27日 令和6年2月29日 平成24年2月10日
000028 6100134095 パンNo.369（ナンバーミロク） 678-0221 赤穂市尾崎3945-2 飲食店営業(4)その他 一般 廣村 こずえ 西播(赤健)第1-32 平成30年5月17日 令和6年5月31日 平成24年3月5日
000028 6100134096 パンNo.369（ナンバーミロク） 678-0221 赤穂市尾崎3945-2 菓子製造業 一般 廣村 こずえ 西播(赤健)第2-6 平成30年5月17日 令和6年5月31日 平成24年3月5日
000028 6100134168 テレジア幼稚園 678-0008 相生市栄町17-7 791235141 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目3番20号 664588801 西播(赤健)第1-40 平成30年5月23日 令和6年5月31日 平成24年3月12日
000028 6100134594 さやか　加里屋中洲店 678-0233 赤穂市加里屋中洲2-54 飲食店営業(4)その他 一般 有吉 冨美男 西播(赤健)第1-31 平成30年5月18日 令和6年5月31日 平成24年4月10日
000028 6100134650 陶酔房－ 678-1256 赤穂郡上郡町八保甲569-21 791566191 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 衣本 妃凜 西播(赤健)第1-28 平成30年5月15日 令和6年5月31日 平成24年4月16日
000028 6100134666 暖木nonki 678-0172 赤穂市坂越2022 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橋本 愛 西播(赤健)第1-34 平成30年5月22日 令和6年5月31日 平成24年4月18日
000028 6100134724 JYURO 678-0256 赤穂市鷆和512-152 791425039 菓子製造業 一般 田中 朗子 西播(赤健)第2-2 平成30年4月26日 令和6年5月31日 平成24年4月18日
000028 6100135004 コーヒーハウス ブルーベリー 678-1231 赤穂郡上郡町上郡字丸ノ上462-2 791522777 喫茶店営業 一般 竹原 美栄子 西播(赤健)第9-3 平成30年4月18日 令和6年5月31日 平成24年5月9日
000028 6100135048 こなや 669-2402 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 亀井 敬司 西播(赤健)第1-3 令和4年4月18日 令和9年5月31日 令和4年4月18日
000028 6100135213 ゆう風舎 カフェ リーヴルディマージュ 678-0091 相生市矢野町榊154-1 791291285 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高原 ゆかり 西播(赤健)第1-30 平成30年5月15日 令和6年5月31日 平成24年5月18日
000028 6100135543 魚民 678-0239 赤穂市加里屋290-10プラット赤穂1階 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社モンテローザフーズ 代表取締役 大神 輝博 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1丁目21番1号 422368888 西播(赤健)第1-58 平成30年7月30日 令和6年8月31日 平成24年6月11日



000028 6100135718 台湾料理　四季紅 678-0259 赤穂市黒崎町195 791565666 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 金源株式会社 代表取締役 朱 海清 505-0022 岐阜県美濃加茂市川合町2丁目8-21 574272081 西播(赤健)第1-52 平成30年7月17日 令和6年8月31日 平成24年6月29日
000028 6100135808 銀波荘 678-0215 赤穂市御崎2-8 791453355 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社銀波荘 代表取締役 成世 敏昭 678-0215 兵庫県赤穂市御崎2-8 791453355 西播(赤健)第1-69 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成24年7月9日
000028 6100135810 レストラン銀波荘 678-0215 赤穂市御崎字大塚827 791453350 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社銀波荘 代表取締役 成世 敏昭 678-0215 兵庫県赤穂市御崎2番地8 791453355 西播(赤健)第1-68 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成24年7月9日
000028 6100136046 喫茶　ラン 678-0239 赤穂市加里屋1278 791452091 飲食店営業(4)その他 一般 三村 佳寿子 西播(赤健)第1-77 平成30年8月7日 令和6年8月31日 平成24年7月25日
000028 6100136100 株式会社はなファーム 678-0062 相生市千尋町19-28 791568130 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社はなファーム 代表取締役 嶋村 圭司 678-0082 兵庫県相生市若狭野町野々821 791568130 西播(赤健)第1-88 平成30年8月28日 令和6年8月31日 平成24年7月27日
000028 6100136101 株式会社はなファーム 678-0062 相生市千尋町19-28 791568130 菓子製造業 一般 株式会社はなファーム 代表取締役 嶋村 圭司 678-0082 兵庫県相生市若狭野町野々821 791568130 西播(赤健)第2-15 平成30年8月28日 令和6年8月31日 平成24年7月27日
000028 6100136102 株式会社はなファーム 678-0062 相生市千尋町19-28 791568130 そうざい製造業 一般 株式会社はなファーム 代表取締役 嶋村 圭司 678-0082 兵庫県相生市若狭野町野々821 791568130 西播(赤健)第22-3 平成30年8月28日 令和6年8月31日 平成24年7月27日
000028 6100136119 特別養護老人ホーム野桑の里 678-1202 赤穂郡上郡町野桑3027 791577000 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ナリコマエンタープライズ 代表取締役 竹内 美夫 567-0005 大阪府茨木市五日市1-7-27 726270145 西播(赤健)第1-57 令和1年7月29日 令和8年8月31日 平成24年7月27日
000028 6100136226 相生カントリー倶楽部 678-0011 相生市那波野278 791221010 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 リソル株式会社 代表取締役 今泉 芳親 410-2312 静岡県伊豆の国市長者原1240 558790011 西播(赤健)第1-71 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成24年8月3日
000028 6100136261 ローソン赤穂市民病院店 678-0232 赤穂市中広字東沖1090番赤穂市民病院内 791431807 飲食店営業(4)その他 一般 後藤 和子 西播(赤健)第1-59 令和1年7月31日 令和8年8月31日 平成24年8月6日
000028 6100136299 和楽屋 678-1226 赤穂郡上郡町高田台4-10-20 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社なごみロイヤル倶楽部 代表取締役 木村 雅博 678-0176 兵庫県赤穂市南野中6-13 791488519 西播(赤健)第1-87 平成30年8月27日 令和6年8月31日 平成24年8月8日
000028 6100136453 セブンーイレブン 相生西谷町店 678-0065 相生市西谷町1961-1 791226780 飲食店営業(4)その他 一般 坂本 毅 西播(赤健)第1-55 令和1年7月31日 令和8年8月31日 平成24年8月23日
000028 6100136715 時遊空館Ⅱ 678-0239 赤穂市加里屋駅前町56-25 791453888 飲食店営業(4)その他 一般 狩野 幸子 西播(赤健)第1-108 平成30年10月31日 令和6年11月30日 平成24年9月5日
000028 6100136931 Ingirat Bar PELL 678-0239 赤穂市加里屋55-11 791451159 飲食店営業(4)その他 一般 井口 繭美 西播(赤健)第1-117 平成30年10月31日 令和6年11月30日 平成24年9月26日
000028 6100137169 喫茶ライム 678-0255 赤穂市新田380-3関西福祉大学内 791462510 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 竹谷 悦子 西播(赤健)第1-95 令和1年10月31日 令和8年11月30日 平成24年10月15日
000028 6100137501 元気アップみのり 678-0052 相生市大島町3-4 791221330 飲食店営業(4)その他 一般 特定非営利活動法人元気アップみのり 理事長 柳口 昌保 678-0052 兵庫県相生市大島町3-4 791235957 西播(赤健)第1-104 平成30年10月25日 令和6年11月30日 平成24年11月12日
000028 6100137502 元気アップみのり 678-0052 相生市大島町3-4 791221330 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人元気アップみのり 理事長 柳口 昌保 678-0052 兵庫県相生市大島町3-4 791235957 西播(赤健)第2-18 平成30年10月25日 令和6年11月30日 平成24年11月12日
000028 6100137650 ファミリーマート赤穂警察署前店 678-0233 赤穂市加里屋中洲1-11 791461555 飲食店営業(4)その他 一般 鞍谷 精紀 西播(赤健)第1-127 平成30年11月22日 令和6年11月30日 平成24年11月26日
000028 6100137659 カームハウス蟻巣 678-0051 相生市那波大浜町9-11 791224656 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 久保 直樹 西播(赤健)第1-129 平成30年11月26日 令和6年11月30日 平成24年11月22日
000028 6100137749 味くらぶ　仕出しまさや 678-0239 赤穂市加里屋42-15 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 須田 英孝 西播(赤健)第1-131 平成30年11月28日 令和6年11月30日 平成24年11月28日
000028 6100137872 奥藤商事株式会社 678-0172 赤穂市坂越1419-1 791488005 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 奥藤商事株式会社 代表取締役 奥藤 利文 678-0172 兵庫県赤穂市坂越１４１９番地の１ 791488005 西播(赤健)第1-176 令和5年2月27日 令和10年2月29日 令和5年2月27日
000028 6100137979 海馬 678-0239 赤穂市加里屋字東組2164-28 791457335 飲食店営業(4)その他 一般 小野田 桂子 西播(赤健)第1-158 平成31年2月20日 令和7年2月28日 平成24年12月12日
000028 6100137994 工房　あか穂の実り 678-1183 赤穂市有年牟礼563 791493582 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 松田 静 西播(赤健)第27-1 平成31年2月12日 令和7年2月28日 平成24年12月14日
000028 6100138033 タテホわくわくランドサービスセンター 678-0215 赤穂市御崎1857-5 791450800 菓子製造業 一般 公益財団法人　兵庫県園芸・公園協会 代表理事 石井 孝一 673-0847 兵庫県明石市明石公園1-27 789127600 西播(赤健)第2-28 平成31年2月21日 令和7年2月28日 平成24年12月18日
000028 6100138068 特定非営利活動法人　ほっと・みのり 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店40L 特定非営利活動法人ほっと・みのり 理事長 吉田 たみ子 678-1233 兵庫県赤穂郡上郡町大持276番地16号 791522055 西播(赤健)第1-161 令和5年2月10日 令和10年2月29日 令和5年2月10日
000028 6100138136 ローソン赤穂元町店 678-0203 赤穂市元町6-2 791464466 飲食店営業(4)その他 一般 田路 昌司 西播(赤健)第1-153 令和2年1月31日 令和8年2月28日 平成24年12月26日
000028 6100138232 株式会社ファイン 上郡工場 678-1219 赤穂郡上郡町奥甲931 791521776 菓子製造業 一般 株式会社ファイン 代表取締役 佐々木 信綱 533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄5-7-8 663790357 西播(赤健)第2-28 令和2年2月13日 令和9年2月28日 平成25年1月9日
000028 6100138233 株式会社ファイン 上郡テクノ工場 678-1202 赤穂郡上郡町野桑700-3 791577030 菓子製造業 一般 株式会社ファイン 代表取締役 佐々木 信綱 533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄5-7ｰ8 663790357 西播(赤健)第2-29 令和2年2月13日 令和8年2月28日 平成25年1月9日
000028 6100138243 高瀬舟 678-0172 赤穂市坂越1654 791487122 飲食店営業(4)その他 一般 橋本 睦男 西播(赤健)第1-152 平成31年2月4日 令和7年2月28日 平成25年1月10日
000028 6100138399 あこうぱん 678-0233 赤穂市加里屋中洲6-24 791423565 飲食店営業(4)その他 一般 播州製菓株式会社 代表取締役 鈴木 誠 678-0233 兵庫県赤穂市加里屋中洲6-24 791423565 西播(赤健)第1-144 平成31年1月28日 令和7年2月28日 平成25年1月28日
000028 6100138400 あこうぱん 678-0233 赤穂市加里屋中洲6-24 791423565 菓子製造業 一般 播州製菓株式会社 代表取締役 鈴木 誠 678-0233 兵庫県赤穂市加里屋中洲6-24 791423565 西播(赤健)第2-22 平成31年1月28日 令和7年2月28日 平成25年1月28日
000028 6100138457 赤穂化成株式会社 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店80L 赤穂化成株式会社 代表取締役 池上 良成 678-0172 兵庫県赤穂市坂越329番地 791481111 西播(赤健)第1-170 令和5年2月20日 令和10年2月29日 令和5年2月20日
000028 6100138465 和 678-0007 相生市陸本町4-31 791230764 飲食店営業(4)その他 一般 高見 潤 西播(赤健)第1-148 平成31年1月30日 令和7年2月28日 平成25年1月29日
000028 6100138939 ｅｆ　－エフ－ 678-0031 相生市旭1丁目9-6岡本ビル102号 791565288 飲食店営業(4)その他 一般 谷口 広恵 西播(赤健)第1-9 平成31年4月23日 令和7年5月31日 平成25年3月4日
000028 6100138970 社会福祉法人玄武会  就労継続支援Ａ型施設げんぶ 678-0249 赤穂市片浜町227 791451113 飲食店営業(4)その他 一般 社会福祉法人玄武会 理事長 古城 尚子 678-0249 兵庫県赤穂市片浜町227 791451113 西播(赤健)第1-24 令和2年4月30日 令和9年5月31日 平成25年3月1日
000028 6100139115 みちのく 678-0031 相生市旭4丁目4-10 791221840 飲食店営業(4)その他 一般 松村 ルリ子 西播(赤健)第1-28 令和1年5月22日 令和7年5月31日 平成25年3月19日
000028 6100139206 元祖かもめ屋赤穂本店 678-0221 赤穂市尾崎3189-47 791452330 食肉販売業 一般 株式会社元祖かもめ屋 代表取締役 大塩 純市 678-0221 兵庫県赤穂市尾崎3189-47 791452330 西播(赤健)第14-4 令和1年5月10日 令和7年5月31日 平成25年3月25日
000028 6100139406 赤穂市民病院職員・外来食堂 678-0232 赤穂市中広1090番地 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　ホーユー 代表取締役 山浦 芳樹 730-0843 広島県広島市中区舟入本町17-1 825770035 西播(赤健)第1-10 平成31年4月23日 令和7年5月31日 平成25年4月2日
000028 6100139542 喫茶ライム 678-0255 赤穂市新田380-3関西福祉大学内 791462510 菓子製造業 一般 竹谷 悦子 西播(赤健)第2-8 令和2年5月21日 令和9年5月31日 平成25年4月16日
000028 6100139779 食武屋 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 小島 義治 西播(赤健)第1-38 平成30年5月23日 令和5年5月31日 平成25年4月30日
000028 6100140377 田舎蕎麦 夢玄庵 678-0063 相生市佐方2-5-25 791565039 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ソーエイ・トレーディング 代表取締役 小寺 克典 678-0063 兵庫県相生市佐方3-1-56 791241026 西播(赤健)第1-68 令和1年8月19日 令和7年8月31日 平成25年6月7日
000028 6100140584 Citron glace (シトロン グラス) 678-0244 赤穂市城西町85 791436430 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 坂本 国子 西播(赤健)第1-61 令和1年8月5日 令和7年8月31日 平成25年6月27日
000028 6100140929 特定非営利活動法人 播磨うまいもん食楽部  アサヒフーズ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中道 敦夫 西播(赤健)第1-84 平成30年8月21日 令和5年8月31日 平成25年7月22日
000028 6100141166 末廣堂光都苑 678-1205 赤穂郡上郡町光都2-27 791581188 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 塚﨑 博史 西播(赤健)第1-63 令和1年8月6日 令和7年8月31日 平成25年7月26日
000028 6100141167 末廣堂光都苑 678-1205 赤穂郡上郡町光都2-27 791581188 菓子製造業 一般 塚﨑 博史 西播(赤健)第2-10 令和1年8月6日 令和7年8月31日 平成25年7月26日
000028 6100141235 吉田敏郎 000-0000 赤穂市内一円 791430205 喫茶店営業 露店 吉田 敏郎 西播(赤健)第9-18 平成30年7月19日 令和5年8月31日 平成25年7月29日
000028 6100141444 マクドナルド赤穂フレスポ店 678-0232 赤穂市中広2 791434558 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社甲輝 代表取締役 櫛田 浩治 678-0232 兵庫県赤穂市中広2 791434558 西播(赤健)第1-73 令和2年8月17日 令和9年8月31日 平成25年8月13日
000028 6100141445 マクドナルド赤穂フレスポ店 678-0232 赤穂市中広2 791434558 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社甲輝 代表取締役 櫛田 浩治 678-0232 兵庫県赤穂市中広2 791434558 西播(赤健)第11-4 令和1年8月5日 令和7年8月31日 平成25年8月13日
000028 6100141446 マクドナルド赤穂フレスポ店 678-0232 赤穂市中広2 791434558 菓子製造業 一般 株式会社甲輝 代表取締役 櫛田 浩治 678-0232 兵庫県赤穂市中広2 791434558 西播(赤健)第2-13 令和2年8月17日 令和9年8月31日 平成25年8月13日
000028 6100141448 マクドナルド イオン赤穂店 678-0232 赤穂市中広字別所55-3 791464057 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社甲輝 代表取締役 櫛田 浩治 678-0232 兵庫県赤穂市中広2 791434558 西播(赤健)第1-72 令和2年8月11日 令和9年8月31日 平成25年8月13日
000028 6100141747 上郡町学校給食センター 678-1232 赤穂郡上郡町竹万2318 791573633 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 代表取締役 山田 智治 182-0021 東京都調布市調布ケ丘3-6-3 424898914 西播(赤健)第1-65 令和2年7月31日 令和9年8月31日 平成25年8月30日
000028 6100141872 Hanon 678-0259 赤穂市黒崎町27 791254018 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 永安 一平 西播(赤健)第1-97 令和1年10月31日 令和7年11月30日 平成25年9月11日
000028 6100141963 兵庫県立赤穂特別支援学校 678-0252 赤穂市大津1305 791439266 菓子製造業 一般 兵庫県立赤穂特別支援学校 校長 内海 貴美子 678-0252 兵庫県赤穂市大津1305 791439266 西播(赤健)第2-21 令和1年11月25日 令和7年11月30日 平成25年9月19日
000028 6100142014 巴屋本舗 678-0235 赤穂市上仮屋南2-13 791425318 菓子製造業 一般 有限会社巴屋 代表取締役 齋藤 晴久 678-0236 兵庫県赤穂市上仮屋南2-13 791422470 西播(赤健)第2-16 令和1年10月31日 令和7年11月30日 平成25年9月25日
000028 6100142106 小林水産有限会社 000-0000 赤穂市内 飲食店営業(4)その他 露店 小林水産有限会社 代表取締役 小林 日出男 678-0172 兵庫県赤穂市坂越191-1 791480451 西播(赤健)第1-97 平成30年10月18日 令和5年11月30日 平成25年9月30日
000028 6100142209 お好み焼道場かかし 678-0233 赤穂市加里屋中洲2-33 791423310 飲食店営業(4)その他 一般 大島 幸大郎 西播(赤健)第1-99 令和1年10月31日 令和7年11月30日 平成25年10月8日
000028 6100142483 赤穂化成株式会社 678-0193 赤穂市坂越329 791481111 めん類製造業 一般 赤穂化成株式会社 代表取締役 池上 良成 678-0193 兵庫県赤穂市坂越329 791481111 西播(赤健)第21-1 令和1年11月21日 令和7年11月30日 平成25年10月29日
000028 6100142485 いずみっこ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 社会福祉法人 泉心学園 理事長 小林 淨伸 678-1203 兵庫県赤穂郡上郡町尾長谷536 791520168 西播(赤健)第1-96 平成30年10月15日 令和5年11月30日 平成25年10月29日
000028 6100142488 みなと屋 678-0239 赤穂市加里屋38-3 791429939 飲食店営業(4)その他 一般 湊 宏之 西播(赤健)第1-98 令和1年10月31日 令和7年11月30日 平成25年10月29日
000028 6100142507 和ごころダイニング あおばの家店 678-0232 赤穂市中広1265-1 791458600 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ジャポネックス 代表取締役 迫井 圭二 672-8045 兵庫県姫路市飾磨区中野田1-21 792357200 西播(赤健)第1-101 令和1年10月31日 令和7年11月30日 平成25年10月31日
000028 6100142792 ラ・ファランドール 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 特定非営利活動法人ﾜｰｷﾝｸﾞnetにしはりま 理事 小谷 道夫 678-0236 兵庫県赤穂市上仮屋南17-12 791254393 西播(赤健)第1-107 平成30年10月25日 令和5年11月30日 平成25年11月21日
000028 6100142897 green days 678-0163 赤穂市高雄1799-4 791488638 飲食店営業(4)その他 一般 井下 みどり 西播(赤健)第1-102 令和1年11月7日 令和7年11月30日 平成25年11月26日
000028 6100142973 小河ゆず栽培組合加工部 678-0092 相生市矢野町小河364-1 菓子製造業 一般 勝谷 公美子 西播(赤健)第2-17 令和1年10月31日 令和7年11月30日 平成25年11月28日
000028 6100142974 お好み焼 さやか 上郡店 678-1241 赤穂郡上郡町山野里2299 791522332 飲食店営業(4)その他 一般 有吉 節子 西播(赤健)第1-120 令和1年11月28日 令和7年11月30日 平成25年11月28日
000028 6100143102 湊水産株式会社 678-0052 相生市大島町1-1 791233710 菓子製造業 一般 湊水産株式会社 代表取締役 湊 信秀 678-0052 兵庫県相生市大島町1-1 791233710 西播(赤健)第2-33 令和3年2月5日 令和10年2月29日 平成25年12月5日
000028 6100143184 上郡町観光案内所 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 791526959 飲食店営業(4)その他 露店 上郡町 町長 遠山 寛 678-1292 兵庫県赤穂郡上郡町大持278 791521111 西播(赤健)第1-143 平成31年1月25日 令和6年2月29日 平成25年12月12日
000028 6100143185 駅前商店会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 西山 徹 西播(赤健)第1-142 平成31年1月25日 令和6年2月29日 平成25年12月12日
000028 6100143311 シフォンカーメル 678-0206 赤穂市宮前町11-3クレセント赤穂102号 791433873 菓子製造業 一般 前田 淳子 西播(赤健)第2-25 令和2年1月31日 令和8年2月28日 平成25年12月24日
000028 6100143313 カラオケ喫茶美どり 678-0222 赤穂市東浜町13 791436979 飲食店営業(4)その他 一般 山脇 由紀子 西播(赤健)第1-175 令和2年2月21日 令和8年2月28日 平成25年12月24日
000028 6100143456 Kitchen にこにこ 678-0031 相生市旭4-11-18 791237890 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 片岡 昭子 西播(赤健)第1-177 令和2年2月21日 令和8年2月28日 平成26年1月14日
000028 6100143522 木筋堂 678-0239 赤穂市加里屋2103-12 791422546 飲食店営業(4)その他 露店 田中 優真 西播(赤健)第1-145 平成31年1月28日 令和6年2月29日 平成26年1月16日
000028 6100143879 和 678-1233 赤穂郡上郡町大持365-1 791525711 飲食店営業(4)その他 一般 横山 和江 西播(赤健)第1-149 令和2年1月31日 令和8年2月28日 平成26年2月13日
000028 6100143882 ファミリーマート赤穂中広店 678-0233 赤穂市加里屋中洲6-5-1 791465033 飲食店営業(4)その他 一般 井上 雅清 西播(赤健)第1-141 令和2年1月28日 令和8年2月28日 平成26年2月13日
000028 6100144439 漬右衛門 678-0252 赤穂市大津1327　赤穂精華園 やまびこ寮 791432091 そうざい製造業 一般 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 理事長 藪本 訓弘 651-2134 兵庫県神戸市西区曙町1070 789295655 西播(赤健)第22-3 令和2年5月25日 令和8年5月31日 平成26年3月13日
000028 6100144554 小林商店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 小林 裕明 西播(赤健)第1-33 令和1年5月28日 令和6年5月31日 平成26年3月24日
000028 6100144587 お好み焼き 鉄板ダイニング Rin 678-1241 赤穂郡上郡町山野里2345-1 791525226 飲食店営業(4)その他 一般 小谷 有里子 西播(赤健)第1-31 令和2年5月15日 令和8年5月31日 平成26年3月25日
000028 6100144688 赤穂市民病院内日清事業所 678-0232 赤穂市中広1090 791423103 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目7番3号 332873611 西播(赤健)第1-38 令和3年5月28日 令和10年5月31日 平成26年3月27日
000028 6100144737 就労継続支援Ａ型施設はくほう 678-0249 赤穂市片浜町228 791439100 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 医療法人伯鳳会 理事長 古城 資久 678-0241 兵庫県赤穂市惣門町52-6 791451111 西播(赤健)第1-25 令和2年4月30日 令和8年5月31日 平成26年3月28日
000028 6100144738 就労継続支援Ａ型施設はくほう 678-0249 赤穂市片浜町228 791439100 そうざい製造業 一般 医療法人伯鳳会 理事長 古城 資久 678-0241 兵庫県赤穂市惣門町52-6 791451111 西播(赤健)第22-2 令和2年4月30日 令和8年5月31日 平成26年3月28日
000028 6100144873 お好み焼き鉄板焼き いなほや 678-0222 赤穂市東浜町13 791457001 飲食店営業(4)その他 一般 小路 裕樹 西播(赤健)第1-40 令和2年5月18日 令和8年5月31日 平成26年4月3日
000028 6100144875 一般社団法人 兵庫県地域振興組合  アサヒフーズ　NPO法人播磨うまいもん食楽部 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 一般社団法人兵庫県地域振興組合 代表理事 中道 敦夫 678-1181 兵庫県赤穂市有年楢原255 791493258 西播(赤健)第1-7 平成31年4月19日 令和6年5月31日 平成26年4月3日
000028 6100144882 喜饗家 678-0215 赤穂市御崎2-36 791251652 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大場 弘喜 西播(赤健)第1-27 令和2年4月30日 令和8年5月31日 平成26年4月3日
000028 6100144895 ダイセル西播磨研修センター食堂 678-1205 赤穂郡上郡町光都3-14-1 791581200 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 うおいちフーズ株式会社 代表取締役 松田 友美 678-0031 兵庫県相生市旭2-20-15 791254463 西播(赤健)第1-32 令和2年5月15日 令和8年5月31日 平成26年4月3日
000028 6100144922 前川農産もち加工部門 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市明石市及び西宮市を除く） 菓子製造業 露店 前川 勇人 西播(赤健)第2-3 平成31年4月25日 令和6年5月31日 平成26年4月7日
000028 6100145024 若狭野町地域活性化委員会 000-0000 相生市内一円 飲食店営業(4)その他 露店 山田 一廣 西播(赤健)第1-23 平成31年4月26日 令和6年5月31日 平成26年4月11日
000028 6100145044 新町うどん 678-0239 赤穂市加里屋新町98-15 めん類製造業 一般 医療法人　伯鳳会 理事長 古城 資久 678-0241 兵庫県赤穂市惣門町52-6 791451111 西播(赤健)第21-1 令和2年4月30日 令和8年5月31日 平成26年4月14日
000028 6100145190 地産 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 松原 毅 西播(赤健)第1-30 令和1年5月24日 令和6年5月31日 平成26年4月21日
000028 6100145222 オモニ 000-0000 相生市、上郡町、赤穂市 飲食店営業(4)その他 露店 竹内 静江 西播(赤健)第1-39 令和1年5月31日 令和6年5月31日 平成26年4月22日
000028 6100145288 レストラン ジョナサン 678-0031 相生市旭3-7-6 791227077 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 うおいちフーズ株式会社 代表取締役 松田 友美 678-0031 兵庫県相生市旭2-20-15 791254463 西播(赤健)第1-37 令和2年5月15日 令和8年5月31日 平成26年4月25日
000028 6100145758 有限会社こばやし葬祭 678-0176 赤穂市南野中625-1 791421212 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社こばやし葬祭 代表取締役 小林 修 678-0176 兵庫県赤穂市南野中625-1 791421212 西播(赤健)第1-48 令和2年5月25日 令和8年5月31日 平成26年5月27日
000028 6100145800 マーらいおん 678-0031 相生市旭1-10-5南部産業ﾋﾞﾙ1F 791223301 飲食店営業(4)その他 一般 絹笠 莉華 西播(赤健)第1-4 令和2年4月16日 令和8年5月31日 平成26年5月30日
000028 6100145851 暖木nonki 678-0172 赤穂市坂越2022 791254622 菓子製造業 一般 橋本 愛 西播(赤健)第2-5 令和2年4月30日 令和8年5月31日 平成26年5月30日
000028 6100146026 グリーンヒル相生 678-0061 相生市桜ケ丘町5299-2 791242228 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 サンケータリング株式会社 代表取締役 吉水 邦裕 670-0837 兵庫県姫路市宮西町3-6 792253636 西播(赤健)第1-78 令和2年8月20日 令和8年8月31日 平成26年6月16日
000028 6100146027 桜ケ丘寮 678-0061 相生市桜ケ丘町5299-2 791225531 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 サンケータリング株式会社 代表取締役 吉水 邦裕 670-0837 兵庫県姫路市宮西町3-6 792253636 西播(赤健)第1-79 令和2年8月20日 令和8年8月31日 平成26年6月16日
000028 6100146962 宮崎蜜月堂 678-0239 赤穂市加里屋52-8 791423337 菓子製造業 一般 黒川 正弘 西播(赤健)第2-14 令和2年8月21日 令和8年8月31日 平成26年7月30日
000028 6100146963 美食処 主税／喫茶 ＥＫＩＭＡＥ 678-0239 赤穂市加里屋69-1 791439000 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 清水 龍明 西播(赤健)第1-60 令和2年7月8日 令和8年8月31日 平成26年7月30日
000028 6100147070 梅田商店 678-0215 赤穂市御崎373 791437117 飲食店営業(4)その他 一般 梅田 尚孝 西播(赤健)第1-81 令和2年8月21日 令和8年8月31日 平成26年7月31日
000028 6100147565 栄町商店会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 橋本 正行 西播(赤健)第1-122 令和1年11月28日 令和6年11月30日 平成26年9月3日
000028 6100147730 セブン－イレブン相生竜泉店 678-0072 相生市竜泉町177-6 791224712 飲食店営業(4)その他 一般 宮川 太郎 西播(赤健)第1-125 令和2年11月20日 令和8年11月30日 平成26年9月18日
000028 6100147731 セブン－イレブン相生竜泉店 678-0072 相生市竜泉町177-6 791224712 菓子製造業 一般 宮川 太郎 西播(赤健)第2-25 令和2年11月20日 令和8年11月30日 平成26年9月18日
000028 6100147735 道の駅あいおい白龍城 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社 あいおいアクアポリス 代表取締役社長 田口 晴喜 678-0053 兵庫県相生市那波南本町8-55 791235995 西播(赤健)第1-117 令和1年11月21日 令和6年11月30日 平成26年9月18日
000028 6100147736 スナック ジョーカー 678-0031 相生市旭1-8-11飯店ﾋﾞﾙ 2F 飲食店営業(4)その他 一般 橋口 康恵 西播(赤健)第1-98 令和2年10月20日 令和8年11月30日 平成26年9月18日
000028 6100147764 株式会社 正真水産 678-0172 赤穂市坂越字大黒319の地先 791488940 魚介類販売業 一般 株式会社 正真水産 代表取締役 水漏 正義 678-0221 兵庫県赤穂市尾崎2121-31 791438159 西播(赤健)第5-20 令和2年11月13日 令和8年11月30日 平成26年9月24日
000028 6100147810 Let's 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 宮井 由加里 西播(赤健)第1-79 令和1年10月21日 令和6年11月30日 平成26年9月25日
000028 6100147823 NPO法人 播州赤穂うまいもん隊 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 特定非営利活動法人播州赤穂うまいもん隊 理事 河原 順次 678-0201 兵庫県赤穂市折方958番地7 791258518 西播(赤健)第1-77 令和1年10月18日 令和6年11月30日 平成26年9月25日
000028 6100147857 珠せいろマルト水産株式会社 678-0141 相生市相生字壺根5133-32 791221887 水産製品製造業 一般 珠せいろマルト水産株式会社 代表取締役 卜部 将平 721-0951 広島県福山市新浜町1-5-15 西播(赤健)第30-2 令和3年11月11日 令和10年11月30日 令和3年11月11日
000028 6100147910 浜焼き餃子酒場こだわりや  播州赤穂駅前店 678-0239 赤穂市加里屋字駅前町31-8 スエマサビル1F 791460055 飲食店営業(4)その他 一般 チムニー株式会社 代表取締役 和泉 學 130-0014 東京都墨田区亀沢1-1-15 358392600 西播(赤健)第1-118 令和2年11月12日 令和8年11月30日 平成26年9月30日
000028 6100148043 龍栄水産 678-0041 相生市相生5381 791225007 魚介類販売業 一般 藤本 長 西播(赤健)第5-23 令和2年11月20日 令和8年11月30日 平成26年10月14日
000028 6100148044 株式会社やまよ 678-0041 相生市相生5038-2 791223877 魚介類販売業 一般 株式会社やまよ 代表取締役 福本 英作 678-0024 兵庫県相生市双葉1-7-18 791565977 西播(赤健)第5-24 令和2年11月20日 令和8年11月30日 平成26年10月14日
000028 6100148045 株式会社やまよ 678-0041 相生市相生5038-2 791223877 そうざい製造業 一般 株式会社やまよ 代表取締役 福本 英作 678-0024 兵庫県相生市双葉1-7-18 791565977 西播(赤健)第22-6 令和2年11月20日 令和8年11月30日 平成26年10月14日
000028 6100148046 上郡町商工会 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 上郡町商工会 会長 大崎 基弘 678-1233 兵庫県赤穂郡上郡町大持278 791523710 西播(赤健)第1-106 令和1年11月12日 令和6年11月30日 平成26年10月14日
000028 6100148121 つばき作業所 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 菓子製造業 露店 特定非営利活動法人 つばき 理事 安部 勝 678-1233 兵庫県赤穂郡上郡町大持276-16 791525813 西播(赤健)第2-13 令和1年10月18日 令和6年11月30日 平成26年10月17日



000028 6100148122 つばき作業所 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 喫茶店営業 露店 特定非営利活動法人 つばき 理事 安部 勝 678-1233 兵庫県赤穂郡上郡町大持276-16 791525813 西播(赤健)第9-12 令和1年10月18日 令和6年11月30日 平成26年10月17日
000028 6100148237 もとや 678-1225 赤穂郡上郡町與井663 791521510 菓子製造業 一般 宮本 桂子 西播(赤健)第2-19 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成26年10月27日
000028 6100148282 泉水産 678-0041 相生市相生5381 791237099 魚介類販売業 一般 濱田 謙二 西播(赤健)第5-22 令和2年11月20日 令和8年11月30日 平成26年10月28日
000028 6100148383 カフェ・リゾッチャ 678-0232 赤穂市中広字東沖1095-2日本調剤株式会社赤穂薬局１階テナント 791457348 飲食店営業(4)その他 一般 田中 千恵美 西播(赤健)第1-99 令和2年10月23日 令和8年11月30日 平成26年11月7日
000028 6100148622 有限会社　鈴木商店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 有限会社　鈴木商店 代表取締役 鈴木 剛 678-0202 兵庫県赤穂市山手町4-1 791451158 西播(赤健)第1-110 令和1年11月12日 令和6年11月30日 平成26年11月20日
000028 6100148650 お好み焼 鉄板焼　かずちゃん 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 百田 和子 西播(赤健)第1-82 令和1年10月30日 令和6年11月30日 平成26年11月26日
000028 6100148674 Ｆｕｗａｒｉ 678-0249 赤穂市片浜町44 791431682 菓子製造業 一般 寒原 美幸 西播(赤健)第2-20 令和2年11月5日 令和8年11月30日 平成26年11月25日
000028 6100148676 焼がき　大豊 678-0141 相生市相生5133-32 791226777 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社竹内水産 代表取締役 竹内 卓也 678-0141 兵庫県相生市相生5150-2 791226771 西播(赤健)第1-114 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成26年11月21日
000028 6100148683 西上商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 西上 春江 西播(赤健)第2-22 令和1年11月28日 令和6年11月30日 平成26年11月26日
000028 6100148843 神戸唐唐亭　相生店 678-0023 相生市向陽台5-2 791228829 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川西 健夫 西播(赤健)第1-166 令和3年2月15日 令和9年2月28日 平成26年12月3日
000028 6100148927 寄合蔵 678-0172 赤穂市坂越1419-1 791488005 飲食店営業(4)その他 一般 奥藤商事株式会社 代表取締役 奥藤 利文 678-0172 兵庫県赤穂市坂越1419-1 791488005 西播(赤健)第1-148 令和3年1月29日 令和9年2月28日 平成26年12月10日
000028 6100148995 和ごころダイニング わかばの家 678-0232 赤穂市中広東沖1264 791460011 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ジャポネックス 代表取締役 迫井 圭二 672-8045 兵庫県姫路市飾磨区中野田1-21 792357200 西播(赤健)第1-143 令和3年1月29日 令和9年2月28日 平成26年12月16日
000028 6100149147 やな工房 678-0165 赤穂市木津1016-2 791487568 菓子製造業 一般 柳口 弘子 西播(赤健)第2-32 令和3年1月29日 令和9年2月28日 平成26年12月25日
000028 6100149200 赤穂あけぼの幼稚園 678-0237 赤穂市上仮屋北15-7 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田3丁目3-20 664588801 西播(赤健)第1-134 令和4年2月7日 令和11年2月28日 令和4年2月7日
000028 6100149213 西播磨なぎさ回廊づくり連絡会 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 小山 豊佳 西播(赤健)第1-134 令和2年1月17日 令和7年2月28日 平成27年1月9日
000028 6100149222 ラウンジ．ラ・セーヌ 678-0031 相生市旭1-8-11 松ノ浦ビル１F 791227213 飲食店営業(4)その他 一般 大谷 裕子 西播(赤健)第1-139 令和3年1月25日 令和9年2月28日 平成27年1月9日
000028 6100149244 やはたの宮観光農園 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 宮下 憲章 西播(赤健)第1-148 令和2年1月31日 令和7年2月28日 平成27年1月14日
000028 6100149245 やはたの宮観光農園 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 菓子製造業 露店 宮下 憲章 西播(赤健)第2-24 令和2年1月31日 令和7年2月28日 平成27年1月14日
000028 6100149246 喜久八 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 吉野 利成 西播(赤健)第1-133 令和2年1月17日 令和7年2月28日 平成27年1月14日
000028 6100149261 ｱｻﾋﾌｰｽﾞ 播磨うまいもん食楽部  兵庫県地域振興組合 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中道 弘典 西播(赤健)第1-137 令和2年1月23日 令和7年2月28日 平成27年1月15日
000028 6100149264 伝説のたこ焼 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 前田 吉治 西播(赤健)第1-162 令和2年2月7日 令和7年2月28日 平成27年1月15日
000028 6100149266 煮売り屋一 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 長山 敬子 西播(赤健)第1-167 令和2年2月14日 令和7年2月28日 平成27年1月15日
000028 6100149284 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 清水 隆雄 西播(赤健)第1-135 令和2年1月23日 令和7年2月28日 平成27年1月16日
000028 6100149309 能登屋 000-0000 相生市内 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社ハマナカ産商 代表取締役 濱中 雷太 678-0025 兵庫県相生市古池本町20-28 791251434 西播(赤健)第1-178 令和2年2月21日 令和7年2月28日 平成27年1月21日
000028 6100149343 グリーングラス 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 791280085 飲食店営業(4)その他 露店 社会福祉法人みどり福祉会 理事長 魚橋 哲夫 678-0081 兵庫県相生市若狭野町雨内800-141 791281613 西播(赤健)第1-164 令和2年2月14日 令和7年2月28日 平成27年1月26日
000028 6100149377 功結水産 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 鎌島 孝次 西播(赤健)第1-140 令和2年1月28日 令和7年2月28日 平成27年1月28日
000028 6100149378 赤穂かき工房 000-0000 赤穂市、上郡町一円 飲食店営業(4)その他 露店 佐野 好平 西播(赤健)第1-160 令和2年2月6日 令和7年2月28日 平成27年1月28日
000028 6100149381 くいどうらく株式会社 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 嘉陽田 征信 西播(赤健)第1-136 令和2年1月23日 令和7年2月28日 平成27年1月28日
000028 6100149394 カフェ　ウサネコ 678-1231 赤穂郡上郡町上郡699-2 791255502 飲食店営業(4)その他 一般 長谷川 和歌子 西播(赤健)第1-155 令和3年2月8日 令和9年2月28日 平成27年1月28日
000028 6100149414 サンローズ 678-0031 相生市旭1-15-16 791237334 飲食店営業(4)その他 一般 岩本 直子 西播(赤健)第1-158 令和3年2月9日 令和9年2月28日 平成27年1月29日
000028 6100149505 クラブ はま 678-0239 赤穂市加里屋83-10 791425058 飲食店営業(4)その他 一般 中原 利恵子 西播(赤健)第1-159 令和3年2月9日 令和9年2月28日 平成27年2月4日
000028 6100149703 若狭野みそ加工グループ 678-0082 相生市若狭野町野々764-56 みそ製造業 一般 室井 加代 西播(赤健)第16-1 令和3年2月15日 令和9年2月28日 平成27年2月18日
000028 6100149847 Kitchen 夢来 678-0021 相生市赤坂1-4-26　ハイツ赤坂1F 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 巴 恒男 西播(赤健)第1-149 令和3年1月29日 令和9年2月28日 平成27年2月24日
000028 6100150357 台湾料理豊源 678-1231 赤穂郡上郡町上郡1470 791525936 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 翔輝株式会社 代表取締役 山岸 雅男 501-1132 岐阜県岐阜市折立887 582395678 西播(赤健)第1-35 令和3年5月24日 令和9年5月31日 平成27年3月24日
000028 6100150370 臨海荘 678-0061 相生市桜ケ丘町5292 791223150 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＩＨＩビジネスサポート 代表取締役 石原 慎二 100-0006 東京都千代田区丸の内3丁目4番1号 332137820 西播(赤健)第1-22 令和3年5月13日 令和9年5月31日 平成27年3月24日
000028 6100150690 就労支援センターＳＯＲＡ 678-0173 赤穂市浜市334-2 791488880 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 医療法人　千水会 代表取締役 深井 光浩 678-0173 兵庫県赤穂市浜市408 791488087 西播(赤健)第1-26 令和3年5月19日 令和9年5月31日 平成27年4月10日
000028 6100151025 赤穂大和会館 678-0225 赤穂市海浜町1 791435969 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社大和生研 代表取締役 山下 裕史 670-0936 兵庫県姫路市古二階町63番地 792890117 西播(赤健)第1-28 令和4年5月19日 令和11年5月31日 令和4年5月19日
000028 6100151225 魚萬 678-0023 相生市向陽台3-11 791234557 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西播(赤健)第1-28 令和3年5月24日 令和9年5月31日 平成27年5月18日
000028 6100151775 ローソン上郡神明寺店 678-1221 赤穂郡上郡町神明寺腰前275-1 791525372 飲食店営業(4)その他 一般 茶谷 晋輔 西播(赤健)第1-58 令和4年8月1日 令和11年8月31日 令和4年8月1日
000028 6100152056 大自然料理・バーベキューくいどうらく 678-0172 赤穂市坂越字大黒290-7 791468800 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 くいどうらく株式会社 代表取締役 嘉陽田 征信 678-0172 兵庫県赤穂市坂越290-7 791468800 西播(赤健)第1-54 令和3年8月6日 令和9年8月31日 令和3年8月6日
000028 6100152126 大丸食品株式会社 赤穂工場 678-0239 赤穂市加里屋1120-118 791464129 そうざい製造業 一般 大丸食品株式会社 代表取締役 東野 雅弘 702-8048 岡山県岡山市南区福吉町15-3 862646511 西播(赤健)第22-2 令和3年8月24日 令和9年8月31日 令和3年8月24日
000028 6100152164 坂利太 678-0172 赤穂市坂越2083 791488658 菓子製造業 一般 西川 明男 西播(赤健)第2-9 令和3年8月26日 令和9年8月31日 令和3年8月26日
000028 6100152165 坂利太 678-0172 赤穂市坂越2083 791488658 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 西川 明男 西播(赤健)第11-4 令和2年8月21日 令和7年8月31日 平成27年7月9日
000028 6100152188 光菱電機㈱コンビCVM (CCW受託) 678-1252 赤穂郡上郡町船坂640 791550121 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(赤健)第9-14 令和2年8月24日 令和7年8月31日 平成27年7月15日
000028 6100152191 光菱電機㈱第7工場CVM (CCW受託) 678-1252 赤穂郡上郡町船坂640 791550121 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(赤健)第9-15 令和2年8月24日 令和7年8月31日 平成27年7月15日
000028 6100152217 創作dining杏 678-0239 赤穂市加里屋63-3 791422000 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 旧林 英樹 西播(赤健)第1-62 令和3年8月12日 令和9年8月31日 令和3年8月12日
000028 6100152569 kitchen＆BAR PEACOCK 678-0239 赤穂市加里屋2196-1 791565533 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福永 将大 西播(赤健)第1-69 令和3年8月27日 令和9年8月31日 令和3年8月27日
000028 6100152652 彦屋 678-0239 赤穂市加里屋91-18 791255940 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小野 誠彦 西播(赤健)第1-63 令和3年8月12日 令和9年8月31日 令和3年8月12日
000028 6100152973 マルヤマ 000-0000 赤穂市内 喫茶店営業 露店 丸山 啓輔 西播(赤健)第9-6 令和2年7月21日 令和7年8月31日 平成27年8月31日
000028 6100153002 赤穂御崎鮮魚 000-0000 赤穂市、相生市、たつの市、上郡町、佐用町 魚介類販売業 自動車 樽 康夫 西播(赤健)第5-7 令和2年7月17日 令和7年8月31日 平成27年8月31日
000028 6100153055 ｒａｂｂｉｔ 678-0141 相生市相生5152-3 飲食店営業(4)その他 露店 上田 緑 西播(赤健)第1-117 令和2年11月10日 令和7年11月30日 平成27年9月3日
000028 6100153443 ＦＩＤＥＬ’Ｓ　ＰIＺＺＡ 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 モントヤ フィデル ゴンザレス 西播(赤健)第1-96 令和2年10月16日 令和7年11月30日 平成27年10月9日
000028 6100153444 ローソン赤穂中広店 678-0232 赤穂市中広字別所78-1 791461010 飲食店営業(4)その他 一般 田路 昌司 西播(赤健)第1-108 令和4年11月4日 令和11年11月30日 令和4年11月4日
000028 6100153604 浜中水産 678-0041 相生市相生4683 791231750 魚介類販売業 一般 株式会社ハマナカ産商 代表取締役 濱中 雷太 678-0024 兵庫県相生市双葉2丁目12番5号 791251434 西播(赤健)第5-22 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 6100153605 浜中水産 678-0041 相生市相生4683 791231750 魚介類販売業 一般 濱中 稔 西播(赤健)第5-23 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 6100153844 パン工房 Mountain 678-0082 相生市若狭野町福井102-5 791256530 菓子製造業 一般 株式会社 山本ベーカリー 代表取締役 山本 信人 678-0082 兵庫県相生市若狭野町福井102-5 791280157 西播(赤健)第2-12 令和3年11月4日 令和9年11月30日 令和3年11月4日
000028 6100153879 ＣＵＢＩＣ　キュービック 678-0241 赤穂市惣門町55-16 791420922 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 板橋 弘和 西播(赤健)第1-91 令和3年11月8日 令和9年11月30日 令和3年11月8日
000028 6100153927 相生水産カキ工房 678-0041 相生市相生6 791223522 水産製品製造業 一般 株式会社 相生水産かき工房 代表取締役 八木 雅史 678-0041 兵庫県相生市相生3-8-9 791232336 西播(赤健)第30-8 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 6100154133 きたや 678-0203 赤穂市元町1-13 791255892 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田上 欽也 西播(赤健)第1-94 令和3年11月8日 令和9年11月30日 令和3年11月8日
000028 6100154262 カフェ･バンカレラ 赤穂店 678-0232 赤穂市中広2-8 791460660 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マルハンダイニング 代表取締役 窪田 猛 135-0033 東京都江東区深川2-8-19 356466777 西播(赤健)第1-132 令和4年2月3日 令和10年2月29日 令和4年2月3日
000028 6100154287 ごほうび酒場 678-0239 赤穂市加里屋駅前町40-6赤穂ﾌﾟﾗｻﾞﾊｲﾂ103 791434845 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 児島 正典 西播(赤健)第1-144 令和4年2月15日 令和10年2月29日 令和4年2月15日
000028 6100154310 マックスバリュ相生南店 678-0053 相生市那波南本町8-8 791235245 飲食店営業(4)その他 露店 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358405 西播(赤健)第1-157 令和3年2月10日 令和8年2月28日 平成27年12月4日
000028 6100154311 マックスバリュ相生南店 678-0053 相生市那波南本町8-8 791235245 菓子製造業 露店 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358405 西播(赤健)第2-35 令和3年2月10日 令和8年2月28日 平成27年12月4日
000028 6100154316 ごはんどき赤穂店 678-0232 赤穂市中広2-8 791460511 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社マルハンダイニング 代表取締役社長 窪田 猛 135-0033 東京都江東区深川2-8-19 356466777 西播(赤健)第1-131 令和4年2月3日 令和10年2月29日 令和4年2月3日
000028 6100154429 大丸食品株式会社 赤穂工場 678-0239 赤穂市加里屋1120-118 791464129 食肉販売業 一般 大丸食品株式会社 代表取締役 東野 雅弘 702-8048 岡山県岡山市南区福吉町15-3 862646511 西播(赤健)第14-7 令和4年2月24日 令和10年2月29日 令和4年2月24日
000028 6100154541 タテホ化学工業㈱　赤穂工場 678-0239 赤穂市加里屋字加藤974 791425041 喫茶店営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 353210701 西播(赤健)第9-27 令和3年1月28日 令和8年2月28日 平成27年12月25日
000028 6100154618 まねきや 678-0239 赤穂市加里屋駅前町67-10 ANGELO赤穂1FC号 791422223 飲食店営業(4)その他 一般 川西 健夫 西播(赤健)第1-146 令和4年2月17日 令和10年2月29日 令和4年2月17日
000028 6100154865 チキンショップ鳥和 678-0082 相生市若狭野町出183 791280818 飲食店営業(4)その他 一般 松本 和廣 西播(赤健)第1-139 令和4年2月15日 令和10年2月29日 令和4年2月15日
000028 6100154866 中川鮮魚店 000-0000 赤穂市 魚介類販売業 自動車 中川 政治郎 西播(赤健)第5-26 令和3年1月22日 令和8年2月28日 平成28年1月27日
000028 6100155040 焼肉家 しょくどうえん 678-0239 赤穂市加里屋44-13 791451920 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大丸食品株式会社 代表取締役 東野 雅弘 702-8048 岡山県岡山市南区福吉町15番3号 862646511 西播(赤健)第1-147 令和4年2月17日 令和10年2月29日 令和4年2月17日
000028 6100155069 ラ・ファランドール 678-0239 赤穂市加里屋2072－1 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人ワーキングnetにしはりま 理事長 小谷 道夫 678-0236 兵庫県赤穂市上仮屋南17－12 791251265 西播(赤健)第2-18 令和4年2月15日 令和10年2月29日 令和4年2月15日
000028 6100155098 金剛山 678-0051 相生市那波大浜町20-2 791225564 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ファーイースト 代表取締役 金剛 秀樹 678-0051 兵庫県相生市那波大浜町20-2 791225564 西播(赤健)第1-127 令和4年1月28日 令和10年2月29日 令和4年1月28日
000028 6100155111 焼肉レストラン大門 678-0031 相生市旭1-8-13 791232073 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社大門 代表取締役 白川 美紀 678-0243 兵庫県赤穂市若草町134-3 791453070 西播(赤健)第1-140 令和4年2月15日 令和10年2月29日 令和4年2月15日
000028 6100155319 マックスバリュエクスプレス相生店 678-0023 相生市向陽台5-9 791225002 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 西播(赤健)第2-16 令和4年1月25日 令和11年2月28日 令和4年1月25日
000028 6100155501 株式会社 竹内水産 678-0141 相生市相生5150-2 791226771 水産製品製造業 一般 株式会社 竹内水産 代表取締役 竹内 卓也 678-0141 兵庫県相生市相生5150-2 791226771 西播(赤健)第30-10 令和4年2月8日 令和10年2月29日 令和4年2月8日
000028 6100155682 焼肉 味楽 678-0239 赤穂市加里屋68-23 791423484 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 李 樹好 西播(赤健)第1-24 令和4年5月13日 令和10年5月31日 令和4年5月13日
000028 6100155703 セブン－イレブン相生山手店 678-0001 相生市山手1-150 791226300 飲食店営業(4)その他 一般 垣谷 和彦 西播(赤健)第西播(赤健)第1-154 令和4年5月25日 令和10年5月31日 令和4年5月25日
000028 6100155760 Ｖｅｎ美ＲＡ 678-0041 相生市相生6-1-1 791230707 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＬＩＣＴＨ 代表取締役 山田 賢司 678-0004 兵庫県相生市池之内224番1号 791566883 西播(赤健)第1-11 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 6100155782 華たこ　赤穂店 678-0232 赤穂市中広2 飲食店営業(4)その他 露店 合同会社原田商会 原田 信晴 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋109-18加里屋新町倉庫 西播(赤健)第1-25 令和3年5月19日 令和8年5月31日 平成28年3月23日
000028 6100156205 株式会社四国屋台村 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社四国屋台村 代表取締役 篠原 誠 792-0856 愛媛県新居浜市船木甲2953-2 897403869 西播(赤健)第1-4 令和3年4月16日 令和8年5月31日 平成28年4月11日
000028 6100156304 焼肉秀吉　赤穂店 678-0259 赤穂市黒崎町211 791421129 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大丸食品株式会社 代表取締役 東野 雅弘 702-8048 岡山県岡山市南区福吉町15番3号 862646511 西播(赤健)第1-13 令和4年5月2日 令和10年5月31日 令和4年5月2日
000028 6100156411 鞍居地区ふるさと村づくり協議会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 河井 正人 西播(赤健)第2-1 令和3年4月16日 令和8年5月31日 平成28年4月22日
000028 6100156528 ｈｏｎｏｋａ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 791569660 菓子製造業 露店 社会福祉法人 兵庫県社会福祉事業団 理事長 藪本 訓弘 651-2134 兵庫県神戸市西区曙町1070 789295655 西播(赤健)第2-2 令和3年4月16日 令和8年5月31日 平成28年4月28日
000028 6100156634 赤穂希太水産 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 魚介類販売業 自動車 吉森 重幸 西播(赤健)第5-2 令和3年4月16日 令和8年5月31日 平成28年5月12日
000028 6100156891 ＬＯＶＥ ＆ ＪＯＹ 678-0239 赤穂市加里屋67-10　ANGELO赤穂駅前1-A 791566858 飲食店営業(4)その他 一般 小林 恵理 西播(赤健)第1-21 令和4年5月10日 令和10年5月31日 令和4年5月10日
000028 6100157021 はくおう船内レストラン 678-0041 相生市相生5292 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ゆたかシッピング株式会社 代表取締役 近江 喜彦 750-0025 山口県下関市竹崎町4丁目6番8号 664510726 西播(赤健)第1-65 令和4年8月3日 令和10年8月31日 令和4年8月3日
000028 6100157241 心膳　みさきや 678-0239 赤穂市加里屋44-15 791438900 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 時田 崇 西播(赤健)第1-75 令和4年8月9日 令和10年8月31日 令和4年8月9日
000028 6100157400 肉の和なか 678-0201 赤穂市塩屋字寺田298-1 791436600 食肉販売業 一般 中平 幸次 西播(赤健)第3-3 令和4年8月3日 令和10年8月31日 令和4年8月3日
000028 6100157692 ミュージックライフ　ウィズ　イーコレ 678-0236 赤穂市上仮屋南17-1 791565373 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 忠司 西播(赤健)第1-71 令和4年8月5日 令和10年8月31日 令和4年8月5日
000028 6100157752 ＴＩＡＲＡ 678-0031 相生市旭1-8-14 飲食店営業(4)その他 一般 小林 美香 西播(赤健)第1-54 令和4年7月28日 令和10年8月31日 令和4年7月28日
000028 6100157755 １～one～ 678-0239 赤穂市加里屋54-14 791565437 飲食店営業(4)その他 一般 原田 由美子 西播(赤健)第1-81 令和4年8月9日 令和10年8月31日 令和4年8月9日
000028 6100157767 みのり大地 678-0202 赤穂市山手町10-1 791450988 菓子製造業 一般 社会福祉法人みのり 理事長 中村 喜則 678-0202 兵庫県赤穂市山手町10番地1 791436059 西播(赤健)第8-11 令和4年8月5日 令和10年8月31日 令和4年8月5日
000028 6100157799 ＬＯＶＥ　ＨＡＮＤＬＥ 678-0239 赤穂市加里屋2222 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人ワーキングｎｅｔにしはりま 理事長 小谷 道夫 678-0236 兵庫県赤穂市上仮屋南１７－１２ 791251265 西播(赤健)第1-64 令和4年8月3日 令和10年8月31日 令和4年8月3日
000028 6100157935 Ｈｏｔｏｈａ＆Ｍｉｈｏｇａｓｈｉ． 678-0011 相生市那波野3-606-1 791566282 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西川 久美子 西播(赤健)第1-63 令和4年8月1日 令和10年8月31日 令和4年8月1日
000028 6100157936 Ｈｏｔｏｈａ＆Ｍｉｈｏｇａｓｈｉ． 678-0011 相生市那波野3-606-1 791566282 菓子製造業 一般 西川 久美子 西播(赤健)第8-9 令和4年8月1日 令和10年8月31日 令和4年8月1日
000028 6100158049 ｔｏｕｓｕｉｂｏｕ 678-1256 赤穂郡上郡町八保甲569-21 菓子製造業 一般 衣本 妃凜 西播(赤健)第8-10 令和4年8月5日 令和10年8月31日 令和4年8月5日
000028 6100158076 居食家　わたしん家 678-0239 赤穂市加里屋52-10　ヒスイビル１Ｆ 791565061 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 河東 孝幸 西播(赤健)第1-70 令和4年8月5日 令和10年8月31日 令和4年8月5日
000028 6100158299 ファミリーマート相生文化会館前店 678-0041 相生市相生6-1-3 791241177 飲食店営業(4)その他 一般 合同会社サクセス 代表社員 平井 恵子 671-1253 兵庫県姫路市網干区垣内中町242番地1 792876715 西播(赤健)第1-91 令和4年8月30日 令和10年8月31日 令和4年8月30日
000028 6100158339 Ｃａｄｏｕ（カドー） 678-0239 赤穂市加里屋55-11 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福田 理恵子 西播(赤健)第1-84 令和4年8月18日 令和10年8月31日 令和4年8月18日
000028 6100158418 しちりん焼肉だい 678-0031 相生市旭1-17-1 791223780 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社やいまエンタープライズ 代表社員 伊原 大志 678-0031 兵庫県相生市旭1丁目17番1号 791223780 西播(赤健)第1-125 令和4年11月18日 令和10年11月30日 令和4年11月18日
000028 6100158483 山手の茶屋　ＭＯＭＯ 678-0202 赤穂市山手町10-1 791450988 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人みのり 理事長 中村 喜則 678-0202 兵庫県赤穂市山手町10番地1 791436059 西播(赤健)第1-102 令和4年10月21日 令和10年11月30日 令和4年10月21日
000028 6100158726 協栄水産 678-0141 相生市相生5149 791233987 魚介類販売業 一般 川崎 隼 西播(赤健)第4-11 令和4年11月24日 令和10年11月30日 令和4年11月24日
000028 6100158833 岩本水産 678-0041 相生市相生4741-1 791566184 魚介類販売業 一般 岩本 和敏 西播(赤健)第4-10 令和4年11月21日 令和10年11月30日 令和4年11月21日
000028 6100158842 ラ･ムー相生駅前店 678-0006 相生市本郷町8-8 791247500 飲食店営業(4)その他 一般 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南704番地の5 864351100 西播(赤健)第1-119 令和4年11月11日 令和10年11月30日 令和4年11月11日
000028 6100158844 ラ･ムー相生駅前店 678-0006 相生市本郷町8-8 791247500 魚介類販売業 一般 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南704番地の5 864351100 西播(赤健)第4-7 令和4年11月11日 令和10年11月30日 令和4年11月11日
000028 6100158848 ラ･ムー相生駅前店 678-0006 相生市本郷町8-8 791247500 飲食店営業(4)その他 一般 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南704-5 864351100 西播(赤健)第1-102 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 6100158906 ラ･ムー赤穂店 678-0232 赤穂市中広1346 791465005 そうざい製造業 一般 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南704番地の5 864351100 西播(赤健)第21-5 令和4年11月30日 令和10年11月30日 令和4年11月30日
000028 6100158907 ラ･ムー赤穂店 678-0232 赤穂市中広1346 791465005 食肉処理業 一般 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南704番地の5 864351100 西播(赤健)第7-1 令和4年11月30日 令和10年11月30日 令和4年11月30日
000028 6100158975 マルト水産 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市及び明石市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社マルト水産 代表取締役社長 小久保 公博 678-0141 兵庫県相生市相生字壺根5133-32 791221887 西播(赤健)第1-81 令和3年10月15日 令和8年11月30日 令和3年10月15日
000028 6100159096 瀬戸内の小さなホテルミサキテラス 678-0215 赤穂市御崎字三崎山165-9,10 791430816 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社銀波荘 代表取締役 成世 敏昭 678-0215 兵庫県赤穂市御崎2番地8 791453355 西播(赤健)第1-124 令和4年11月17日 令和10年11月30日 令和4年11月17日
000028 6100159158 半田中央病院内厨房 678-0031 相生市旭3-2-18 791227561 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 富士産業株式会社 代表取締役 中村 勝彦 105-0004 東京都港区新橋5-32-7 354006111 西播(赤健)第1-125 平成28年10月28日 令和5年11月30日 平成28年10月28日
000028 6100159286 喫茶ラボーレ 678-0081 相生市若狭野町若狭野235-26魚橋病院内 791281395 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ティ・ケー・ラボーレ 代表取締役 魚橋 邦子 678-0002 兵庫県相生市汐見台25-14 791228651 西播(赤健)第1-135 平成28年11月4日 令和5年11月30日 平成28年11月4日



000028 6100159291 鎌倉水産 678-0172 赤穂市坂越329-6 791481607 魚介類販売業 一般 株式会社鎌倉水産 代表取締役 鎌倉 鉄志 678-0172 兵庫県赤穂市坂越329-6 791481607 西播(赤健)第4-13 令和4年11月28日 令和10年11月30日 令和4年11月28日
000028 6100159315 和ごころダイニング　みつばの家 678-0232 赤穂市中広字東沖1156-2 791462022 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ジャポネックス 代表取締役 迫井 圭二 672-8045 兵庫県姫路市飾磨区中野田1丁目21番地 792357200 西播(赤健)第1-107 令和4年11月4日 令和10年11月30日 令和4年11月4日
000028 6100159438 まさや 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店40L 須田 勝雄 西播(赤健)第1-80 令和3年10月14日 令和8年11月30日 令和3年10月14日
000028 6100159509 ㈱ＩＨＩビジネスサポート  アムテック４Ｆ（CCBJI受託） 678-0061 相生市桜ケ丘町5292 791242557 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(赤健)第29-1 令和3年11月15日 令和9年11月30日 令和3年11月15日
000028 6100159514 かのん 678-0024 相生市双葉2-13-7 791223169 菓子製造業 一般 濱本 あゆみ 西播(赤健)第8-16 令和4年11月7日 令和10年11月30日 令和4年11月7日
000028 6100159574 亀井水産 678-0246 赤穂市六百目町20-2 791438460 魚介類販売業 一般 亀井 敏明 西播(赤健)第4-8 令和4年11月17日 令和10年11月30日 令和4年11月17日
000028 6100159769 上郡大和会館 678-1232 赤穂郡上郡町竹万2184 791525969 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社大和生研 代表取締役 山下 裕史 670-0936 兵庫県姫路市古二階町６３番地 792890117 西播(赤健)第1-173 令和5年2月17日 令和12年2月28日 令和5年2月17日
000028 6100159805 ちどり 678-0215 赤穂市御崎1412 791452503 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 池田 千鳥 西播(赤健)第1-168 令和5年2月13日 令和11年2月28日 令和5年2月13日
000028 6100159842 ファミリーマート赤穂さくら通店 678-0232 赤穂市中広142-20 791463007 飲食店営業(4)その他 一般 鞍谷 精紀 西播(赤健)第1-151 令和5年2月7日 令和11年2月28日 令和5年2月7日
000028 6100159870 タマキ 678-0225 赤穂市海浜町62-1 791439979 魚介類販売業 一般 玉木 正泰 西播(赤健)第4-15 令和5年2月20日 令和11年2月28日 令和5年2月20日
000028 6100159898 兵庫県立赤穂高等学校 678-0225 赤穂市海浜町139 791432151 菓子製造業 一般 兵庫県立赤穂高等学校 校長 大角 謙二 678-0225 兵庫県赤穂市海浜町139 791432151 西播(赤健)第8-22 令和5年2月24日 令和11年2月28日 令和5年2月24日
000028 6100160000 (株)IHIビジネスサポート　相生　総合フルライン  (CCBJI受託) 678-0061 相生市桜ヶ丘5292 791242557 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(赤健)第29-2 令和4年2月15日 令和10年2月29日 令和4年2月15日
000028 6100160014 相生駅前商店連合会 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。） 飲食店営業(4)その他 露店40L 小山 豊佳 西播(赤健)第1-142 令和4年2月15日 令和9年2月28日 令和4年2月15日
000028 6100160015 お好み焼き　太平洋 678-0006 相生市本郷町5-1 791230613 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社身野建設 代表取締役 身野 健太 678-0006 兵庫県相生市本郷町5-1 791235571 西播(赤健)第1-149 令和5年1月31日 令和11年2月28日 令和5年1月31日
000028 6100160042 プラット赤穂シネマ 678-0239 赤穂市加里屋290-10 791450258 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 赤穂駅周辺整備株式会社 代表取締役 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋290番地の10 791457400 西播(赤健)第1-152 令和5年2月7日 令和11年2月28日 令和5年2月7日
000028 6100160052 居酒屋　風来坊 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 福田 剛士 西播(赤健)第1-117 令和4年1月21日 令和9年2月28日 令和4年1月21日
000028 6100160174 居酒屋食堂 げんき 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 竹内 美智子 西播(赤健)第1-119 令和4年1月21日 令和9年2月28日 令和4年1月21日
000028 6100160265 ｃｏｆｆｅｅ　紬 678-0081 相生市若狭野町若狭野427-1 791248533 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ジャパンテック 代表取締役 齋藤 孝敏 678-0081 兵庫県相生市若狭野町雨内６４９番地 791280350 西播(赤健)第1-166 令和5年2月13日 令和11年2月28日 令和5年2月13日
000028 6100160279 ASP 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 大坪 佳代子 西播(赤健)第1-118 令和4年1月21日 令和9年2月28日 令和4年1月21日
000028 6100160341 有限会社鈴木商店 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市及び明石市を除く） 魚介類販売業 自動車40L 有限会社鈴木商店 代表取締役 鈴木 剛 678-0202 兵庫県赤穂市山手町4-1 791451158 西播(赤健)第5-31 令和4年1月20日 令和9年2月28日 令和4年1月20日
000028 6100160592 スナックＺｅｎ 678-0031 相生市旭1-8-11 791223322 飲食店営業(4)その他 一般 竹本 由起子 西播(赤健)第1-164 令和5年2月13日 令和11年2月28日 令和5年2月13日
000028 6100160600 フレッシュジャム　Ｍｒｓ．Ｊａｓｍｉｎｅ 678-0221 赤穂市尾崎3066-12 菓子製造業 一般 鷲尾 真紀 西播(赤健)第8-21 令和5年2月13日 令和11年2月28日 令和5年2月13日
000028 6100160601 フレッシュジャム　Ｍｒｓ．Ｊａｓｍｉｎｅ 678-0221 赤穂市尾崎3066-12 密封包装食品製造業 一般 鷲尾 真紀 西播(赤健)第26-2 令和5年2月13日 令和11年2月28日 令和5年2月13日
000028 6100160617 Ｍｏｔｈｅｒ 678-0239 赤穂市加里屋54-7 791452871 飲食店営業(4)その他 一般 平田 恵 西播(赤健)第1-153 令和5年2月7日 令和11年2月28日 令和5年2月7日
000028 6100160655 ローソン上郡山野里 678-1241 赤穂郡上郡町山野里2340 791520370 飲食店営業(4)その他 一般 茶谷 晋輔 西播(赤健)第1-186 平成29年2月15日 令和6年2月29日 平成29年2月15日
000028 6100160663 ローソン赤穂惣門町店 678-0241 赤穂市惣門町54-3 791423495 飲食店営業(4)その他 一般 久田 茂雄 西播(赤健)第1-189 平成29年2月15日 令和6年2月29日 平成29年2月15日
000028 6100160692 大丸食品株式会社　赤穂工場 678-0239 赤穂市加里屋1120-118 791464129 食肉製品製造業 一般 大丸食品株式会社 代表取締役 東野 雅弘 702-8048 岡山県岡山市南区福吉町１５番３号 862646511 西播(赤健)第12-1 令和5年2月27日 令和11年2月28日 令和5年2月27日
000028 6100160729 美味いもんや 678-0031 相生市旭1-15-6 飲食店営業(4)その他 一般 山本 真樹 西播(赤健)第1-165 令和5年2月13日 令和11年2月28日 令和5年2月13日
000028 6100160765 株式会社ファイン　上郡工場 678-1219 赤穂郡上郡町奥甲931 791521776 密封包装食品製造業 一般 株式会社ファイン 代表取締役 佐々木 信綱 533-0021 大阪府大阪市東淀川区下新庄５丁目７番８号 663790357 西播(赤健)第6-3 令和5年2月27日 令和12年2月28日 令和5年2月27日
000028 6100160835 就労支援センターＳＯＲＡ 678-0173 赤穂市浜市334-2 791488880 菓子製造業 一般 医療法人千水会 理事長 深井 光浩 678-0173 兵庫県赤穂市浜市408番地 791488087 西播(赤健)第8-20 令和5年2月3日 令和11年2月28日 令和5年2月3日
000028 6100161135 風来坊 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 江原 賢信 西播(赤健)第1-2 令和4年4月14日 令和9年5月31日 令和4年4月14日
000028 6100161161 Sweet Cafe 678-0011 相生市那波野316 791233747 喫茶店営業 一般 田中 裕子 西播(赤健)第9-45 平成29年3月16日 令和5年5月31日 平成29年3月16日
000028 6100161267 Y’s家わいずはうす 678-0239 赤穂市加里屋駅前町42-3　西野ﾋﾞﾙ5号 791433000 飲食店営業(4)その他 一般 西播(赤健)第1-197 平成29年3月23日 令和5年5月31日 平成29年3月23日
000028 6100161310 古民家tunagu 678-0239 赤穂市加里屋2164-52 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩﨑 由美子 西播(赤健)第1-198 平成29年3月27日 令和5年5月31日 平成29年3月27日
000028 6100161330 加里屋ムジカ 678-0239 赤穂市加里屋61-7 飲食店営業(4)その他 一般 林 浩介 西播(赤健)第1-199 平成29年3月28日 令和5年5月31日 平成29年3月28日
000028 6100161352 相生市立ふるさと交流館 678-0091 相生市矢野町中野字上才ノ元129 791291010 飲食店営業(3)旅館 一般 神姫トラストホープ株式会社 代表取締役 切原 慎治 671-0253 兵庫県姫路市花田町一本松字牛塚１番地の１ 792520399 西播(赤健)第1-200 平成29年3月30日 令和5年5月31日 平成29年3月30日
000028 6100161353 茶屋 羅漢 678-0091 相生市矢野町瓜生字新池ノ内8-2 791290900 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 神姫トラストホープ株式会社 代表取締役 切原 慎治 671-0253 兵庫県姫路市花田町一本松字牛塚1-1 792520399 西播(赤健)第1-202 平成29年3月30日 令和5年5月31日 平成29年3月30日
000028 6100161355 らかん里の店 678-0091 相生市矢野町瓜生字羅漢口28 791290900 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 神姫トラストホープ株式会社 代表取締役 切原 慎治 671-0253 兵庫県姫路市花田町一本松字牛塚1-1 792520399 西播(赤健)第1-201 平成29年3月30日 令和5年5月31日 平成29年3月30日
000028 6100161356 らかん里の店 678-0091 相生市矢野町瓜生字羅漢口28 791290900 菓子製造業 一般 神姫トラストホープ株式会社 代表取締役 切原 慎治 671-0253 兵庫県姫路市花田町一本松字牛塚1-1 792520399 西播(赤健)第2-35 平成29年3月30日 令和5年5月31日 平成29年3月30日
000028 6100161357 らかんの里石窯パン工房 678-0091 相生市矢野町瓜生字羅漢口28 791290900 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 神姫トラストホープ株式会社 代表取締役 切原 慎治 671-0253 兵庫県姫路市花田町一本松字牛塚１番地の１ 792520399 西播(赤健)第1-32 令和4年5月27日 令和9年5月31日 令和4年5月27日
000028 6100161584 県立相生高等学校食堂 678-0001 相生市山手町1-722-10 791230575 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 アールシー食品株式会社 代表取締役 南 裕文 671-2221 兵庫県姫路市青山北2-14-22 792668522 西播(赤健)第1-2 平成29年4月10日 令和6年5月31日 平成29年4月10日
000028 6100161604 スナック凜 678-0239 赤穂市加里屋67-10ANGELO赤穂駅前2-E 791452839 飲食店営業(4)その他 一般 山多 恵 西播(赤健)第501-8 令和5年4月21日 令和11年5月31日 令和5年4月21日
000028 6100161987 Sweet Cafe 678-0011 相生市那波野316 791233747 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 裕子 西播(赤健)第1-20 平成29年5月1日 令和5年5月31日 平成29年5月1日
000028 6100162148 レストラン銀波荘 678-0215 赤穂市御崎字大塚827 791423455 食肉処理業 一般 株式会社ライズ 代表取締役 成世 敏昭 678-0215 兵庫県赤穂市御崎2-8 791453355 西播(赤健)第13-1 平成29年5月17日 令和5年5月31日 平成29年5月17日
000028 6100162149 レストラン銀波荘 678-0215 赤穂市御崎字大塚827 791423455 食肉販売業 一般 株式会社ライズ 代表取締役 成世 敏昭 678-0215 兵庫県赤穂市御崎2-8 791453355 西播(赤健)第14-3 平成29年5月17日 令和5年5月31日 平成29年5月17日
000028 6100162261 鳥貴族　播州赤穂店 678-0239 赤穂市加里屋字駅前町31-8スエマサビル2F 791438628 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＳＥＮＳＡＣＩＯＮ 代表取締役 藤井 隆史 543-0052 大阪府大阪市天王寺区大道2-12-7パークホームズ四天王寺1402号 667110128 西播(赤健)第1-34 平成29年5月22日 令和6年5月31日 平成29年5月22日
000028 6100162439 光菱電機（株）　本社　工場軒下 678-1252 赤穂郡上郡町船坂640 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(赤健)第2-1 令和4年5月25日 令和9年5月31日 令和4年5月25日
000028 6100162584 松仁 678-0041 相生市相生2-13-17 791223103 飲食店営業(4)その他 一般 松下 政司 西播(赤健)第1-39 平成29年6月9日 令和5年8月31日 平成29年6月9日
000028 6100162662 順江堂 678-0254 赤穂市折方958-7 791453743 飲食店営業(4)その他 一般 河原 順次 西播(赤健)第1-40 平成29年6月15日 令和5年8月31日 平成29年6月15日
000028 6100162799 ぱんや ｎｉｃｏ 678-0174 赤穂市砂子157 791259175 菓子製造業 一般 清水 潤二 西播(赤健)第2-7 平成29年6月22日 令和5年8月31日 平成29年6月22日
000028 6100162800 ぱんや ｎｉｃｏ 678-0174 赤穂市砂子157 791259175 飲食店営業(4)その他 一般 清水 潤二 西播(赤健)第1-41 平成29年6月22日 令和5年8月31日 平成29年6月22日
000028 6100162880 ローソン相生市役所前店 678-0052 相生市大島町939-39 791226700 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ローソン 代表取締役 竹増 貞信 141-0032 東京都品川区大崎1-11-2 366353963 西播(赤健)第1-42 平成29年6月27日 令和6年8月31日 平成29年6月27日
000028 6100163011 西日本食品　株式会社大坪製作所 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 大坪 義和 西播(赤健)第1-92 令和4年8月30日 令和9年8月31日 令和4年8月30日
000028 6100163042 浮田みかん園 678-0255 赤穂市新田4 791451616 菓子製造業 一般 浮田 和子 西播(赤健)第2-9 平成29年7月6日 令和5年8月31日 平成29年7月6日
000028 6100163068 相野産業株式会社 678-0024 相生市双葉2-15-53 791225122 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社関西コーヒー 代表取締役 平岡 創土 671-1136 兵庫県姫路市大津区恵美酒町2丁目54番地 792365800 西播(赤健)第2-3 令和4年8月26日 令和10年8月31日 令和4年8月26日
000028 6100163147 兵庫西農業協同組合　西播磨営農生活センター 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。） 791522224 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 兵庫西農業協同組合 代表理事 福本 博之 670-0940 兵庫県姫路市三左衛門堀西の町２１６番地 792815021 西播(赤健)第1-57 令和4年8月1日 令和9年8月31日 令和4年8月1日
000028 6100163165 ラ･ムー赤穂店 678-0232 赤穂市中広1346 791465005 飲食店営業(4)その他 一般 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南704-5 864351100 西播(赤健)第1-46 平成29年7月14日 令和5年8月31日 平成29年7月14日
000028 6100163166 ラ･ムー赤穂店 678-0232 赤穂市中広1346 791465005 菓子製造業 一般 大黒天物産株式会社 代表取締役 大賀 昭司 710-0841 岡山県倉敷市堀南704-5 864351100 西播(赤健)第2-10 平成29年7月14日 令和5年8月31日 平成29年7月14日
000028 6100163169 一商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 丸尾 一輝 西播(赤健)第1-50 令和4年7月20日 令和9年8月31日 令和4年7月20日
000028 6100163170 丸商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 丸尾 香衣 西播(赤健)第1-49 令和4年7月20日 令和9年8月31日 令和4年7月20日
000028 6100163205 Teppan Garage ぼけの花 678-0237 赤穂市上仮屋北8-7 791565735 飲食店営業(4)その他 一般 馬場 真作 西播(赤健)第1-47 平成29年7月19日 令和5年8月31日 平成29年7月19日
000028 6100163380 美味処　ＳＡＫＵＲＡ 678-0006 相生市本郷町6-22 791231505 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 親代 西播(赤健)第1-54 平成29年7月31日 令和5年8月31日 平成29年7月31日
000028 6100163404 ロカ岬 678-0215 赤穂市御崎2-8 791453355 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社銀波荘 代表取締役 成世 敏昭 678-0215 兵庫県赤穂市御崎2-8 791453355 西播(赤健)第1-56 平成29年8月2日 令和5年8月31日 平成29年8月2日
000028 6100163406 natural box 678-0221 赤穂市尾崎825-2 791423669 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 氏部 あかね 西播(赤健)第1-55 平成29年8月2日 令和5年8月31日 平成29年8月2日
000028 6100163421 関西電力相生発電所社員食堂 678-0041 相生市相生字柳山5315-46 791223093 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 うおいちフーズ株式会社 代表取締役 松田 友美 678-0031 兵庫県相生市旭2-20-15 791254463 西播(赤健)第1-57 平成29年8月3日 令和5年8月31日 平成29年8月3日
000028 6100163480 縁 678-0031 相生市旭1-7-5 791559955 飲食店営業(4)その他 一般 梨本 葉月 西播(赤健)第1-60 平成29年8月7日 令和5年8月31日 平成29年8月7日
000028 6100163482 コスモスの里工房 678-0092 相生市矢野町下田8-1 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 大牧 敏 西播(赤健)第1-58 平成29年8月7日 令和5年8月31日 平成29年8月7日
000028 6100163483 コスモスの里工房 678-0092 相生市矢野町下田8-1 菓子製造業 一般 大牧 敏 西播(赤健)第2-13 平成29年8月7日 令和5年8月31日 平成29年8月7日
000028 6100163487 谷尾食糧工業株式会社　赤穂工場 678-1185 赤穂市東有年48 791492121 かん詰又はびん詰食品製造業 一般 谷尾食糧工業株式会社 代表取締役 谷尾 誠 709-0451 岡山県和気郡和気町和気814 869931211 西播(赤健)第8-1 平成29年8月8日 令和5年8月31日 平成29年8月8日
000028 6100163529 La chou chou 678-0221 赤穂市尾崎字本水尾3129-14 菓子製造業 一般 有吉 志寸子 西播(赤健)第2-14 平成29年8月9日 令和5年8月31日 平成29年8月9日
000028 6100163566 Bon-Mark 678-0041 相生市相生3-6-17 菓子製造業 一般 中島 貴代子 西播(赤健)第2-15 平成29年8月14日 令和5年8月31日 平成29年8月14日
000028 6100163567 Bon-Mark 678-0041 相生市相生3-6-17 飲食店営業(4)その他 一般 中島 貴代子 西播(赤健)第1-66 平成29年8月14日 令和5年8月31日 平成29年8月14日
000028 6100163640 セブン－イレブン播州赤穂駅前店 678-0239 赤穂市加里屋駅前町31-10 791435711 飲食店営業(4)その他 一般 杉田 伸博 西播(赤健)第1-70 平成29年8月22日 令和6年8月31日 平成29年8月22日
000028 6100163793 クローバー 678-0233 赤穂市加里屋中洲3-55 791438008 飲食店営業(4)その他 露店40L 山崎 絹子 西播(赤健)第1-74 令和4年8月9日 令和9年8月31日 令和4年8月9日
000028 6100163832 不二家　イオン赤穂店 678-0232 赤穂市中広字別所55-3 791436905 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 西中 真一 西播(赤健)第1-59 令和4年7月28日 令和10年8月31日 令和4年7月28日
000028 6100163914 「いすず」健康と癒しの  喫茶＆サロン 678-0011 相生市那波野1-12-29 791255875 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 丸山 憲子 西播(赤健)第1-83 平成29年9月5日 令和5年11月30日 平成29年9月5日
000028 6100164104 くいどうらく株式会社　おうみや 678-0172 赤穂市坂越290-7 791468800 魚介類販売業 一般 くいどうらく株式会社 代表取締役 嘉陽田 征信 678-0172 兵庫県赤穂市坂越290-7 791468800 西播(赤健)第5-9 平成29年9月26日 令和5年11月30日 平成29年9月26日
000028 6100164105 くいどうらく株式会社　おうみや 678-0172 赤穂市坂越290-7 791468800 飲食店営業(4)その他 一般 くいどうらく株式会社 代表取締役 嘉陽田 征信 678-0172 兵庫県赤穂市坂越290-7 791468800 西播(赤健)第1-86 平成29年9月26日 令和5年11月30日 平成29年9月26日
000028 6100164166 主婦の店 尾崎店 678-0221 赤穂市尾崎明神木3158-5 791437412 食肉処理業 一般 株式会社 主婦の店赤穂店 代表取締役 黒金 伸夫 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋46-2 791425678 西播(赤健)第13-2 平成29年9月26日 令和6年11月30日 平成29年9月26日
000028 6100164169 宅配クック１２３　相生赤穂店 678-0031 相生市旭2-2-5 791559222 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社サンミ企画 代表取締役 北村 泰亨 567-0048 大阪府茨木市北春日丘2-2-5 726270694 西播(赤健)第1-85 平成29年9月27日 令和5年11月30日 平成29年9月27日
000028 6100164176 主婦の店 尾崎店 678-0221 赤穂市尾崎明神木3158-5 791437412 そうざい製造業 一般 株式会社 主婦の店赤穂店 代表取締役 黒金 伸夫 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋46-2 791425678 西播(赤健)第22-6 令和3年12月7日 令和11年2月28日 令和3年12月7日
000028 6100164204 品川リフラクトリーズ㈱ 西日本工場  赤穂製造部 第一工場食堂 678-0232 赤穂市中広字東沖1576-2 791452700 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 品川ゼネラル株式会社 代表取締役 内田 哲朗 100-0004 東京都千代田区大手町2丁目2番1号 362651601 西播(赤健)第1-88 平成29年9月27日 令和6年11月30日 平成29年9月27日
000028 6100164283 うどん屋　麦 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 横田 圭祐 西播(赤健)第1-99 令和4年10月28日 令和9年11月30日 令和4年10月28日
000028 6100164370 ｓｐｉｃｅ　スエヒロ 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。） 飲食店営業(4)その他 露店40L 西田 勢 西播(赤健)第1-100 令和4年10月17日 令和9年11月30日 令和4年10月17日
000028 6100164589 岸本水産 678-0141 相生市相生坪根5151-2 791221717 魚介類販売業 一般 岸本 隆広 西播(赤健)第5-10 平成29年10月27日 令和5年11月30日 平成29年10月27日
000028 6100164612 寿鉄工（株）　相生工場　（ＣＣＢＪＩ受託） 678-0031 相生市旭1-19-47 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(赤健)第2-4 令和4年11月7日 令和10年11月30日 令和4年11月7日
000028 6100164697 678-0239 赤穂市加里屋68-11 791437198 飲食店営業(4)その他 一般 中田 栄美 西播(赤健)第1-103 平成29年11月6日 令和5年11月30日 平成29年11月6日
000028 6100164900 くいしん坊 678-0239 赤穂市加里屋88-6 791425059 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 丸山 史晃 西播(赤健)第1-114 平成29年11月20日 令和5年11月30日 平成29年11月20日
000028 6100165232 ＣＯ-ＺＹ 678-0252 赤穂市大津1969-1 791424870 飲食店営業(4)その他 一般 松本 瑞恵 西播(赤健)第1-119 平成29年12月8日 令和6年2月29日 平成29年12月8日
000028 6100165303 たこやき廉 678-0053 相生市那波南本町8-8マックスバリュ相生南店内 飲食店営業(4)その他 一般 西山 幸希 西播(赤健)第1-121 平成29年12月13日 令和6年2月29日 平成29年12月13日
000028 6100165309 山上精肉店 678-1231 赤穂郡上郡町上郡1455 791521246 食肉販売業 一般 株式会社山上畜産 代表取締役 山上 進 678-1231 兵庫県赤穂郡上郡町上郡1455 791521246 西播(赤健)第14-10 平成29年12月13日 令和6年2月29日 平成29年12月13日
000028 6100165366 春日井製菓株式会社　相生第二工場 678-0041 相生市相生5377-15 791236101 菓子製造業 一般 春日井製菓株式会社 代表取締役 春日井 大介 451-0062 愛知県名古屋市西区花の木1-3-14 525311677 西播(赤健)第2-25 平成30年1月4日 令和7年2月28日 平成30年1月4日
000028 6100165537 Ｂａｒ　Ｓａｉ－Ｏｎ 678-0239 赤穂市加里屋56-12 2F-B 飲食店営業(4)その他 一般 洞 勝之 西播(赤健)第1-122 平成30年1月5日 令和6年2月29日 平成30年1月5日
000028 6100165550 Mo-by-Dick 678-1215 赤穂郡上郡町正福寺112-1 飲食店営業(4)その他 一般 奥本 敏之 西播(赤健)第1-123 平成30年1月9日 令和6年2月29日 平成30年1月9日
000028 6100165578 スナック　星組 678-0031 相生市旭1-8-12 791220607 飲食店営業(4)その他 一般 西ヶ野 弥生 西播(赤健)第1-124 平成30年1月10日 令和6年2月29日 平成30年1月10日
000028 6100165618 おばんざい　素ら 678-0023 相生市向陽台4-6コットンハウス103 飲食店営業(4)その他 一般 岩城 利恵 西播(赤健)第1-127 平成30年1月15日 令和6年2月29日 平成30年1月15日
000028 6100165657 亀井水産 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店80L 亀井 敏明 西播(赤健)第1-177 令和5年2月28日 令和10年2月29日 令和5年2月28日
000028 6100165770 （株）ＩＨＩビジネスサポート相生  Ｎｏ１ドック（ＣＣＢＪＩ受託） 678-0061 相生市桜ケ丘町5292 791220670 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(赤健)第2-5 令和5年2月10日 令和11年2月28日 令和5年2月10日
000028 6100165771 （株）ＩＨＩビジネスサポート 相生ボイラー  （ＣＣＢＪＩ受託） 678-0061 相生市桜ケ丘町5292 791220670 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(赤健)第2-6 令和5年2月10日 令和11年2月28日 令和5年2月10日
000028 6100165867 Ｌｉｐ 678-0239 赤穂市加里屋67-10 ANGELO赤穂駅前2F-B 791433588 飲食店営業(4)その他 一般 田端 稚也 西播(赤健)第1-132 平成30年1月26日 令和6年2月29日 平成30年1月26日
000028 6100165884 まごころ屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 平井 秀和 西播(赤健)第1-175 令和5年2月27日 令和10年2月29日 令和5年2月27日
000028 6100165898 カフェ・ムヘル 678-0248 赤穂市板屋町251 791452449 飲食店営業(4)その他 一般 細中 美鈴 西播(赤健)第1-133 平成30年1月31日 令和6年2月29日 平成30年1月31日
000028 6100165943 赤穂国際カントリークラブ 678-1186 赤穂市西有年字馬路谷3007-1 791493160 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社赤穂国際カントリークラブ 代表取締役 市川 金次郎 678-1186 兵庫県赤穂市西有年字馬路谷3007-1 791493160 西播(赤健)第1-135 平成30年1月31日 令和6年2月29日 平成30年1月31日
000028 6100165991 ＳＡＫＵＲＡＧＵＭＩ 678-0215 赤穂市御崎2-1 791423545 菓子製造業 一般 株式会社ＳＡＫＵＲＡＧＵＭＩ 代表取締役 西川 明男 678-0215 兵庫県赤穂市御崎2-1 791423545 西播(赤健)第2-29 平成30年2月2日 令和6年2月29日 平成30年2月2日
000028 6100166182 赤穂化成株式会社 678-0193 赤穂市坂越329 791481111 みそ製造業 一般 赤穂化成株式会社 代表取締役 池上 良成 678-0193 兵庫県赤穂市坂越329 791481111 西播(赤健)第16-2 平成30年2月19日 令和6年2月29日 平成30年2月19日
000028 6100166183 赤穂化成株式会社 678-0193 赤穂市坂越329 791481111 醤油製造業 一般 赤穂化成株式会社 代表取締役 池上 良成 678-0193 兵庫県赤穂市坂越329 791481111 西播(赤健)第17-1 平成30年2月19日 令和6年2月29日 平成30年2月19日
000028 6100166184 赤穂化成（株） 本社 軒下(CCBJI受託) 678-0172 赤穂市坂越329 791481111 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(赤健)第2-7 令和5年2月20日 令和11年2月28日 令和5年2月20日
000028 6100166259 （株）グローバルトレード 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 宮本 正光 西播(赤健)第1-178 令和5年2月28日 令和10年2月29日 令和5年2月28日
000028 6100166378 播磨光都合宿所 678-1205 赤穂郡上郡町光都3-5-1 791580091 飲食店営業(3)旅館 一般 石原 裕久 西播(赤健)第1-156 平成30年2月26日 令和6年2月29日 平成30年2月26日
000028 6100166491 廻鮮寿し たいの鯛 赤穂店 678-0233 赤穂市加里屋中洲2-22 791421144 魚介類販売業 一般 株式会社　ティーエーアイ 代表取締役 山本 圭一 679-4134 兵庫県たつの市誉田町広山24 791631488 西播(赤健)第5-21 平成30年3月2日 令和6年5月31日 平成30年3月2日
000028 6100166492 廻鮮寿し たいの鯛 赤穂店 678-0233 赤穂市加里屋中洲2-22 791421144 魚介類販売業 一般 株式会社Ｋ－ＦＬＡＳＨ 代表取締役 山本 圭一 678-0001 兵庫県相生市山手1-148 西播(赤健)第5-22 平成30年3月2日 令和6年5月31日 平成30年3月2日
000028 6100166526 喫茶 モア 678-0063 相生市佐方1-14-2 791233250 飲食店営業(4)その他 一般 寅野 孝平 西播(赤健)第1-163 平成30年3月7日 令和6年5月31日 平成30年3月7日



000028 6100166596 オリークック 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 有本 正弘 西播(赤健)第2-35 平成30年3月13日 令和5年5月31日 平成30年3月13日
000028 6100166597 ベーカリー　コネル 678-1234 赤穂郡上郡町駅前144 791255384 菓子製造業 一般 松本 真由 西播(赤健)第2-34 平成30年3月13日 令和6年5月31日 平成30年3月13日
000028 6100166598 ベーカリー　コネル 678-1234 赤穂郡上郡町駅前144 791255384 飲食店営業(4)その他 一般 松本 真由 西播(赤健)第1-164 平成30年3月13日 令和6年5月31日 平成30年3月13日
000028 6100166613 ギャラリー ふくみね 678-1221 赤穂郡上郡町神明寺491 791256486 飲食店営業(4)その他 一般 水正 勝之 西播(赤健)第1-165 平成30年3月14日 令和6年5月31日 平成30年3月14日
000028 6100166625 ひらの 678-1205 赤穂郡上郡町光都3-9-3 飲食店営業(4)その他 露店 平野 光泰 西播(赤健)第1-166 平成30年3月15日 令和5年5月31日 平成30年3月15日
000028 6100166716 久宝菜菓 678-1241 赤穂郡上郡町山野里1484-3 791565120 菓子製造業 一般 久宝 晋輔 西播(赤健)第2-36 平成30年3月22日 令和6年5月31日 平成30年3月22日
000028 6100166743 来来亭赤穂店 678-0201 赤穂市塩屋264-1 791431137 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社八白 代表社員 濱畑 健 678-0201 兵庫県赤穂市塩屋264-1 791431137 西播(赤健)第1-169 平成30年3月22日 令和6年5月31日 平成30年3月22日
000028 6100166747 ダイリキ赤穂店 678-0232 赤穂市中広字別所55-3イオン赤穂店内 791453771 飲食店営業(4)その他 一般 ダイリキ株式会社 代表取締役社長 髙橋 淳 550-0003 大阪府大阪市西区新町1-27-9 665781290 西播(赤健)第1-168 平成30年3月22日 令和6年5月31日 平成30年3月22日
000028 6100166844 カフェ＆ダイニング　てんてん 678-0201 赤穂市塩屋2519-6 791453165 飲食店営業(4)その他 一般 竹田 英治 西播(赤健)第1-170 平成30年3月26日 令和6年5月31日 平成30年3月26日
000028 6100166977 珈琲所コメダ珈琲店イオン赤穂店 678-0232 赤穂市中広字別所55-3 791565569 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｓ＆Ｋ 代表取締役 鈴木 剛 678-0202 兵庫県赤穂市山手町4-1 791451157 西播(赤健)第1-171 平成30年3月30日 令和6年5月31日 平成30年3月30日
000028 6100167002 光都キッチン　わかな 678-1205 赤穂郡上郡町光都3-1-1 791580600 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 うおいちフーズ株式会社 代表取締役 松田 友美 678-0031 兵庫県相生市旭2-20-15 791254463 西播(赤健)第1-1 平成30年4月3日 令和6年5月31日 平成30年4月3日
000028 6100167010 ローソン相生市役所前店 678-0052 相生市大島町939-39 791236926 飲食店営業(4)その他 一般 山田 健輔 西播(赤健)第1-2 平成30年4月4日 令和7年5月31日 平成30年4月4日
000028 6100167018 ｋｉｔｃｈｅｎ にこにこ  （にこにこクラブ） 000-0000 相生市内 飲食店営業(4)その他 露店40L 片岡 昭子 西播(赤健)第501-6 令和5年4月17日 令和10年5月31日 令和5年4月17日
000028 6100167107 ラウンジ　トマト 678-0031 相生市旭1-15-9 791232111 飲食店営業(4)その他 一般 仲山 真弓 西播(赤健)第1-6 平成30年4月11日 令和6年5月31日 平成30年4月11日
000028 6100167154 上郡ガスセンター株式会社 000-0000 赤穂市内、相生市内、上郡町内 飲食店営業(4)その他 露店40L 上郡ガスセンター株式会社 代表取締役 中谷 武弘 678-1232 兵庫県赤穂郡上郡町竹万395番地の1 791523711 西播(赤健)第501-7 令和5年4月21日 令和10年5月31日 令和5年4月21日
000028 6100167169 jiffy (ジッフィー) 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 前川 洋一 西播(赤健)第1-9 平成30年4月17日 令和5年5月31日 平成30年4月17日
000028 6100167246 菜ごみ 678-0232 赤穂市中広142-24 飲食店営業(4)その他 一般 樫木 明美 西播(赤健)第1-10 平成30年4月23日 令和6年5月31日 平成30年4月23日
000028 6100167257 岡田鮮魚店 000-0000 赤穂市内 魚介類販売業 自動車40L 岡田 俊行 西播(赤健)第504-1 令和5年4月13日 令和10年5月31日 令和5年4月13日
000028 6100167309 居酒ヤ げんげん 678-0051 相生市那波大浜町22-37 791237006 飲食店営業(4)その他 一般 西播(赤健)第1-11 平成30年4月25日 令和6年5月31日 平成30年4月25日
000028 6100167497 居酒家　ちぎり 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 長谷 宗生 西播(赤健)第1-22 平成30年5月11日 令和5年5月31日 平成30年5月11日
000028 6100167506 日生鮮魚 中洲店 678-0233 赤穂市加里屋中洲4-8 791439200 飲食店営業(4)その他 一般 山本 幸重 西播(赤健)第1-24 平成30年5月14日 令和6年5月31日 平成30年5月14日
000028 6100167507 日生鮮魚 中洲店 678-0233 赤穂市加里屋中洲4-8 791439200 魚介類販売業 一般 山本 幸重 西播(赤健)第5-4 平成30年5月14日 令和6年5月31日 平成30年5月14日
000028 6100167893 いっしん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中越 記子 西播(赤健)第1-46 平成30年6月7日 令和5年8月31日 平成30年6月7日
000028 6100167900 浮田みかん園 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 浮田 和子 西播(赤健)第2-8 平成30年6月7日 令和5年8月31日 平成30年6月7日
000028 6100167913 大阪屋 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社　大阪屋 代表取締役 福田 浩也 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4丁目10番5号南船場ＳＯＨＯビル７０２ 669470168 西播(赤健)第1-47 平成30年6月7日 令和5年8月31日 平成30年6月7日
000028 6100168034 アラン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 木村 和久 西播(赤健)第1-49 平成30年6月19日 令和5年8月31日 平成30年6月19日
000028 6100168036 なにわ屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 木村 千尋 西播(赤健)第1-50 平成30年6月19日 令和5年8月31日 平成30年6月19日
000028 6100168179 株式会社パルシーズン 678-0171 赤穂市高野1-17 791487875 ソース類製造業 一般 株式会社パルシーズン 代表取締役 金谷 義秀 678-0171 兵庫県赤穂市高野1-17 791487875 西播(赤健)第18-1 平成30年6月28日 令和6年8月31日 平成30年6月28日
000028 6100168236 コープデイズ相生 678-0031 相生市旭3-7-6 791272295 魚介類販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-3-19 788561003 西播(赤健)第5-8 平成30年6月29日 令和6年8月31日 平成30年6月29日
000028 6100168736 オサキ和カフェ 678-0221 赤穂市尾崎2470-150 791468103 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 富井 綾 西播(赤健)第1-78 平成30年8月2日 令和6年8月31日 平成30年8月2日
000028 6100168791 旬和食と魚の店　山桜 678-0023 相生市向陽台4-8ツインズ向陽102 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社暁 代表取締役 福地 旭洋 678-0023 兵庫県相生市向陽台4-8ツインズ向陽102 西播(赤健)第1-80 平成30年8月7日 令和6年8月31日 平成30年8月7日
000028 6100168928 株式会社船曳商店 678-0232 赤穂市中広1576-141 791436556 そうざい製造業 一般 株式会社船曳商店 代表取締役 船曳 敬二 678-0232 兵庫県赤穂市中広1576-11 791436556 西播(赤健)第22-1 平成30年8月21日 令和6年8月31日 平成30年8月21日
000028 6100169006 前川農産もち加工部門 678-0171 赤穂市高野1208-1 791487435 菓子製造業 一般 前川 勇人 西播(赤健)第2-12 平成30年8月27日 令和6年8月31日 平成30年8月27日
000028 6100169007 前川農産もち加工部門 678-0171 赤穂市高野1208-1 791487435 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 前川 勇人 西播(赤健)第1-85 平成30年8月27日 令和6年8月31日 平成30年8月27日
000028 6100169010 焼き菓子　木の匙 678-0213 赤穂市元塩町9-31 791258476 菓子製造業 一般 本窪田 聖子 西播(赤健)第2-14 平成30年8月27日 令和6年8月31日 平成30年8月27日
000028 6100169176 釜山 678-0214 赤穂市朝日町10-4 791429117 飲食店営業(4)その他 一般 有働 初音 西播(赤健)第1-89 平成30年9月7日 令和6年11月30日 平成30年9月7日
000028 6100169197 台湾料理　豊源 678-0021 相生市赤坂1丁目4-30 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 翔輝株式会社 代表取締役 山岸 雅男 501-1132 岐阜県岐阜市折立887 582395678 西播(赤健)第1-90 平成30年9月7日 令和6年11月30日 平成30年9月7日
000028 6100169267 かなじ村 678-1201 赤穂郡上郡町金出地823-1 791540822 飲食店営業(3)旅館 一般 村上 公伸 西播(赤健)第1-91 平成30年9月14日 令和6年11月30日 平成30年9月14日
000028 6100169330 たこやき廉 678-0053 相生市那波南本町8-8マックスバリュ相生南店内 菓子製造業 一般 西山 幸希 西播(赤健)第2-16 平成30年9月20日 令和6年11月30日 平成30年9月20日
000028 6100169377 JR相生駅　新幹線待合室 678-0006 相生市本郷町1-10　JR相生駅構内 791221400 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目２５番２４号 665359024 西播(赤健)第9-23 平成30年9月26日 令和5年11月30日 平成30年9月26日
000028 6100169444 おさきかもめ屋　城西館 678-0246 赤穂市六百目町27-2 791422890 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社おさきかもめ屋 代表取締役 山本 ひろみ 678-0246 兵庫県赤穂市六百目町27-2 791422890 西播(赤健)第1-93 平成30年10月1日 令和6年11月30日 平成30年10月1日
000028 6100169445 おさきかもめ屋　城西館 678-0246 赤穂市六百目町27-2 791422890 食肉販売業 一般 株式会社おさきかもめ屋 代表取締役 山本 ひろみ 678-0246 兵庫県赤穂市六百目町27-2 791422890 西播(赤健)第14-9 平成30年10月1日 令和6年11月30日 平成30年10月1日
000028 6100169488 スナック酒粋夢 678-0031 相生市旭1-9-6岡本ビル1F-101 飲食店営業(4)その他 一般 楠 綾乃 西播(赤健)第1-94 平成30年10月5日 令和6年11月30日 平成30年10月5日
000028 6100169566 味の駅　ちぎり 678-0239 赤穂市加里屋2159-11 飲食店営業(4)その他 一般 長谷 宗生 西播(赤健)第1-95 平成30年10月9日 令和6年11月30日 平成30年10月9日
000028 6100169695 にしき 678-0053 相生市那波南本町8-55 791235995 飲食店営業(4)その他 露店 前田 昭司 西播(赤健)第1-99 平成30年10月18日 令和5年11月30日 平成30年10月18日
000028 6100169696 姫路800す6903 000-0000 相生市、上郡町 791225151 魚介類販売業 自動車 株式会社 はま勝 代表取締役 破魔 勝朗 678-0041 兵庫県相生市相生3-2-22 791225151 西播(赤健)第5-12 平成30年10月18日 令和5年11月30日 平成30年10月18日
000028 6100169706 東蔵 678-1231 赤穂郡上郡町上郡825 791526502 飲食店営業(4)その他 一般 小河 浩美 西播(赤健)第1-100 平成30年10月23日 令和6年11月30日 平成30年10月23日
000028 6100169722 相生大和会館 678-0022 相生市垣内町1-25 791225969 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　大和生研 代表取締役 山下 裕史 670-0936 兵庫県姫路市古二階町63 792890117 西播(赤健)第1-102 平成30年10月24日 令和7年11月30日 平成30年10月24日
000028 6100169723 美ん美ん 678-0006 相生市本郷町6-3 791221222 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＬＩＣＴＨ 代表取締役 山田 賢司 678-0004 兵庫県相生市池之内224-1 792660889 西播(赤健)第1-103 平成30年10月23日 令和6年11月30日 平成30年10月23日
000028 6100169759 宅配弁当　この指とまれ 678-0255 赤穂市新田757-2 791430967 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 山本 賢次 西播(赤健)第1-105 平成30年10月24日 令和6年11月30日 平成30年10月24日
000028 6100169761 野の草園 678-0011 相生市那波野1-6-15 791236450 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 社会福祉法人相生市社会福祉事業団 理事長 髙田 雅仁 678-0091 兵庫県相生市矢野町真広397番地1 791291208 西播(赤健)第1-106 平成30年10月23日 令和6年11月30日 平成30年10月23日
000028 6100169817 セブン-イレブン相生垣内店 678-0022 相生市垣内町1-7 791235771 飲食店営業(4)その他 一般 小西 弘人 西播(赤健)第1-112 平成30年10月29日 令和7年11月30日 平成30年10月29日
000028 6100169851 おかん部 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 尾﨑 佐和子 西播(赤健)第1-115 平成30年10月31日 令和5年11月30日 平成30年10月31日
000028 6100169858 貸しスペース　ぱずる 678-0214 赤穂市朝日町16-1 791452125 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 インターナショナル松本企画有限会社 代表取締役 松本 昭子 678-0214 兵庫県赤穂市朝日町16-1 791452125 西播(赤健)第1-116 平成30年10月31日 令和6年11月30日 平成30年10月31日
000028 6100169956 ほるやん食堂 678-0239 赤穂市加里屋328 791433800 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社粉屋 代表取締役 福田 浩也 707-0057 岡山県美作市則平403番地 868722068 西播(赤健)第1-121 平成30年11月6日 令和6年11月30日 平成30年11月6日
000028 6100170021 松下水産 678-0041 相生市相生5381 791224884 魚介類販売業 一般 松下 一二三 西播(赤健)第5-17 平成30年11月12日 令和6年11月30日 平成30年11月12日
000028 6100170024 功結水産 678-0172 赤穂市坂越319 791487773 そうざい製造業 一般 鎌島 孝次 西播(赤健)第22-5 平成30年11月12日 令和6年11月30日 平成30年11月12日
000028 6100170093 天満神社 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 天満神社 代表役員代務者 福田 精明 678-0082 兵庫県相生市若狭野町野々1190 791280041 西播(赤健)第1-125 平成30年11月14日 令和5年11月30日 平成30年11月14日
000028 6100170094 天満神社 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 天満神社 代表役員代務者 福田 精明 678-0082 兵庫県相生市若狭野町野々1190 791280041 西播(赤健)第2-21 平成30年11月14日 令和5年11月30日 平成30年11月14日
000028 6100170370 ARIBABAの家 678-1242 赤穂郡上郡町下栗原606 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 堺 廣子 西播(赤健)第1-132 平成30年11月30日 令和6年11月30日 平成30年11月30日
000028 6100170384 みんくす 678-0031 相生市旭1-10-13 飲食店営業(4)その他 一般 𠮷田 泉 西播(赤健)第1-133 平成30年11月30日 令和6年11月30日 平成30年11月30日
000028 6100170419 ＢＬＯＯＭ 678-0239 赤穂市加里屋31-19 飲食店営業(4)その他 一般 小松 寿子 西播(赤健)第1-134 平成30年12月4日 令和7年2月28日 平成30年12月4日
000028 6100170448 ローソン相生那波南本町店 678-0053 相生市那波南本町3-21 791230033 飲食店営業(4)その他 一般 竹内 玲子 西播(赤健)第1-135 平成30年12月7日 令和8年2月28日 平成30年12月7日
000028 6100170489 やきとり大吉赤穂中洲店 678-0233 赤穂市加里屋中洲3-21 791452177 飲食店営業(4)その他 一般 清原 千尋 西播(赤健)第1-136 平成30年12月12日 令和7年2月28日 平成30年12月12日
000028 6100170632 有 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 平井 有美 西播(赤健)第1-137 平成30年12月27日 令和6年2月29日 平成30年12月27日
000028 6100170633 ダイニングNaka 678-0255 赤穂市新田590-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中 章好 西播(赤健)第1-138 平成30年12月27日 令和7年2月28日 平成30年12月27日
000028 6100170710 ＨＯＴＥＬ　万葉岬 678-0041 相生市一円 791221413 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社清交倶楽部 代表取締役 西脇 康雄 670-0932 兵庫県姫路市下寺町43番地　姫路商工会議所内 792816800 西播(赤健)第1-139 平成31年1月10日 令和6年2月29日 平成31年1月10日
000028 6100170713 Bon-Mark 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中島 貴代子 西播(赤健)第1-140 平成31年1月11日 令和6年2月29日 平成31年1月11日
000028 6100170815 料理旅館　呑海楼 678-0215 赤穂市御崎字三崎山131 791426601 飲食店営業(3)旅館 一般 越丸株式会社 代表取締役 高 紅兵 540-0029 大阪府大阪市中央区本町橋2-23 662440655 西播(赤健)第1-141 平成31年1月22日 令和7年2月28日 平成31年1月22日
000028 6100170816 料理旅館　呑海楼 678-0215 赤穂市御崎字三崎山131 791426601 喫茶店営業 一般 越丸株式会社 代表取締役 高 紅兵 540-0029 大阪府大阪市中央区本町橋2-23 662440655 西播(赤健)第9-27 平成31年1月22日 令和7年2月28日 平成31年1月22日
000028 6100170874 SWAG SWEETS 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 鎌倉 明美 西播(赤健)第1-146 平成31年1月28日 令和6年2月29日 平成31年1月28日
000028 6100170949 春日井製菓株式会社　相生第一工場 678-0041 相生市相生5377-12 791236101 菓子製造業 一般 春日井製菓株式会社 代表取締役 春日井 大介 451-0062 愛知県名古屋市西区花の木1-3-14 525311677 西播(赤健)第2-23 平成31年1月31日 令和8年2月28日 平成31年1月31日
000028 6100170986 ほっともっと赤穂加里屋店 678-0233 赤穂市加里屋中洲3-42 791465655 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 合同会社サンライフフーズ 代表社員 山下 陽 678-0233 兵庫県赤穂市加里屋中洲3-42 791465655 西播(赤健)第1-151 平成31年2月1日 令和7年2月28日 平成31年2月1日
000028 6100171009 マラサダドーナツのお店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 白井 長生 西播(赤健)第2-26 平成31年2月5日 令和6年2月29日 平成31年2月5日
000028 6100171081 居酒屋　風来坊 678-0239 赤穂市加里屋2188-46 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 江原 賢信 西播(赤健)第1-157 平成31年2月13日 令和7年2月28日 平成31年2月13日
000028 6100171088 ジェラートショップＴＥＴＥ 678-0232 赤穂市中広字東沖1992 アイスクリーム類製造業 一般 株式会社丸尾牧場 代表取締役 丸尾 建城 678-0171 兵庫県赤穂市高野281-1 791487023 西播(赤健)第11-2 平成31年2月15日 令和7年2月28日 平成31年2月15日
000028 6100171089 ジェラートショップＴＥＴＥ 678-0232 赤穂市中広字東沖1992 喫茶店営業 一般 株式会社丸尾牧場 代表取締役 丸尾 建城 678-0171 兵庫県赤穂市高野281-1 791487023 西播(赤健)第9-29 平成31年2月15日 令和7年2月28日 平成31年2月15日
000028 6100171146 三木食品 678-0021 相生市赤坂2-18-23 791221025 豆腐製造業 一般 三木 哲 西播(赤健)第20-1 平成31年2月20日 令和7年2月28日 平成31年2月20日
000028 6100171179 福水商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 福水 孝宣 西播(赤健)第1-160 平成31年2月21日 令和6年2月29日 平成31年2月21日
000028 6100171438 赤穂ハイツ 678-0221 赤穂市尾崎字向山2470-64 791488935 飲食店営業(3)旅館 一般 一般社団法人ひょうご憩の宿 代表理事 林 直樹 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通六丁目3番28号 783815250 西播(赤健)第1-163 平成31年3月8日 令和7年5月31日 平成31年3月8日
000028 6100171439 赤穂ハイツ 678-0221 赤穂市尾崎字向山2470-64 791488935 飲食店営業(4)その他 一般 一般社団法人ひょうご憩の宿 代表理事 林 直樹 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通六丁目3番28号 783815250 西播(赤健)第1-164 平成31年3月8日 令和8年5月31日 平成31年3月8日
000028 6100171467 Hips!!58 678-0239 赤穂市加里屋56-15 791559377 飲食店営業(4)その他 一般 小林 寛史 西播(赤健)第1-165 平成31年3月8日 令和7年5月31日 平成31年3月8日
000028 6100171527 涼祥 678-1233 赤穂郡上郡町駅前118 飲食店営業(4)その他 一般 山本 亜生 西播(赤健)第1-166 平成31年3月12日 令和7年5月31日 平成31年3月12日
000028 6100171535 てっぱん 678-0025 相生市古池本町11-12 791225558 飲食店営業(4)その他 一般 秋山 清司 西播(赤健)第1-167 平成31年3月12日 令和7年5月31日 平成31年3月12日
000028 6100171536 トンボ屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社千種川ファーム 藤井 正隆 678-1231 兵庫県赤穂郡上郡町上郡158-5 791523211 西播(赤健)第1-168 平成31年3月12日 令和6年5月31日 平成31年3月12日
000028 6100171596 株式会社ｔｈｒｅｅ　ｓｅｖｅｎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 株式会社ｔｈｒｅｅ　ｓｅｖｅｎ 代表取締役 堂前 佐知 703-8236 岡山県岡山市中区国富4-4-10 西播(赤健)第2-29 平成31年3月15日 令和6年5月31日 平成31年3月15日
000028 6100171624 配食サービス　ふるいけ 678-0012 相生市古池2-1-1 791237207 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 松永 眞弓 西播(赤健)第1-169 平成31年3月18日 令和7年5月31日 平成31年3月18日
000028 6100171668 ファミリーマート　光都テクノポリス店 678-1205 赤穂郡上郡町光都2-22-2 791598850 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社光都サービス 代表取締役 川上 加代子 679-5165 兵庫県たつの市新宮町光都1-20-5 791580422 西播(赤健)第1-170 平成31年3月20日 令和7年5月31日 平成31年3月20日
000028 6100171678 漁進丸 678-0257 赤穂市福浦3791-1 魚介類販売業 一般 川橋 信彦 西播(赤健)第5-21 平成31年3月22日 令和7年5月31日 平成31年3月22日
000028 6100171680 玉一商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 小林 賢二 西播(赤健)第1-171 平成31年3月22日 令和6年5月31日 平成31年3月22日
000028 6100171810 三木食品 678-0021 相生市赤坂2-18-23 791221025 菓子製造業 一般 三木 哲 西播(赤健)第2-30 平成31年3月28日 令和7年5月31日 平成31年3月28日
000028 6100171811 三木食品 678-0021 相生市赤坂2-18-23 791221025 そうざい製造業 一般 三木 哲 西播(赤健)第22-8 平成31年3月28日 令和7年5月31日 平成31年3月28日
000028 6100171849 株式会社コジマヤ 678-0221 赤穂市尾崎3161-13 791453777 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社コジマヤ 代表取締役 児島 史忠 678-0221 兵庫県赤穂市尾崎3161-13 791453777 西播(赤健)第27-2 平成31年3月29日 令和7年5月31日 平成31年3月29日
000028 6100171850 株式会社コジマヤ 678-0221 赤穂市尾崎3161-13 791453777 魚介類販売業 一般 株式会社コジマヤ 代表取締役 児島 史忠 678-0221 兵庫県赤穂市尾崎3161-13 791453777 西播(赤健)第5-22 平成31年3月29日 令和7年5月31日 平成31年3月29日
000028 6100171851 Ｋａｒｉｙａ　ｒｙｏｋａｎ　Ｑ 678-0239 赤穂市加里屋1996 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社三晃商事 代表取締役 吉井 祥二 530-0016 大阪府大阪市北区中崎1-5-28 663717036 西播(赤健)第1-172 平成31年4月16日 令和7年5月31日 平成31年4月16日
000028 6100171942 八葉食堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 島袋 葉子 西播(赤健)第1-2 平成31年4月9日 令和6年5月31日 平成31年4月9日
000028 6100171950 食品開発株式会社 678-1241 赤穂郡上郡町山野里2309-1 791573331 魚介類販売業 一般 食品開発株式会社 代表取締役 片山 良夫 540-0033 大阪府大阪市中央区石町1-2-9 669203331 西播(赤健)第5-1 平成31年4月10日 令和8年5月31日 平成31年4月10日
000028 6100171951 食品開発株式会社 678-1241 赤穂郡上郡町山野里2309-1 791573331 食肉販売業 一般 食品開発株式会社 代表取締役 片山 良夫 540-0033 大阪府大阪市中央区石町1-2-9 669203331 西播(赤健)第14-1 平成31年4月10日 令和8年5月31日 平成31年4月10日
000028 6100171952 食品開発株式会社 678-1241 赤穂郡上郡町山野里2309-1 791573331 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 食品開発株式会社 代表取締役 片山 良夫 540-0033 大阪府大阪市中央区石町1-2-9 669203331 西播(赤健)第27-1 平成31年4月10日 令和8年5月31日 平成31年4月10日
000028 6100171971 アッ美ん 678-0006 相生市本郷町5-12 791228688 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＬＩＣＴＨ 代表取締役 山田 賢司 678-0004 兵庫県相生市池之内224-1 792660889 西播(赤健)第1-3 平成31年4月12日 令和7年5月31日 平成31年4月12日
000028 6100171981 お食事　久 678-1241 赤穂郡上郡町山野里2349-2 791255447 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 安岡 真次 西播(赤健)第1-4 平成31年4月15日 令和7年5月31日 平成31年4月15日
000028 6100172004 はくほう 678-0241 赤穂市惣門町52-6 791429295 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社セントラル・メディカル・サービス 取締役 柳田 良之 678-0243 兵庫県赤穂市加里屋字新町98-14 791429295 西播(赤健)第1-5 平成31年4月15日 令和7年5月31日 平成31年4月15日
000028 6100172015 季節料理　旬華 678-0239 赤穂市加里屋56-17 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 金井 敏幸 西播(赤健)第1-6 平成31年4月16日 令和7年5月31日 平成31年4月16日
000028 6100172076 恵海処　功結 678-0239 赤穂市加里屋42-3西野ビル1F 101 飲食店営業(4)その他 一般 鎌島 孝次 西播(赤健)第1-8 平成31年4月22日 令和7年5月31日 平成31年4月22日
000028 6100172108 ほるやん食堂 678-0239 赤穂市加里屋328 791433800 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社粉屋 代表取締役 福田 浩也 707-0057 岡山県美作市則平403番地 868722068 西播(赤健)第11-1 平成31年4月23日 令和6年5月31日 平成31年4月23日
000028 6100172129 ローソン相生コスモス店 678-0052 相生市赤坂1-308 791236464 飲食店営業(4)その他 一般 山田 健輔 西播(赤健)第1-11 平成31年4月23日 令和7年5月31日 平成31年4月23日
000028 6100172186 リリアン 678-0204 赤穂市寿町2-3 飲食店営業(4)その他 一般 井上 富子 西播(赤健)第1-17 平成31年4月25日 令和7年5月31日 平成31年4月25日
000028 6100172215 祥吉 678-0215 赤穂市御崎2-3 791437600 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社三晃商事 代表取締役 吉井 祥二 530-0016 大阪府大阪市北区中崎1-5-28 663717036 西播(赤健)第1-20 平成31年4月26日 令和7年5月31日 平成31年4月26日
000028 6100172223 赤松地区むらづくり推進委員会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 横山 充 西播(赤健)第2-4 平成31年4月26日 令和6年5月31日 平成31年4月26日
000028 6100172225 バンビ 678-0241 赤穂市惣門町55-13 791432031 アイスクリーム類製造業 一般 株式会社ノア 代表取締役 石野 剛史 678-0241 兵庫県赤穂市惣門町55-13 791432031 西播(赤健)第11-2 平成31年4月26日 令和7年5月31日 平成31年4月26日
000028 6100172226 ﾊﾟﾃｨｽﾘｰ ﾉｱ 678-0241 赤穂市惣門町55-13 791432031 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ノア 代表取締役 石野 剛史 678-0241 兵庫県赤穂市惣門町55-13 791432031 西播(赤健)第1-21 平成31年4月26日 令和7年5月31日 平成31年4月26日
000028 6100172293 道楽 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 金正 栄一 西播(赤健)第2-6 令和1年5月13日 令和6年5月31日 令和1年5月13日



000028 6100172434 こやま鮮魚 000-0000 赤穂市内 魚介類販売業 自動車 小山 和年 西播(赤健)第5-5 令和1年5月22日 令和6年5月31日 令和1年5月22日
000028 6100172597 ファミリーマート赤穂東浜店 678-0222 赤穂市東浜町109-2 791462900 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社エクスプローラー 代表取締役 小林 豊 678-0222 兵庫県赤穂市東浜町109-2 791462900 西播(赤健)第1-35 令和1年6月3日 令和7年8月31日 令和1年6月3日
000028 6100172601 ファミリーマート赤穂新田店 678-0259 赤穂市黒崎町212 791465185 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社エクスプローラー 代表取締役 小林 豊 678-0222 兵庫県赤穂市東浜町109-2 791462900 西播(赤健)第1-36 令和1年6月3日 令和7年8月31日 令和1年6月3日
000028 6100172605 ファミリーマート相生若狭野店 678-0081 相生市若狭野町若狭野66-1 791248565 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社エクスプローラー 代表取締役 小林 豊 678-0222 兵庫県赤穂市東浜町109-2 791462900 西播(赤健)第1-37 令和1年6月3日 令和7年8月31日 令和1年6月3日
000028 6100172679 Luna 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 村田 俊成 西播(赤健)第1-38 令和1年5月31日 令和6年5月31日 令和1年5月31日
000028 6100172815 イル　ピアット 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 西播(赤健)第1-40 令和1年6月12日 令和6年8月31日 令和1年6月12日
000028 6100172820 こころ 678-0025 相生市古池本町7-4グランボア1F 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 水川 千鶴 西播(赤健)第1-41 令和1年6月13日 令和7年8月31日 令和1年6月13日
000028 6100172896 旬鮮食彩館ＰＡＯＮＥ塩屋店 678-0201 赤穂市塩屋字寺田275-1 791420503 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社ヒナセショッピングセンター 代表取締役 磯野 幸則 701-3204 岡山県備前市日生町日生2302-1 862723446 西播(赤健)第1-42 令和1年6月19日 令和6年8月31日 令和1年6月19日
000028 6100173105 和ダイニングまねき　白龍城店 678-0053 相生市那波南本町8-55 791233360 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 まねき食品株式会社 代表取締役 竹田 典高 670-0947 兵庫県姫路市北条953 792240255 西播(赤健)第1-44 令和1年6月28日 令和7年8月31日 令和1年6月28日
000028 6100173106 和ダイニングまねき　白龍城店 678-0053 相生市那波南本町8-55 791233360 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー まねき食品株式会社 代表取締役 竹田 典高 670-0947 兵庫県姫路市北条953 792240255 西播(赤健)第11-3 令和1年6月28日 令和6年8月31日 令和1年6月28日
000028 6100173107 海と坂と 678-0215 赤穂市御崎2-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 金谷 尚大 西播(赤健)第1-45 令和1年6月28日 令和7年8月31日 令和1年6月28日
000028 6100173125 あかし家 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 862797503 飲食店営業(4)その他 露店 佐々木 武志 西播(赤健)第1-46 令和1年7月2日 令和6年8月31日 令和1年7月2日
000028 6100173187 Sean Curry 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 岸野 翔 西播(赤健)第1-47 令和1年7月8日 令和6年8月31日 令和1年7月8日
000028 6100173218 SUNZ cafe 678-0232 赤穂市中広149-1ｽｰﾊﾟｰ虎王内ﾌｰﾄﾞｺｰﾅｰ 791430712 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 SUNZdining株式会社 代表取締役 三山 哲緒 668-0033 兵庫県豊岡市中央町4-12 796346112 西播(赤健)第1-48 令和1年7月12日 令和7年8月31日 令和1年7月12日
000028 6100173325 キッチン999 678-0172 赤穂市坂越2851-16　1F 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木村 和久 西播(赤健)第1-50 令和1年7月22日 令和7年8月31日 令和1年7月22日
000028 6100173391 food aran 678-0231 赤穂市細野町553 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木村 和久 西播(赤健)第1-51 令和1年7月26日 令和7年8月31日 令和1年7月26日
000028 6100173402 若狭野荘 678-0081 相生市若狭野町若狭野235-44 791281510 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内2-7-3 332873613 西播(赤健)第1-52 令和1年7月26日 令和8年8月31日 令和1年7月26日
000028 6100173480 佐々木商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 佐々木 仁美 西播(赤健)第2-9 令和1年8月1日 令和6年8月31日 令和1年8月1日
000028 6100173552 マクドナルド イオン赤穂店 678-0232 赤穂市中広字別所55-3 791464057 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社甲輝 代表取締役 櫛田 浩治 678-0232 兵庫県赤穂市中広2 791434558 西播(赤健)第11-5 令和1年8月5日 令和7年8月31日 令和1年8月5日
000028 6100173581 赤穂野菜と地魚の店　五月 678-0239 赤穂市加里屋40-6赤穂ﾌﾟﾗｻﾞﾊｲﾂ101 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 児島 正典 西播(赤健)第1-64 令和1年8月9日 令和7年8月31日 令和1年8月9日
000028 6100173598 県民交流広場ふれあいサロン 678-1256 赤穂郡上郡町八保甲253-1 791550103 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡田 忠義 西播(赤健)第1-65 令和1年8月8日 令和7年8月31日 令和1年8月8日
000028 6100173792 スナック由美 678-0204 赤穂市寿町２－３ 飲食店営業(4)その他 一般 松尾 加代子 西播(赤健)第1-71 令和1年8月27日 令和7年8月31日 令和1年8月27日
000028 6100173803 居酒家ちぎり 678-0203 赤穂市元町3-13 791425822 飲食店営業(4)その他 一般 長谷 宗生 西播(赤健)第1-72 令和1年8月28日 令和7年8月31日 令和1年8月28日
000028 6100173836 光都ファーマーズストア 678-1205 赤穂郡上郡町光都2-23-1 菓子製造業 一般 花田 充宏 西播(赤健)第2-11 令和1年8月28日 令和7年8月31日 令和1年8月28日
000028 6100174022 えいーと 678-0239 赤穂市加里屋44-7 791423489 飲食店営業(4)その他 一般 巴山 恵子 西播(赤健)第1-73 令和1年9月17日 令和7年11月30日 令和1年9月17日
000028 6100174034 ｃｒｅａｔｅ　Ｌｉｋｅ　ｓｕｎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 宮川 太郎 西播(赤健)第1-74 令和1年9月18日 令和6年11月30日 令和1年9月18日
000028 6100174156 鞍居地区ふるさと村づくり協議会 678-1202 赤穂郡上郡町野桑1275 791540017 菓子製造業 一般 河井 正人 西播(赤健)第2-12 令和1年9月27日 令和7年11月30日 令和1年9月27日
000028 6100174441 相生ライオンズクラブ 000-0000 相生市、赤穂市、上郡町 飲食店営業(4)その他 露店 吉村 春樹 西播(赤健)第1-81 令和1年10月28日 令和6年11月30日 令和1年10月28日
000028 6100174518 杉尾食料品店 678-0063 相生市佐方2-11-1 791220648 魚介類販売業 一般 杉尾 清美 西播(赤健)第5-15 令和1年10月30日 令和7年11月30日 令和1年10月30日
000028 6100174525 Ｒｉｓｅ 678-0239 赤穂市加里屋90-17太陽ビル101 飲食店営業(4)その他 一般 後藤 恭兵 西播(赤健)第1-83 令和1年10月29日 令和7年11月30日 令和1年10月29日
000028 6100174538 Ｙ．ＯＨＡＮＡ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 有限会社柚木工業 柚木 忠志 709-0612 岡山県岡山市東区内ケ原460-1 862385425 西播(赤健)第1-93 令和1年10月30日 令和6年11月30日 令和1年10月30日
000028 6100174555 ほうばい 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 前 竜司 西播(赤健)第1-94 令和1年10月30日 令和6年11月30日 令和1年10月30日
000028 6100174579 旬鮮食彩館　パオーネ 678-0201 赤穂市塩屋字寺田275-1 791420503 そうざい製造業 一般 株式会社ヒナセショッピングセンター 代表取締役 磯野 幸則 701-3204 岡山県備前市日生町日生2302-1 862723446 西播(赤健)第22-1 令和1年10月31日 令和7年11月30日 令和1年10月31日
000028 6100174580 旬鮮食彩館　パオーネ 678-0201 赤穂市塩屋字寺田275-1 791420503 食肉処理業 一般 株式会社ヒナセショッピングセンター 代表取締役 磯野 幸則 701-3204 岡山県備前市日生町日生2302-1 862723446 西播(赤健)第13-1 令和1年10月31日 令和7年11月30日 令和1年10月31日
000028 6100174611 ボートレースチケットショップ相生 678-0072 相生市竜泉町242-10 791559720 飲食店営業(4)その他 一般 富士レックス株式会社 代表取締役 鈴木 琢二 111-0052 東京都台東区柳橋1-5-5　REXビル2F 358234128 西播(赤健)第1-96 令和1年10月31日 令和7年11月30日 令和1年10月31日
000028 6100174660 相生市農村女性連絡協議会 000-0000 相生市内一円 飲食店営業(4)その他 露店 勝谷 公美子 西播(赤健)第1-103 令和1年11月11日 令和6年11月30日 令和1年11月11日
000028 6100174665 花花 678-1233 赤穂郡上郡町大持369 791526435 喫茶店営業 一般 野村 秀子 西播(赤健)第9-16 令和1年11月12日 令和7年11月30日 令和1年11月12日
000028 6100174710 お好み焼き　とみゑちゃん 678-0254 赤穂市折方958-7 菓子製造業 一般 河原 順次 西播(赤健)第2-19 令和1年11月13日 令和7年11月30日 令和1年11月13日
000028 6100174715 クワトロ　オハス 678-0213 赤穂市元塩町2-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 千崎 美恒子 西播(赤健)第1-111 令和1年11月15日 令和7年11月30日 令和1年11月15日
000028 6100174873 小料理一心 678-1233 赤穂郡上郡町大持361-1 791523361 飲食店営業(4)その他 一般 福田 龍也 西播(赤健)第1-118 令和1年11月27日 令和7年11月30日 令和1年11月27日
000028 6100174981 ＭｏｏＮ 678-0031 相生市旭1-15-6 飲食店営業(4)その他 一般 前橋 鉄智 西播(赤健)第1-121 令和1年11月28日 令和7年11月30日 令和1年11月28日
000028 6100175025 お好み焼　大蔵 678-1225 赤穂郡上郡町與井字川原916-2 791524653 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福井 みどり 西播(赤健)第1-124 令和1年12月2日 令和8年2月28日 令和1年12月2日
000028 6100175100 ＣＡＦＥ　ＧＲＡＮＤＰＥＲＥ 678-0214 赤穂市朝日町10-21 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松井 操 西播(赤健)第1-125 令和1年12月13日 令和8年2月28日 令和1年12月13日
000028 6100175133 赤穂のお菓子・プリエール 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 791420220 飲食店営業(4)その他 露店 播州海運合資会社 代表社員 藤本 秀敏 678-0256 兵庫県赤穂市鷆和573-2 791431387 西播(赤健)第1-126 令和1年12月11日 令和7年2月28日 令和1年12月11日
000028 6100175134 赤穂のお菓子・プリエール 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 791420220 菓子製造業 露店 播州海運合資会社 代表社員 藤本 秀敏 678-0256 兵庫県赤穂市鷆和573-2 791431387 西播(赤健)第2-23 令和1年12月11日 令和7年2月28日 令和1年12月11日
000028 6100175175 Ｐｙｌｏｎ　Ｂａｒ 678-0031 相生市旭1-10-3 飲食店営業(4)その他 一般 西田 良 西播(赤健)第1-127 令和1年12月17日 令和8年2月28日 令和1年12月17日
000028 6100175424 味処　和楽 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 本谷 拓也 西播(赤健)第1-128 令和1年12月23日 令和7年2月28日 令和1年12月23日
000028 6100175548 三男坊 678-1216 赤穂郡上郡町中野611 791522122 飲食店営業(4)その他 一般 大長 利英 西播(赤健)第1-129 令和2年1月8日 令和8年2月28日 令和2年1月8日
000028 6100175555 スナック　あられちゃん 678-0239 赤穂市加里屋67-10ANGELO赤穂駅前 1階B号室 791422908 飲食店営業(4)その他 一般 有年 美香 西播(赤健)第1-130 令和2年1月9日 令和8年2月28日 令和2年1月9日
000028 6100175590 ＣＯＦＦＥＥ紬 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 本郷 めぐみ 西播(赤健)第1-131 令和2年1月15日 令和7年2月28日 令和2年1月15日
000028 6100175603 松の木屋 678-1231 赤穂郡上郡町上郡222-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 秋山 幸滋 西播(赤健)第1-132 令和2年1月16日 令和8年2月28日 令和2年1月16日
000028 6100175674 寺坂水産 678-0172 赤穂市坂越319 791481219 飲食店営業(4)その他 一般 森口 和彦 西播(赤健)第1-138 令和2年1月28日 令和8年2月28日 令和2年1月28日
000028 6100175675 寺坂水産 678-0172 赤穂市坂越319 791481219 魚介類販売業 一般 森口 和彦 西播(赤健)第5-22 令和2年1月28日 令和8年2月28日 令和2年1月28日
000028 6100175767 藤原商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 藤原 啓史 西播(赤健)第1-150 令和2年1月31日 令和7年2月28日 令和2年1月31日
000028 6100175771 藤原商事 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 小林 一 西播(赤健)第1-151 令和2年1月31日 令和7年2月28日 令和2年1月31日
000028 6100175792 Ｔｅｐｐａｎ　ｂａｒｕ  ｓｐｏｏｎ　ｆｕｌ 678-0172 赤穂市尾崎3936 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木村 和久 西播(赤健)第1-155 令和2年1月31日 令和8年2月28日 令和2年1月31日
000028 6100175849 利休抹茶本舗 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 自動車 株式会社オプティミスト 代表取締役 河西 大樹 546-0014 大阪府大阪市東住吉区鷹合3-11-23 722899970 西播(赤健)第9-25 令和2年2月10日 令和7年2月28日 令和2年2月10日
000028 6100175850 利休抹茶本舗 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 株式会社オプティミスト 代表取締役 河西 大樹 546-0014 大阪府大阪市東住吉区鷹合3-11-23 722899970 西播(赤健)第2-27 令和2年2月10日 令和7年2月28日 令和2年2月10日
000028 6100175965 ＸＡＩ 678-0031 相生市旭1-8-1 飯店松ノ浦ビル2F 飲食店営業(4)その他 一般 山本 龍太 西播(赤健)第1-168 令和2年2月18日 令和8年2月28日 令和2年2月18日
000028 6100175983 セブン00イレブン赤穂大橋西詰店 678-0232 赤穂市中広462-1 飲食店営業(4)その他 一般 小野尾 重幸 西播(赤健)第1-173 令和2年2月21日 令和8年2月28日 令和2年2月21日
000028 6100176109 牡蠣小屋りょうちゃん 678-0215 赤穂市御崎1782-12 飲食店営業(4)その他 一般 成林 良一 西播(赤健)第1-179 令和2年2月27日 令和8年2月28日 令和2年2月27日
000028 6100176134 うみ・かふぇ 678-0172 赤穂市坂越1327-1 飲食店営業(4)その他 一般 奧吉 昌子 西播(赤健)第1-180 令和2年2月27日 令和8年2月28日 令和2年2月27日
000028 6100176153 なんかん 678-0239 赤穂市加里屋42-3 791426009 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 矢野 義博 西播(赤健)第1-181 令和2年2月27日 令和8年2月28日 令和2年2月27日
000028 6100176169 梨の樹 678-1244 赤穂郡上郡町梨ケ原552-1 飲食店営業(4)その他 一般 延原 繁治 西播(赤健)第1-182 令和2年2月28日 令和8年2月28日 令和2年2月28日
000028 6100176196 ｃａｆｅ　しあわせなより道 678-0172 赤穂市坂越2065 791565963 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中村 優理 西播(赤健)第1-183 令和2年3月6日 令和8年5月31日 令和2年3月6日
000028 6100176197 ｃａｆｅ　しあわせなより道 678-0172 赤穂市坂越2065 791565963 菓子製造業 一般 中村 優理 西播(赤健)第2-31 令和2年3月6日 令和8年5月31日 令和2年3月6日
000028 6100176218 ぞの　Ｋｉｔｃｈｅｎ 678-0259 赤穂市黒崎町170 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 大薗 鮎香 西播(赤健)第1-184 令和2年3月6日 令和8年5月31日 令和2年3月6日
000028 6100176246 ｃｒｅａｔｅ　Ｌｉｋｅ　ｓｕｎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 宮川 太郎 西播(赤健)第1-185 令和2年3月9日 令和7年5月31日 令和2年3月9日
000028 6100176294 ＡＮＫＨＯＲ　ＷＯＲＫＳ  ＣＯＦＦＥＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 細川 富久明 西播(赤健)第1-186 令和2年3月11日 令和7年5月31日 令和2年3月11日
000028 6100176295 ＡＮＫＨＯＲ　ＷＯＲＫＳ  ＣＯＦＦＥＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 細川 富久明 西播(赤健)第2-32 令和2年3月11日 令和7年5月31日 令和2年3月11日
000028 6100176330 いづみ精肉店 678-0233 赤穂市加里屋中洲3-60 791431229 飲食店営業(4)その他 一般 明石 裕昭 西播(赤健)第1-187 令和2年3月16日 令和8年5月31日 令和2年3月16日
000028 6100176331 いづみ精肉店 678-0233 赤穂市加里屋中洲3-60 791431229 食肉販売業 一般 明石 裕昭 西播(赤健)第14-22 令和2年3月16日 令和8年5月31日 令和2年3月16日
000028 6100176333 いづみ精肉店 000-0000 赤穂市、相生市、上郡町 飲食店営業(4)その他 露店 明石 裕昭 西播(赤健)第1-188 令和2年3月16日 令和7年5月31日 令和2年3月16日
000028 6100176369 雅ファーム　苺いちえ 678-0091 相生市矢野町菅谷469 飲食店営業(4)その他 一般 中越 記子 西播(赤健)第1-189 令和2年3月17日 令和8年5月31日 令和2年3月17日
000028 6100176383 和食　から橋の里 678-1233 赤穂郡上郡町駅前17 791566355 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 髙橋 一夫 西播(赤健)第1-190 令和2年3月19日 令和8年5月31日 令和2年3月19日
000028 6100176431 株式会社　総本家かん川 678-0258 赤穂市古浜町201 791452222 菓子製造業 一般 株式会社総本家かん川 代表取締役 目木 敏彦 678-0258 兵庫県赤穂市古浜町201 791452222 西播(赤健)第2-33 令和2年3月24日 令和8年5月31日 令和2年3月24日
000028 6100176561 ナニワフード株式会社第2工場 678-1262 赤穂郡上郡町岩木甲705-122 791520362 乳製品製造業 一般 ナニワフード株式会社 代表取締役 吉田 宗平 651-1401 兵庫県神戸市北区有馬町1658-3 西播(赤健)第4-1 令和2年3月30日 令和8年5月31日 令和2年3月30日
000028 6100176562 ナニワフード株式会社第2工場 678-1262 赤穂郡上郡町岩木甲705-122 791520362 ソース類製造業 一般 ナニワフード株式会社 代表取締役 吉田 宗平 651-1401 兵庫県神戸市北区有馬町1658-3 西播(赤健)第18-1 令和2年3月30日 令和8年5月31日 令和2年3月30日
000028 6100176617 御崎カフェ 678-0215 赤穂市御崎2-2 飲食店営業(4)その他 一般 高田 五十鈴 西播(赤健)第1-1 令和2年4月7日 令和8年5月31日 令和2年4月7日
000028 6100176659 Ｍｏｕｎｔａｉｎ 678-0053 相生市那波南本町5-18 791221577 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社山本ベーカリー 代表取締役 山本 信人 678-0082 兵庫県相生市若狭野町福井102-5 791280157 西播(赤健)第1-2 令和2年4月13日 令和8年5月31日 令和2年4月13日
000028 6100176785 トキシラズ 678-0051 相生市那波大浜町11-15　光ﾋﾞﾙ2Ｆ 791227401 菓子製造業 一般 山本 岳史 西播(赤健)第2-2 令和2年4月23日 令和8年5月31日 令和2年4月23日
000028 6100176835 今井荘 678-0215 赤穂市御崎550-2 791423549 飲食店営業(3)旅館 一般 今井 崇文 西播(赤健)第1-20 令和2年4月27日 令和8年5月31日 令和2年4月27日
000028 6100176855 地鶏串焼きと季節料理の店　匠 678-0025 相生市古池本町7-4 791221223 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社暁 代表取締役 福地 旭洋 678-0023 兵庫県相生市向陽台4-8-102号 791228667 西播(赤健)第1-22 令和2年4月28日 令和8年5月31日 令和2年4月28日
000028 6100176892 ほのぼのごはん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 前川 惠子 西播(赤健)第1-28 令和2年4月30日 令和7年5月31日 令和2年4月30日
000028 6100177035 ＴＥＴＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 株式会社丸尾牧場 代表取締役 丸尾 建城 678-0171 兵庫県赤穂市高野281-1 791487023 西播(赤健)第9-4 令和2年5月19日 令和7年5月31日 令和2年5月19日
000028 6100177056 てづくり弁当がんちゃん 678-1274 赤穂郡上郡町柏野270-1 791527695 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 岩崎 経子 西播(赤健)第1-42 令和2年5月21日 令和8年5月31日 令和2年5月21日
000028 6100177103 ローソン赤穂元町店 678-0203 赤穂市元町6-2 791464466 飲食店営業(4)その他 一般 久田 茂雄 西播(赤健)第1-49 令和2年5月25日 令和8年5月31日 令和2年5月25日
000028 6100177158 ＥＴＥＲＮＡＬ 678-0239 赤穂市加里屋47-14赤穂ｻﾝｼﾃｨｼｮｯﾌﾟﾌﾟﾗｻﾞ2F4号 791435121 飲食店営業(4)その他 一般 藤田 幸 西播(赤健)第1-55 令和2年5月28日 令和8年5月31日 令和2年5月28日
000028 6100177190 なべしまファーム 678-0255 赤穂市新田3 791452301 菓子製造業 一般 鍋島 晴美 西播(赤健)第2-10 令和2年6月2日 令和8年8月31日 令和2年6月2日
000028 6100177224 二条 678-0172 赤穂市坂越788 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大角 敦子 西播(赤健)第1-57 令和2年6月4日 令和8年8月31日 令和2年6月4日
000028 6100177246 わかさのふれあい厨房 678-0082 相生市若狭野町福井字上河1044 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 大西 初美 西播(赤健)第1-58 令和2年6月5日 令和8年8月31日 令和2年6月5日
000028 6100177327 珈琲所コメダ珈琲店イオン赤穂店 678-0232 赤穂市中広字別所55-3 791565569 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社Ｓ＆Ｋ 代表取締役 鈴木 剛 678-0202 兵庫県赤穂市山手町4-1 791451157 西播(赤健)第11-1 令和2年6月11日 令和7年8月31日 令和2年6月11日
000028 6100177583 株式会社マルト水産 678-0141 相生市相生字壺根5148-1地先 791221887 魚介類販売業 一般 株式会社マルト水産 代表取締役 小久保 公博 678-0141 兵庫県相生市相生字壺根5133-32 791221887 西播(赤健)第5-5 令和2年7月8日 令和8年8月31日 令和2年7月8日
000028 6100177585 株式会社あけぼの海産 678-0141 相生市相生字壺根5148-1地先 791242158 魚介類販売業 一般 株式会社あけぼの海産 代表取締役 坂東 幸喜 721-0951 広島県福山市新浜町1-5-11 849812580 西播(赤健)第5-6 令和2年7月8日 令和8年8月31日 令和2年7月8日
000028 6100177624 ｎｏｎｋｉ　ｐｉｃｎｉｃ 678-0172 赤穂市坂越2190 791255444 飲食店営業(4)その他 一般 橋本 正人 西播(赤健)第1-61 令和2年7月16日 令和8年8月31日 令和2年7月16日
000028 6100177777 銀波荘 678-0215 赤穂市御崎2-8 791453355 そうざい製造業 一般 株式会社銀波荘 代表取締役 成世 敏昭 678-0215 兵庫県赤穂市御崎2-8 791453355 西播(赤健)第22-4 令和2年7月29日 令和8年8月31日 令和2年7月29日
000028 6100177778 銀波荘 678-0215 赤穂市御崎2-8 791453355 魚介類販売業 一般 株式会社銀波荘 代表取締役 成世 敏昭 678-0215 兵庫県赤穂市御崎2-8 791453355 西播(赤健)第5-10 令和2年7月29日 令和8年8月31日 令和2年7月29日
000028 6100177804 ホネカレー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 平山 峰成 西播(赤健)第1-67 令和2年7月31日 令和7年8月31日 令和2年7月31日
000028 6100177853 カフェ食堂マリン 678-0172 赤穂市坂越2851-16マリンプラザ1F 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 武久 裕行 西播(赤健)第1-68 令和2年8月5日 令和8年8月31日 令和2年8月5日
000028 6100177890 ｍоｍо　ｃаｆｅ 678-0081 相生市若狭野町西後明173-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中尾 昌文 西播(赤健)第1-71 令和2年8月7日 令和8年8月31日 令和2年8月7日
000028 6100177904 ＴＥＴＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 自動車 株式会社丸尾牧場 代表取締役 丸尾 建城 678-0171 兵庫県赤穂市高野281-1 791487023 西播(赤健)第9-12 令和2年8月12日 令和7年8月31日 令和2年8月12日
000028 6100177988 モートカフェ 678-0236 赤穂市上仮屋南2-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大田 美千代 西播(赤健)第1-80 令和2年8月20日 令和8年8月31日 令和2年8月20日
000028 6100178036 Ｃａｄｏｕ(カドー) 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 福田 理恵子 西播(赤健)第1-83 令和2年8月24日 令和7年8月31日 令和2年8月24日
000028 6100178043 まるおファーム 678-0232 赤穂市中広1830-2 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 丸尾 友明 西播(赤健)第11-5 令和2年8月26日 令和7年8月31日 令和2年8月26日
000028 6100178111 ＣＰ－８００１船内食堂 678-0041 相生市相生5292岸壁 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ニッスイマリン工業株式会社 代表取締役 福田 智 804-0076 福岡県北九州市戸畑区銀座2丁目6番27号 938842010 西播(赤健)第1-85 令和2年8月31日 令和8年8月31日 令和2年8月31日
000028 6100178175 おかだ港店 678-0041 相生市相生2-4-14 791220201 食肉販売業 一般 大西 一樹 西播(赤健)第14-7 令和2年9月4日 令和8年11月30日 令和2年9月4日
000028 6100178176 おかだ港店 678-0041 相生市相生2-4-14 791220201 飲食店営業(4)その他 一般 大西 一樹 西播(赤健)第1-86 令和2年9月4日 令和8年11月30日 令和2年9月4日
000028 6100178189 歌謡ステージ 扇 678-0255 赤穂市新田1188-1 791424774 喫茶店営業 一般 竃 恵子 西播(赤健)第9-16 令和2年9月7日 令和8年11月30日 令和2年9月7日
000028 6100178241 セブン－イレブン赤穂尾崎店 678-0221 赤穂市尾崎3154-1 791457554 飲食店営業(4)その他 一般 三木 忠 西播(赤健)第1-87 令和2年9月14日 令和9年11月30日 令和2年9月14日
000028 6100178258 玉田商店たこ焼や桜原 678-0031 相生市旭4-10-14 飲食店営業(4)その他 一般 中道 鉄夫 西播(赤健)第1-89 令和2年9月18日 令和8年11月30日 令和2年9月18日
000028 6100178260 Ａｋｏ　ＤｅＬｉ（アコデリ） 678-0232 赤穂市中広179-19 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇ 代表取締役 山﨑 章弘 678-0221 兵庫県赤穂市尾崎3116-12 西播(赤健)第1-88 令和2年9月16日 令和7年11月30日 令和2年9月16日
000028 6100178267 マックスバリュ相生南店 678-0053 相生市那波南本町8-8 791235245 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 西播(赤健)第1-90 令和2年9月18日 令和8年11月30日 令和2年9月18日



000028 6100178268 マックスバリュ相生南店 678-0053 相生市那波南本町8-8 791235245 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 西播(赤健)第1-91 令和2年9月18日 令和8年11月30日 令和2年9月18日
000028 6100178269 マックスバリュ相生南店 678-0053 相生市那波南本町8-8 791235245 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 西播(赤健)第2-15 令和2年9月18日 令和8年11月30日 令和2年9月18日
000028 6100178270 マックスバリュ相生南店 678-0053 相生市那波南本町8-8 791235245 喫茶店営業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 西播(赤健)第9-17 令和2年9月18日 令和8年11月30日 令和2年9月18日
000028 6100178271 マックスバリュ相生南店 678-0053 相生市那波南本町8-8 791235245 喫茶店営業 自動販売機 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 西播(赤健)第9-18 令和2年9月18日 令和7年11月30日 令和2年9月18日
000028 6100178300 煉瓦屋Ｒ 678-0239 赤穂市加里屋47-14赤穂サンシティショッププラザ104 飲食店営業(4)その他 一般 新井 良江 西播(赤健)第1-92 令和2年9月23日 令和8年11月30日 令和2年9月23日
000028 6100178303 焼鳥わかとり屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 影井 秀樹 西播(赤健)第1-93 令和2年9月23日 令和7年11月30日 令和2年9月23日
000028 6100178461 メタメタ 678-0239 赤穂市加里屋2188-44 飲食店営業(4)その他 一般 冨田 新之輔 西播(赤健)第1-94 令和2年10月8日 令和8年11月30日 令和2年10月8日
000028 6100178480 兵庫の里 678-0221 赤穂市尾崎3917 菓子製造業 一般 大村 忠 西播(赤健)第2-16 令和2年10月12日 令和8年11月30日 令和2年10月12日
000028 6100178516 Ｌｉｚ　ｃａｆｅ 678-0231 赤穂市細野町553 791420812 喫茶店営業 一般 大浦 好美 西播(赤健)第9-19 令和2年10月15日 令和8年11月30日 令和2年10月15日
000028 6100178612 ちいちゃん 678-0239 赤穂市加里屋77-1加里屋Ⅰテナント１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 羽馬 千鶴 西播(赤健)第1-106 令和2年10月23日 令和8年11月30日 令和2年10月23日
000028 6100178642 山孝水産 678-0141 相生市相生坪根5148-2 791237291 魚介類販売業 一般 山下 孝之 西播(赤健)第5-13 令和2年10月28日 令和8年11月30日 令和2年10月28日
000028 6100178676 愛菜　相生店 678-0031 相生市旭3-7-6 791226060 そうざい製造業 一般 株式会社コープフーズ 代表取締役 友重 伸和 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-3-19 794956001 西播(赤健)第22-5 令和2年10月29日 令和8年11月30日 令和2年10月29日
000028 6100178891 Ｍｅｒｒｙ　Ｗｉｄｏｗ 678-1231 赤穂郡上郡町上郡44-2 791525757 菓子製造業 一般 (株)Ｍｅｒｒｙ　Ｗｉｄｏｗ 代表取締役 杉山 奈央 678-1231 兵庫県赤穂郡上郡町上郡44-2 791525757 西播(赤健)第2-22 令和2年11月17日 令和8年11月30日 令和2年11月17日
000028 6100178892 Ｍｅｒｒｙ　Ｗｉｄｏｗ 678-1231 赤穂郡上郡町上郡44-2 791525757 飲食店営業(4)その他 一般 (株)Ｍｅｒｒｙ　Ｗｉｄｏｗ 代表取締役 杉山 奈央 678-1231 兵庫県赤穂郡上郡町上郡44-2 791525757 西播(赤健)第1-119 令和2年11月17日 令和8年11月30日 令和2年11月17日
000028 6100178910 パン工房　笑顔（すまいる） 678-0092 相生市矢野町小河212-1 791257687 菓子製造業 一般 勝下 由美子 西播(赤健)第2-24 令和2年11月20日 令和8年11月30日 令和2年11月20日
000028 6100178911 パン工房　笑顔（すまいる） 678-0092 相生市矢野町小河212-1 791257687 飲食店営業(4)その他 一般 勝下 由美子 西播(赤健)第1-122 令和2年11月20日 令和8年11月30日 令和2年11月20日
000028 6100178962 杉尾食料品店 678-0063 相生市佐方2-11-1 791220648 飲食店営業(4)その他 一般 杉尾 清美 西播(赤健)第1-127 令和2年11月26日 令和8年11月30日 令和2年11月26日
000028 6100179104 そば処　衣笠 678-0239 赤穂市加里屋56-4 791420194 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 陰山 麻貴子 西播(赤健)第1-131 令和2年12月7日 令和9年2月28日 令和2年12月7日
000028 6100179120 Ｐａｒａ　パラ 678-0031 相生市旭1-10-3南部産業ビル１階 飲食店営業(4)その他 一般 ＫＡＫＩＵＣＨＩ　ＩＲＥＳ ＧＡＲＣＥＳ 西播(赤健)第1-132 令和2年12月8日 令和9年2月28日 令和2年12月8日
000028 6100179126 レストラン鳥安 678-0239 赤穂市加里屋2188-15 791422663 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 越智 康介 西播(赤健)第1-133 令和2年12月8日 令和9年2月28日 令和2年12月8日
000028 6100179164 PLANT　BASED　CAFE　Jawane 678-1231 赤穂郡上郡町上郡772-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤崎 有美 西播(赤健)第1-135 令和2年12月14日 令和9年2月28日 令和2年12月14日
000028 6100179165 PLANT　BASED　CAFE　Jawane 678-1231 赤穂郡上郡町上郡772-1 菓子製造業 一般 藤崎 有美 西播(赤健)第2-27 令和2年12月14日 令和9年2月28日 令和2年12月14日
000028 6100179220 Ｐａｒｓｌｅｙ＆ 678-1219 赤穂郡上郡町奥甲886 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 大年 欽子 西播(赤健)第27-2 令和2年12月22日 令和9年2月28日 令和2年12月22日
000028 6100179274 港の茶館 678-0051 相生市那波大浜町24-26 飲食店営業(4)その他 一般 新谷 聡子 西播(赤健)第1-136 令和2年12月25日 令和9年2月28日 令和2年12月25日
000028 6100179491 有限会社　鈴木商店 ___-____ 相生市、赤穂市、上郡町内一円 791451158 魚介類販売業 自動車 有限会社鈴木商店 代表取締役 鈴木 剛 678-0202 兵庫県赤穂市山手町4-1 791451158 西播(赤健)第5-27 令和3年1月27日 令和8年2月28日 令和3年1月27日
000028 6100179507 紬のお弁当とたい焼き 678-0081 相生市若狭野町若狭野427-1 791248533 菓子製造業 一般 株式会社ジャパンテック 代表取締役 齋藤 孝敏 678-0081 兵庫県相生市若狭野町雨内649 791280350 西播(赤健)第2-28 令和3年1月27日 令和9年2月28日 令和3年1月27日
000028 6100179547 メーラーサプナー 678-0239 赤穂市加里屋290-10プラット赤穂2F 791432666 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 相原 和彦 西播(赤健)第1-144 令和3年1月28日 令和9年2月28日 令和3年1月28日
000028 6100179559 ピアサポート兵庫 678-0201 赤穂市塩屋1-1 791560331 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 ＮＰＯ法人ピアサポート兵庫 理事 中本 丈久 678-0227 兵庫県赤穂市中浜町6-11 791565331 西播(赤健)第1-142 令和3年1月29日 令和9年2月28日 令和3年1月29日
000028 6100179632 祥吉 678-0215 赤穂市御崎2-3 791437600 そうざい製造業 一般 有限会社三晃商事 代表取締役 吉井 祥二 530-0016 大阪府大阪市北区中崎1-5-28 663717036 西播(赤健)第22-7 令和3年2月8日 令和10年2月29日 令和3年2月8日
000028 6100179641 喃風相生店 678-0053 相生市那波南本町8-8イオンタウン相生敷地内 791237733 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社喃風 代表取締役 大髭 康弘 671-1535 兵庫県揖保郡太子町蓮常寺421-6 792407520 西播(赤健)第1-153 令和3年2月8日 令和9年2月28日 令和3年2月8日
000028 6100179645 喃風上郡店 678-1232 赤穂郡上郡町竹万2341イオン上郡ＳＣ敷地内 791527050 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社喃風 代表取締役 大髭 康弘 671-1535 兵庫県揖保郡太子町蓮常寺421番地6 792407520 西播(赤健)第1-154 令和3年2月8日 令和9年2月28日 令和3年2月8日
000028 6100179663 海良水産 678-0215 赤穂市御崎1782-12 魚介類販売業 一般 成林 良一 西播(赤健)第5-29 令和3年2月10日 令和9年2月28日 令和3年2月10日
000028 6100179695 藤原製餡所 678-0239 赤穂市加里屋59-4 791422264 あん類製造業 一般 村上 郁斗 西播(赤健)第10-1 令和3年2月12日 令和9年2月28日 令和3年2月12日
000028 6100179711 ｈｏｎｏｋａ 678-0252 赤穂市大津1327 791432091 菓子製造業 一般 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 理事長 藪本 訓弘 651-2134 兵庫県神戸市西区曙町1070 789295655 西播(赤健)第2-38 令和3年2月15日 令和9年2月28日 令和3年2月15日
000028 6100179738 相生市民病院日清事業所 678-0008 相生市栄町5-12 791237772 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内2-7-3 332873611 西播(赤健)第1-167 令和3年2月19日 令和9年2月28日 令和3年2月19日
000028 6100179797 ミスターバーク　赤穂店 678-0222 赤穂市東浜町91 791429181 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ジュニャーナ 代表取締役 見雪 智枝 678-0222 兵庫県赤穂市東浜町91 791429181 西播(赤健)第1-173 令和3年2月22日 令和9年2月28日 令和3年2月22日
000028 6100179800 こすもす 678-0031 相生市旭1-15-14田路ビル1F 791242919 飲食店営業(4)その他 一般 岩﨑 よし子 西播(赤健)第1-174 令和3年2月24日 令和9年2月28日 令和3年2月24日
000028 6100179865 尼﨑酒店 678-0215 赤穂市御崎2-2 飲食店営業(4)その他 一般 尼﨑 厚 西播(赤健)第1-175 令和3年2月26日 令和9年2月28日 令和3年2月26日
000028 6100179950 オムチャーハンの店  中華料理とんこう 678-0255 赤穂市新田583-1 791565840 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社中華料理とんこう 代表取締役 雪本 芳伸 709-0442 岡山県和気郡和気町福富644 869930215 西播(赤健)第1-177 令和3年3月5日 令和9年5月31日 令和3年3月5日
000028 6100180058 味一番餃子 678-1226 赤穂郡上郡町高田台4-10-19 飲食店営業(4)その他 一般 小西 和人 西播(赤健)第1-178 令和3年3月12日 令和9年5月31日 令和3年3月12日
000028 6100180138 ＳＮＡＣＫ　９１９ 678-0239 赤穂市加里屋56-15メゾンイダビル２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 OKINAKA HELEN　ACEBO 西播(赤健)第1-179 令和3年3月22日 令和9年5月31日 令和3年3月22日
000028 6100180154 ｈaｎaテラスレストラン 678-1275 赤穂郡上郡町大枝274-1 791573301 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 兵庫ライフ株式会社 代表取締役 岡本 浩行 678-1275 兵庫県赤穂郡上郡町大枝274-1 791573301 西播(赤健)第1-180 令和3年3月23日 令和9年5月31日 令和3年3月23日
000028 6100180155 ｈaｎaテラスレストラン 678-1275 赤穂郡上郡町大枝274-1 791573301 菓子製造業 一般 兵庫ライフ株式会社 代表取締役 岡本 浩行 678-1275 兵庫県赤穂郡上郡町大枝274-1 791573301 西播(赤健)第2-39 令和3年3月23日 令和9年5月31日 令和3年3月23日
000028 6100180156 ｈaｎaテラスレストラン 678-1275 赤穂郡上郡町大枝274-1 791573301 そうざい製造業 一般 兵庫ライフ株式会社 代表取締役 岡本 浩行 678-1275 兵庫県赤穂郡上郡町大枝274-1 791573301 西播(赤健)第22-9 令和3年3月23日 令和9年5月31日 令和3年3月23日
000028 6100180352 cafe moani 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 宮田 雅代 西播(赤健)第1-1 令和3年4月6日 令和8年5月31日 令和3年4月6日
000028 6100180415 牡蠣小屋りょうちゃん 678-0215 赤穂市御崎1782-12 791559054 食肉販売業 一般 成林 良一 西播(赤健)第14-1 令和3年4月12日 令和9年5月31日 令和3年4月12日
000028 6100180418 CHarm 678-0215 赤穂市御崎2-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前川 克樹 西播(赤健)第1-2 令和3年4月12日 令和9年5月31日 令和3年4月12日
000028 6100180522 深山農園株式会社 678-0092 相生市矢野町小河854 791290013 そうざい製造業 一般 深山農園株式会社 代表取締役 深山 陽一朗 678-0092 兵庫県相生市矢野町小河854番地 791290013 西播(赤健)第22-1 令和3年4月20日 令和9年5月31日 令和3年4月20日
000028 6100180523 しゅん 678-0031 相生市旭2丁目21-31太平荘ビル1階 791566969 飲食店営業(4)その他 一般 古林　 愉美子 西播(赤健)第1-6 令和3年4月20日 令和9年5月31日 令和3年4月20日
000028 6100180539 カラオケ　さくらんぼ 678-0215 赤穂市御崎２－３０ 791457253 喫茶店営業 一般 西岡 洋子 西播(赤健)第9-2 令和3年4月21日 令和9年5月31日 令和3年4月21日
000028 6100180606 肉の雅屋　赤穂店 678-0232 赤穂市中広２フレスポ赤穂内 791431291 食肉販売業 一般 株式会社AZUMA 代表取締役 東 俊信 571-0048 大阪府門真市新橋町２番３ー１１０５号 西播(赤健)第14-3 令和3年4月26日 令和9年5月31日 令和3年4月26日
000028 6100180661 とねっこ亭 678-0239 赤穂市加里屋2191-8 791453855 飲食店営業(4)その他 一般 兒玉 剛 西播(赤健)第1-9 令和3年4月27日 令和9年5月31日 令和3年4月27日
000028 6100180874 播磨屋 678-0221 赤穂市さつき町11-7 791422300 菓子製造業 一般 金谷 明子 西播(赤健)第2-3 令和3年5月19日 令和9年5月31日 令和3年5月19日
000028 6100181123 カラオケ　おしどり 678-0252 赤穂市大津412-3 791420309 飲食店営業(4)その他 一般 金谷 司登文 西播(赤健)第1-41 令和3年6月1日 令和9年8月31日 令和3年6月1日
000028 6100181124 台湾料理　豊味軒 678-0221 赤穂市尾崎3932 791279087 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 晟源株式会社 代表取締役 吴 宏杰 678-0221 兵庫県赤穂市尾崎296-5 西播(赤健)第1-40 令和3年6月2日 令和9年8月31日 令和3年6月2日
000028 6100181240 Mio & Tempurina 678-0244 赤穂市城西町129 791465787 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松村 佳代子 西播(赤健)第1-42 令和3年6月10日 令和9年8月31日 令和3年6月10日
000028 6100181377 Ｎａｎａ　パン 678-0201 赤穂市塩屋327-1 791279198 菓子製造業 一般 松﨑 奈々 西播(赤健)第2-5 令和3年6月18日 令和9年8月31日 令和3年6月18日
000028 6100181638 谷尾食糧工業株式会社　赤穂工場 678-1185 赤穂市東有年48 791492121 菓子製造業 一般 谷尾食糧工業株式会社 代表取締役 谷尾 誠 709-0451 岡山県和気郡和気町和気814 869931211 西播(赤健)第2-6 令和3年7月2日 令和9年8月31日 令和3年7月2日
000028 6100181775 やいま 678-0239 赤穂市加里屋47-14 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 饒平名 巖 西播(赤健)第1-43 令和3年7月12日 令和9年8月31日 令和3年7月12日
000028 6100181816 氷がとけるまえに 678-0237 赤穂市上仮屋北19-11 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平福 昂生 西播(赤健)第1-44 令和3年7月15日 令和9年8月31日 令和3年7月15日
000028 6100181944 梶川鮮魚店 000-0000 相生市内 魚介類販売業 自動車40L 梶川 健二郎 西播(赤健)第5-7 令和3年7月20日 令和8年8月31日 令和3年7月20日
000028 6100182068 居酒屋　わがまま 678-0051 相生市那波大浜町3-21 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤田 真由美 西播(赤健)第1-45 令和3年7月29日 令和9年8月31日 令和3年7月29日
000028 6100182086 BOB　CAFE 678-0232 赤穂市中広2013-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上山 笑由 西播(赤健)第1-48 令和3年7月29日 令和9年8月31日 令和3年7月29日
000028 6100182277 カフェ・ド・リーフ 678-0242 赤穂市長池町94 791433262 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 寺岡 純子 西播(赤健)第1-49 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 6100182306 鮮魚　海老寿 678-1241 赤穂郡上郡町山野里字上神田2307-1東から4番目 791573600 魚介類販売業 一般 河本 晃 西播(赤健)第5-8 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 6100182361 IN　WHALE 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 合同会社美しい循環研究所 立石 郁 678-0215 兵庫県赤穂市御崎165-1 西播(赤健)第1-57 令和3年8月11日 令和8年8月31日 令和3年8月11日
000028 6100182384 カフェレスト 白い風 678-0091 相生市矢野町真広601-4 791291130 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 清水 敬子 西播(赤健)第1-58 令和3年8月11日 令和9年8月31日 令和3年8月11日
000028 6100182404 キッチン　ハコ 678-0206 赤穂市宮前町3-1 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 奥澤 明弘 西播(赤健)第1-59 令和3年8月12日 令和9年8月31日 令和3年8月12日
000028 6100182529 ファミリーマート赤穂ちくさ川店 678-1182 赤穂市有年原289-11 791492313 飲食店営業(4)その他 一般 重松 文子 西播(赤健)第1-65 令和3年8月24日 令和9年8月31日 令和3年8月24日
000028 6100182579 株式会社船曳商店 678-0232 赤穂市中広1576-11 791436556 水産製品製造業 一般 株式会社船曳商店 代表取締役 船曳 敬二 678-0232 兵庫県赤穂市中広1576-11 791436556 西播(赤健)第30-1 令和3年8月26日 令和10年8月31日 令和3年8月26日
000028 6100182673 ｓｃｉｏ　ｓｃｉｏ 678-0215 赤穂市御崎2-1 791453030 アイスクリーム類製造業 一般 株式会社ＳＡＫＵＲＡＧＵＭＩ 代表取締役 西川 明男 678-0215 兵庫県赤穂市御崎2-1 791423545 西播(赤健)第11-1 令和3年8月26日 令和9年8月31日 令和3年8月26日
000028 6100182674 ｓｃｉｏ　ｓｃｉｏ 678-0215 赤穂市御崎2-1 791453030 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＳＡＫＵＲＡＧＵＭＩ 代表取締役 西川 明男 678-0215 兵庫県赤穂市御崎2-1 791423545 西播(赤健)第1-68 令和3年8月26日 令和9年8月31日 令和3年8月26日
000028 6100182804 大丸食品株式会社 赤穂工場 678-0239 赤穂市加里屋1120-118 791464129 食品の小分け業 一般 大丸食品株式会社 代表取締役 東野 雅弘 702-8048 岡山県岡山市南区福吉町15-3 862646511 西播(赤健)第38-1 令和3年9月8日 令和9年11月30日 令和3年9月8日
000028 6100182852 ＡＭＡＳＨＩＯ　ＫＩＴＣＨＥＮ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 赤穂化成株式会社 代表取締役社長 池上 良成 678-0172 兵庫県赤穂市坂越329 791481111 西播(赤健)第1-71 令和3年9月8日 令和8年11月30日 令和3年9月8日
000028 6100182956 永楽 678-1233 赤穂郡上郡町大持194-4 1F 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小林 賢二 西播(赤健)第1-72 令和3年9月13日 令和9年11月30日 令和3年9月13日
000028 6100182980 旭亭 678-1233 赤穂郡上郡町大持194-4 2F 飲食店営業(4)その他 一般 中道 敦夫 西播(赤健)第1-73 令和3年9月14日 令和9年11月30日 令和3年9月14日
000028 6100183068 壱枚乃絵　海辺のテラスカフェ 678-0221 赤穂市尾崎2300-3 791566028 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＦＩＡＣ 代表取締役 松尾 千秋 678-0259 兵庫県赤穂市黒崎町68 791424182 西播(赤健)第1-74 令和3年9月17日 令和9年11月30日 令和3年9月17日
000028 6100183397 開運 678-0031 相生市旭1-2-2 791222181 菓子製造業 一般 有限会社開運 取締役 福浦 康之 678-0031 兵庫県相生市旭1-2-2 791222181 西播(赤健)第2-10 令和3年9月30日 令和9年11月30日 令和3年9月30日
000028 6100183424 かましま赤穂店 678-0239 赤穂市加里屋89-5 791565050 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鎌島水産有限会社 代表取締役 鎌島 宏文 678-0172 兵庫県赤穂市坂越319 791480658 西播(赤健)第1-76 令和3年9月30日 令和10年11月30日 令和3年9月30日
000028 6100183425 ミオ　クォーレ 678-0239 赤穂市加里屋2194-1 791457130 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社川西機工 代表取締役 川西 輝保 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋3279-24 791429062 西播(赤健)第1-75 令和3年9月30日 令和9年11月30日 令和3年9月30日
000028 6100183495 來夢 678-1221 赤穂郡上郡町神明寺513 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 秋岡 安子 西播(赤健)第1-77 令和3年10月4日 令和9年11月30日 令和3年10月4日
000028 6100183855 友　cafe 678-0021 相生市赤坂1-8-28 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 今田 裕加 西播(赤健)第1-78 令和3年10月12日 令和9年11月30日 令和3年10月12日
000028 6100183896 魚元 000-0000 赤穂市、相生市、上郡町 魚介類販売業 自動車40L 山野 崇 西播(赤健)第5-11 令和3年10月14日 令和8年11月30日 令和3年10月14日
000028 6100183924 ＡＲ企画 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。） 飲食店営業(4)その他 露店80L 河村 文成 西播(赤健)第1-79 令和3年10月14日 令和8年11月30日 令和3年10月14日
000028 6100184103 富乃屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 冨中 修 西播(赤健)第1-82 令和3年10月21日 令和8年11月30日 令和3年10月21日
000028 6100184319 ローソン相生真広店 678-0091 相生市矢野町真広1030-1 791290887 飲食店営業(4)その他 一般 竹田 律子 西播(赤健)第1-84 令和3年10月29日 令和10年11月30日 令和3年10月29日
000028 6100184435 赤穂バッティングセンター 678-0256 赤穂市鷆和1120 791450064 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社大河テント商会 代表取締役 大河 誠 678-0256 兵庫県赤穂市鷆和1123 791430607 西播(赤健)第1-85 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 6100184498 順江堂 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 自動車80L 河原 順次 西播(赤健)第1-86 令和3年10月29日 令和8年11月30日 令和3年10月29日
000028 6100184519 Ｆ．Ｔ．Ｅ． 678-0233 赤穂市加里屋中洲4-1ｸﾞﾘｰﾝｸｳ101号 791559590 菓子製造業 一般 一色 康平 西播(赤健)第2-11 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 6100184520 Ｆ．Ｔ．Ｅ． 678-0233 赤穂市加里屋中洲4-1ｸﾞﾘｰﾝｸｳ101号 791559590 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一色 康平 西播(赤健)第1-87 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 6100184557 623cc 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 南石 睦 西播(赤健)第1-88 令和3年11月3日 令和8年11月30日 令和3年11月3日
000028 6100184601 香港点心宝來 678-0031 相生市旭1-5-13 791559608 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中上 千恵子 西播(赤健)第1-95 令和3年11月4日 令和9年11月30日 令和3年11月4日
000028 6100184823 野村水産 678-0141 相生市相生坪根5156 791221848 魚介類販売業 一般 野村 和正 西播(赤健)第5-14 令和3年11月15日 令和9年11月30日 令和3年11月15日
000028 6100184827 和食さと相生店 678-0053 相生市那波南本町8-8 791243025 食肉販売業 一般 サトフードサービス株式会社 代表取締役 重里 政彦 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2丁目3番13号大阪国際ビルディング30階 677099905 西播(赤健)第14-6 令和3年11月16日 令和9年11月30日 令和3年11月16日
000028 6100185033 冨田水産株式会社 678-0172 赤穂市坂越329-6 791468616 水産製品製造業 一般 冨田水産株式会社 代表取締役 冨田 崇史 678-0172 兵庫県赤穂市坂越780-1 791487526 西播(赤健)第30-7 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 6100185264 菜ちゃんファーム 678-1254 赤穂郡上郡町高山72 そうざい製造業 一般 杉野 享子 西播(赤健)第22-5 令和3年11月22日 令和9年11月30日 令和3年11月22日
000028 6100185275 すず菓子店 678-0042 相生市川原町21-5　鈴木方 菓子製造業 一般 髙田 千紗 西播(赤健)第2-15 令和3年11月24日 令和9年11月30日 令和3年11月24日
000028 6100185649 赤穂産業株式会社 678-0255 赤穂市新田590-1 791566746 水産製品製造業 一般 赤穂産業株式会社 代表取締役 李 淑英 678-0255 兵庫県赤穂市新田590-1 791566746 西播(赤健)第30-9 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 6100185931 わらび餅蔵　祇音 678-0239 赤穂市加里屋2103-14 飲食店営業(4)その他 一般 川上 郁也 西播(赤健)第1-105 令和3年12月7日 令和10年2月29日 令和3年12月7日
000028 6100186178 一般社団法人 兵庫県地域振興組合  アサヒフーズ　NPO法人播磨うまいもん食楽部 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 朝若 一美 西播(赤健)第1-106 令和3年12月9日 令和9年2月28日 令和3年12月9日
000028 6100186384 淡路島バーガー＃93上郡駅前店 678-1234 赤穂郡上郡町駅前120青峰ビル101 791521629 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社クラフトワーク 代表取締役 中田 慎二 678-1241 兵庫県赤穂郡上郡町山野里2400-10 791521191 西播(赤健)第1-107 令和3年12月16日 令和10年2月29日 令和3年12月16日
000028 6100186467 きっちんにこにこ　コミュニティスペース 678-0031 相生市旭4-11-18 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 片岡 昭子 西播(赤健)第1-108 令和3年12月16日 令和10年2月29日 令和3年12月16日
000028 6100186521 縁粋 678-0008 相生市栄町2-21 791237274 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ensui 代表取締役 熊谷 秀徳 678-0008 兵庫県相生市栄町2-21 791237274 西播(赤健)第1-109 令和3年12月21日 令和10年2月29日 令和3年12月21日
000028 6100186576 伝馬船 678-0172 赤穂市坂越2175 791566628 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 永石 和泉 西播(赤健)第1-110 令和3年12月23日 令和10年2月29日 令和3年12月23日
000028 6100186596 からあげ　Bon 678-0239 赤穂市加里屋2159 飲食店営業(4)その他 一般 長谷 宗生 西播(赤健)第1-112 令和3年12月23日 令和10年2月29日 令和3年12月23日
000028 6100186604 屋形船　赤龍丸 678-0041 相生市相生6-7岸壁 791729370 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社赤とんぼ観光 代表取締役 川内 優介 679-4016 兵庫県たつの市揖西町南山3丁目27番地 791729370 西播(赤健)第1-113 令和3年12月23日 令和9年2月28日 令和3年12月23日
000028 6100186835 農事組合法人ファーム・円心 678-1278 赤穂郡上郡町河野原163-1 漬物製造業 一般 農事組合法人ファーム・円心 代表理事 河野 雅晴 678-1278 兵庫県赤穂郡上郡町河野原336 791521058 西播(赤健)第36-1 令和4年1月6日 令和10年2月29日 令和4年1月6日
000028 6100186931 AMAMI TERRACE 678-0215 赤穂市御崎2-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 赤穂化成株式会社 代表取締役 池上 良成 678-0172 兵庫県赤穂市坂越329番地 791481721 西播(赤健)第1-114 令和4年1月14日 令和10年2月29日 令和4年1月14日
000028 6100186959 平岡秀慶園(有)　MOMOCORO 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 平岡秀慶園有限会社 代表取締役 平岡 秀樹 713-8102 岡山県倉敷市玉島1577-1 865251729 西播(赤健)第1-115 令和4年1月18日 令和9年2月28日 令和4年1月18日
000028 6100186960 ベルーラメテオール 678-0214 赤穂市朝日町5-1 791433835 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社スマイルギア 代表取締役 佐藤 幸司 530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-2ヒルトンプラザウエストオフィスタワー19B 791433846 西播(赤健)第1-116 令和4年1月18日 令和10年2月29日 令和4年1月18日
000028 6100187099 (有)光栄水産 678-0172 赤穂市坂越字大黒319の地先 791480641 食品の小分け業 一般 有限会社 光栄水産 代表取締役 大河 優 678-0172 兵庫県赤穂市坂越1294 791480322 西播(赤健)第38-2 令和4年1月25日 令和10年2月29日 令和4年1月25日
000028 6100187276 洋食　喫茶　グラトニー 678-0234 赤穂市加里屋南6-2 791279203 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木村 千尋 西播(赤健)第1-135 令和4年2月7日 令和10年2月29日 令和4年2月7日



000028 6100187431 喜むら 678-0031 相生市旭3-8-27 791233051 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松崎 祐子 西播(赤健)第1-141 令和4年2月15日 令和10年2月29日 令和4年2月15日
000028 6100187434 ラー麺ずんどう屋　播州赤穂店 678-0225 赤穂市海浜町96 791565886 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＺＵＮＤ 代表取締役 馬場 紳介 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋4-8-13 663548001 西播(赤健)第1-143 令和4年2月15日 令和10年2月29日 令和4年2月15日
000028 6100187478 光鮮魚 678-0215 赤穂市御崎1782-12 魚介類販売業 一般 中本 光哉 西播(赤健)第5-33 令和4年2月17日 令和10年2月29日 令和4年2月17日
000028 6100187666 縁　赤穂駅前店 678-0239 赤穂市加里屋67-1 791420200 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松田 健太 西播(赤健)第1-149 令和4年3月4日 令和10年5月31日 令和4年3月4日
000028 6100187687 ZiPANG SPACE  相生駅前店 678-0007 相生市陸本町5-15　O-1ビル 1F 791240222 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松田 健太 西播(赤健)第1-150 令和4年3月4日 令和10年5月31日 令和4年3月4日
000028 6100187747 MOMOCORO　平岡秀慶園(有) 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 平岡秀慶園有限会社 代表取締役 平岡 秀樹 713-8102 岡山県倉敷市玉島1577-1 865251729 西播(赤健)第1-151 令和4年3月8日 令和10年5月31日 令和4年3月8日
000028 6100187787 伝馬船 678-0172 赤穂市坂越2175 791566628 食品の小分け業 一般 永石 和泉 西播(赤健)第38-3 令和4年3月14日 令和10年5月31日 令和4年3月14日
000028 6100187899 医療法人伯鳳会　サービス付き高齢者向け住宅　若草の家 678-0243 赤穂市若草町30 791565590 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 医療法人　伯鳳会 理事長 古城 資久 678-0241 兵庫県赤穂市惣門町52-6 791451111 西播(赤健)第1-152 令和4年3月17日 令和11年5月31日 令和4年3月17日
000028 6100187936 スイーツ＋カフェ　プリエール 678-0236 赤穂市上仮屋南1-5 791420220 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 播州海運合資会社 代表社員 藤本 秀敏 678-0256 兵庫県赤穂市鷆和573-2 791420220 西播(赤健)第1-153 令和4年3月17日 令和10年5月31日 令和4年3月17日
000028 6100187937 スイーツ＋カフェ　プリエール 678-0236 赤穂市上仮屋南1-5 791420220 菓子製造業 一般 播州海運合資会社 代表社員 藤本 秀敏 678-0256 兵庫県赤穂市鷆和573-2 791420220 西播(赤健)第2-19 令和4年3月17日 令和10年5月31日 令和4年3月17日
000028 6100188006 SN企画（ゴリラの台所） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 神崎 紀行 西播(赤健)第1-155 令和4年3月18日 令和9年5月31日 令和4年3月18日
000028 6100188066 ふっくらざっぱ 678-0257 赤穂市福浦2346 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井上 幹枝 西播(赤健)第1-156 令和4年3月24日 令和10年5月31日 令和4年3月24日
000028 6100188112 亀の井ホテル赤穂 678-0215 赤穂市御崎883-1 791437501 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント 代表取締役 代田 量一 106-0032 東京都港区六本木6丁目2番31号 368664347 西播(赤健)第1-157 令和4年3月25日 令和10年5月31日 令和4年3月25日
000028 6100188113 社会福祉法人相生市社会福祉事業団  特別養護老人ホーム椿の園・養護老人ホーム愛老園 678-0091 相生市矢野町真広397-1 791291005 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内東京ビルディング（２０階） 332873611 西播(赤健)第1-159 令和4年3月25日 令和10年5月31日 令和4年3月25日
000028 6100188115 亀の井ホテル赤穂（喫茶ちぐさ） 678-0215 赤穂市御崎883-1 791437501 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント 代表取締役 代田 量一 106-0032 東京都港区六本木6丁目2番31号 368664347 西播(赤健)第1-158 令和4年3月25日 令和10年5月31日 令和4年3月25日
000028 6100188118 夢咲喜食堂 678-0006 相生市本郷町4-17ＡＩＯＩ壱番館102 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 爲則 新一郎 西播(赤健)第1-160 令和4年3月25日 令和10年5月31日 令和4年3月25日
000028 6100188119 夢咲喜食堂 678-0006 相生市本郷町4-17ＡＩＯＩ壱番館102 清涼飲料水製造業 一般 爲則 新一郎 西播(赤健)第24-1 令和4年3月25日 令和10年5月31日 令和4年3月25日
000028 6100188129 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団  赤穂精華園　成人寮一課 678-0252 赤穂市大津1327 791432091 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-6320 東京都千代田区丸の内2-7-3東京ビルディング20階 332873611 西播(赤健)第1-161 令和4年3月28日 令和11年5月31日 令和4年3月28日
000028 6100188130 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団  赤穂精華園　成人寮二課 678-0252 赤穂市大津1327 791432091 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-6320 東京都千代田区丸の内2-7-3東京ビルディング20階 332873611 西播(赤健)第1-162 令和4年3月28日 令和11年5月31日 令和4年3月28日
000028 6100188132 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団  赤穂精華園　児童寮 678-0252 赤穂市大津1327 791432091 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-6320 東京都千代田区丸の内2-7-3東京ビルディング20階 332873611 西播(赤健)第1-163 令和4年3月28日 令和11年5月31日 令和4年3月28日
000028 6100188134 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団  赤穂精華園　やまびこ寮 678-0252 赤穂市大津1327 791432091 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-6320 東京都千代田区丸の内2-7-3東京ビルディング20階 332873611 西播(赤健)第1-164 令和4年3月28日 令和11年5月31日 令和4年3月28日
000028 6100188155 cafe BROWN FLAG 678-0232 赤穂市中広2 791421139 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 内波 貴博 西播(赤健)第1-165 令和4年3月30日 令和10年5月31日 令和4年3月30日
000028 6100188186 カフェ　パルテ 678-1205 赤穂郡上郡町光都2-22-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福本 明生 西播(赤健)第1-166 令和4年3月30日 令和10年5月31日 令和4年3月30日
000028 6100188464 海鮮問屋　城 678-0172 赤穂市坂越2351-5 791468788 飲食店営業(4)その他 一般 城尾 武彦 西播(赤健)第1-1 令和4年4月13日 令和10年5月31日 令和4年4月13日
000028 6100188566 炭火くし焼　くら 678-0023 相生市向陽台3-3プロムナード向陽台101 飲食店営業(4)その他 一般 山本 努 西播(赤健)第1-4 令和4年4月22日 令和10年5月31日 令和4年4月22日
000028 6100188596 MOMO　CAFE 678-0237 赤穂市上仮屋北4-4 791566517 菓子製造業 一般 濱尾 萌夏 西播(赤健)第8-1 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 6100188597 MOMO　CAFE 678-0237 赤穂市上仮屋北4-4 791566517 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 濱尾 萌夏 西播(赤健)第1-7 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 6100188706 あらじん 678-0215 赤穂市御崎2-2 791422477 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 堺 竜太郎 西播(赤健)第1-12 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 6100188773 お好み焼　奈奈 678-0221 赤穂市尾崎字明神木3158-7 791451951 飲食店営業(4)その他 一般 万代 豪 西播(赤健)第1-16 令和4年5月2日 令和10年5月31日 令和4年5月2日
000028 6100188874 わらび餅蔵　祇音 678-0239 赤穂市加里屋2103-14 食品の小分け業 一般 川上 郁也 西播(赤健)第27-1 令和4年5月10日 令和10年5月31日 令和4年5月10日
000028 6100188888 阿羅人 678-0252 赤穂市大津2030-647 791420319 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 堺 廣子 西播(赤健)第1-20 令和4年5月10日 令和10年5月31日 令和4年5月10日
000028 6100189000 灯しび舎 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 井上 稔博 西播(赤健)第1-25 令和4年5月17日 令和9年5月31日 令和4年5月17日
000028 6100189017 夢咲喜食堂 678-0006 相生市本郷町4-17ＡＩＯＩ壱番館102 そうざい製造業 一般 爲則 新一郎 西播(赤健)第21-1 令和4年5月19日 令和10年5月31日 令和4年5月19日
000028 6100189071 ふれあい喫茶 678-1202 赤穂郡上郡町野桑1275-1鞍居ふるさと館 791540017 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小谷 美枝子 西播(赤健)第1-31 令和4年5月23日 令和10年5月31日 令和4年5月23日
000028 6100189135 のむさん家 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 近藤 彰 西播(赤健)第1-33 令和4年6月1日 令和9年8月31日 令和4年6月1日
000028 6100189198 くつろぎの縁側　優・優 678-0172 赤穂市坂越2200 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 門田 守弘 西播(赤健)第1-36 令和4年6月1日 令和10年8月31日 令和4年6月1日
000028 6100189199 くつろぎの縁側　優・優 678-0172 赤穂市坂越2200 菓子製造業 一般 門田 守弘 西播(赤健)第8-3 令和4年6月1日 令和10年8月31日 令和4年6月1日
000028 6100189217 備中屋 678-1231 赤穂郡上郡町上郡105 791520219 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 濱田 靖弘 西播(赤健)第1-37 令和4年6月1日 令和10年8月31日 令和4年6月1日
000028 6100189248 らんちはうす　マーガレット 678-0021 相生市赤坂1-6-23 791255615 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 濱田 千代美 西播(赤健)第1-38 令和4年6月1日 令和10年8月31日 令和4年6月1日
000028 6100189290 Ｈａｐｉ　ｃａｆｅ 678-1232 赤穂郡上郡町竹万107 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 河本 愛 西播(赤健)第1-39 令和4年6月3日 令和10年8月31日 令和4年6月3日
000028 6100189502 Ｆｒｅｅｄｏｍ 678-0234 赤穂市加里屋南6-2　1-B 飲食店営業(4)その他 一般 木村 和久 西播(赤健)第1-40 令和4年6月20日 令和10年8月31日 令和4年6月20日
000028 6100189510 Ｓｅａｓｏｎ’ｓ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 溝部 隆宏 西播(赤健)第1-41 令和4年6月21日 令和9年8月31日 令和4年6月21日
000028 6100189539 ドミノ・ピザ　赤穂加里屋店 678-0233 赤穂市加里屋中洲2-15 791465500 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｗｉｌｌ　ｂａｈｎ 代表取締役 西田 修 672-8044 兵庫県姫路市飾磨区下野田1丁目175番地 792315544 西播(赤健)第1-42 令和4年6月23日 令和10年8月31日 令和4年6月23日
000028 6100189540 ｓｗｅｅｔｓ　Ｓ★ｔａｂＡ・Ｋ・Ｏ 678-0233 赤穂市加里屋中洲5-46 791432978 菓子製造業 一般 田淵 園子 西播(赤健)第8-4 令和4年6月23日 令和10年8月31日 令和4年6月23日
000028 6100189552 ＴＥＮ 678-0055 相生市那波本町7-5 飲食店営業(4)その他 一般 佐々木 篤志 西播(赤健)第1-43 令和4年6月23日 令和10年8月31日 令和4年6月23日
000028 6100189653 順江堂　とみゑちゃん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 河原 順次 西播(赤健)第1-44 令和4年7月1日 令和9年8月31日 令和4年7月1日
000028 6100189667 アジアンスパイスキッチン　ウドガム 678-0232 赤穂市中広字別所55-3 791450170 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 クンワル　タンカ　バハドル 西播(赤健)第1-45 令和4年7月1日 令和10年8月31日 令和4年7月1日
000028 6100189731 ひがし蔵 678-1231 赤穂郡上郡町上郡825番地 791526502 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人上郡ひがし蔵ｎｅｔ 理事 小河 浩美 678-1231 兵庫県赤穂郡上郡町上郡825番地 791526502 西播(赤健)第8-5 令和4年7月8日 令和10年8月31日 令和4年7月8日
000028 6100189797 ＮＰＯ法人播州赤穂うまいもん隊 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 特定非営利活動法人播州赤穂うまいもん隊 理事 河原 順次 678-0254 兵庫県赤穂市折方958番地7 791258518 西播(赤健)第1-47 令和4年7月13日 令和9年8月31日 令和4年7月13日
000028 6100189807 岩本水産 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 791566184 飲食店営業(4)その他 露店80L 岩本 和敏 西播(赤健)第1-48 令和4年7月15日 令和9年8月31日 令和4年7月15日
000028 6100189877 Ｄｏｔ　Ｇｌａｍｐｉｎｇ　赤穂 678-0215 赤穂市御崎143-1 791559991 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 新日本製麺株式会社 代表取締役 牛尾 周平 679-2215 兵庫県神崎郡福崎町西治1295番地 790224348 西播(赤健)第1-46 令和4年7月21日 令和10年8月31日 令和4年7月21日
000028 6100189878 Ｄｏｔ　Ｇｌａｍｐｉｎｇ　赤穂 678-0215 赤穂市御崎143-1 791559991 食肉販売業 一般 新日本製麺株式会社 代表取締役 牛尾 周平 679-2215 兵庫県神崎郡福崎町西治1295番地 790224348 西播(赤健)第3-2 令和4年7月21日 令和10年8月31日 令和4年7月21日
000028 6100189879 Ｄｏｔ　Ｇｌａｍｐｉｎｇ　赤穂 678-0215 赤穂市御崎143-1 791559991 魚介類販売業 一般 新日本製麺株式会社 代表取締役 牛尾 周平 679-2215 兵庫県神崎郡福崎町西治1295番地 790224348 西播(赤健)第4-1 令和4年7月21日 令和10年8月31日 令和4年7月21日
000028 6100189890 ほっぺたぱん 678-0239 赤穂市加里屋2204-1 菓子製造業 一般 西角 佳祐 西播(赤健)第8-6 令和4年7月21日 令和10年8月31日 令和4年7月21日
000028 6100189933 小河ゆず栽培組合加工部 678-0092 相生市矢野町小河364-1 そうざい製造業 一般 勝谷 公美子 西播(赤健)第21-2 令和4年7月21日 令和10年8月31日 令和4年7月21日
000028 6100189974 山の家　レストラン 678-1254 赤穂郡上郡町高山1228-882 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一般社団法人播磨自然高原クラブ 代表理事 岡庭 晋司 678-1244 兵庫県赤穂郡上郡町梨ケ原1164番地 791560270 西播(赤健)第1-52 令和4年7月25日 令和10年8月31日 令和4年7月25日
000028 6100190014 イオン赤穂店 678-0232 赤穂市中広字別所55-3 791436911 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1 432126110 西播(赤健)第1-60 令和4年7月28日 令和11年8月31日 令和4年7月28日
000028 6100190062 だいにんぐ　こはく・Ｈａｎａ 678-0006 相生市本郷町6-23 791235550 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 阿部 健太 西播(赤健)第1-62 令和4年7月28日 令和10年8月31日 令和4年7月28日
000028 6100190151 Ｆｅｌｉｃｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 柴田 瑠夏 西播(赤健)第1-76 令和4年8月4日 令和9年8月31日 令和4年8月4日
000028 6100190201 ＩＮ　ＷＨＡＬＥ 678-0215 赤穂市御崎165-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社美しい循環研究所 代表社員 立石 郁 678-0215 兵庫県赤穂市御崎165-1 西播(赤健)第1-66 令和4年8月9日 令和10年8月31日 令和4年8月9日
000028 6100190228 シーサイドゴルフガーデン 678-0232 赤穂市中広1576 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿八丁目１７番１号 363040501 西播(赤健)第2-2 令和4年8月10日 令和9年8月31日 令和4年8月10日
000028 6100190345 ホルモン秀吉 678-0259 赤穂市黒崎町193 791429005 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大丸食品株式会社 代表取締役 東野 雅弘 702-8048 岡山県岡山市南区福吉町15番3号 862646511 西播(赤健)第1-88 令和4年8月23日 令和10年8月31日 令和4年8月23日
000028 6100190635 おかず幸 678-0221 赤穂市尾崎3109-60 飲食店営業(4)その他 一般 籠 照雄 西播(赤健)第1-93 令和4年9月12日 令和10年11月30日 令和4年9月12日
000028 6100190653 パン工房　ＮＡＤＡ 678-1226 赤穂郡上郡町高田台3-6-4 791524197 菓子製造業 一般 肥岡 紀子 西播(赤健)第8-13 令和4年9月14日 令和10年11月30日 令和4年9月14日
000028 6100190794 ＪＥＷＥＬ 678-0239 赤穂市加里屋54-1児島ビル1Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 浜 まぎ 西播(赤健)第1-94 令和4年9月27日 令和10年11月30日 令和4年9月27日
000028 6100190844 光水産 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 魚介類販売業 自動車80L 中本 光哉 西播(赤健)第4-2 令和4年9月30日 令和9年11月30日 令和4年9月30日
000028 6100190902 七々穂 678-0232 赤穂市中広1029番地 791559377 そうざい製造業 一般 遠藤 英明 西播(赤健)第21-3 令和4年9月30日 令和10年11月30日 令和4年9月30日
000028 6100190970 ｌｅ　ｌｉｅｕ　ｄｅ　ｃｏｃｏｎ 678-0172 赤穂市坂越1308 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上杉 亜紀 西播(赤健)第1-95 令和4年10月7日 令和10年11月30日 令和4年10月7日
000028 6100191047 メフォス西日本10670号 678-1185 赤穂市東有年６６４－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社メフォス西日本 代表取締役 長江 孝之 541-0059 大阪府大阪市中央区博労町二丁目２番１３号 662716066 西播(赤健)第1-96 令和4年10月11日 令和10年11月30日 令和4年10月11日
000028 6100191051 中國菜　有道理 678-0233 赤穂市加里屋中洲5-33前川ビル1階3号 791565022 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 竹田 達郎 西播(赤健)第1-97 令和4年10月11日 令和10年11月30日 令和4年10月11日
000028 6100191187 旧林水産 678-0215 赤穂市御崎1798-5 791421271 魚介類販売業 一般 旧林 賢輔 西播(赤健)第4-3 令和4年10月17日 令和10年11月30日 令和4年10月17日
000028 6100191298 生そば　更科 678-0239 赤穂市加里屋74-2 791451926 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橋本 和孝 西播(赤健)第1-104 令和4年12月1日 令和11年2月28日 令和4年12月1日
000028 6100191301 Ｔ’ｓＫｉｔｃｈｅｎ　ＹＯＴＴＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 頓宮 卓也 西播(赤健)第1-103 令和4年10月28日 令和10年11月30日 令和4年10月28日
000028 6100191319 地鶏と沖縄料理の店　赤穂や 678-0165 赤穂市木津334 791468266 菓子製造業 一般 有限会社米口グリーンナーセリー 代表取締役 米口 彰 678-0165 兵庫県赤穂市木津334番地 791480786 西播(赤健)第8-14 令和4年11月2日 令和10年11月30日 令和4年11月2日
000028 6100191464 赤穂化成株式会社 678-0172 赤穂市坂越329番地 791481721 菓子製造業 一般 赤穂化成株式会社 代表取締役 池上 良成 678-0172 兵庫県赤穂市坂越329番地 791481721 西播(赤健)第8-17 令和4年11月7日 令和10年11月30日 令和4年11月7日
000028 6100191465 赤穂化成株式会社 678-0172 赤穂市坂越329番地 791481721 そうざい製造業 一般 赤穂化成株式会社 代表取締役 池上 良成 678-0172 兵庫県赤穂市坂越329番地 791481721 西播(赤健)第21-4 令和4年11月7日 令和10年11月30日 令和4年11月7日
000028 6100191481 ぷちサロン　エニー 678-0031 相生市旭1-8-11 791223131 飲食店営業(4)その他 一般 前田 亜紀子 西播(赤健)第1-109 令和4年11月7日 令和10年11月30日 令和4年11月7日
000028 6100191482 マッチャン 678-0239 赤穂市加里屋54-1児島ビル１Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 河本 真弓 西播(赤健)第1-111 令和4年11月7日 令和10年11月30日 令和4年11月7日
000028 6100191529 ねふねふ 678-1252 赤穂郡上郡町船坂733-2 791255075 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 髙橋 圭一 西播(赤健)第1-116 令和4年11月10日 令和10年11月30日 令和4年11月10日
000028 6100191567 Ｆｅｌｉｃｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 柴田 瑠夏 西播(赤健)第1-117 令和4年11月10日 令和9年11月30日 令和4年11月10日
000028 6100191632 夢咲喜食堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 爲則 新一郎 西播(赤健)第1-122 令和4年11月11日 令和9年11月30日 令和4年11月11日
000028 6100191818 スマイルキッチンカー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 大惣株式会社 代表取締役 坪井 祥隆 719-1134 岡山県総社市真壁１８１番地１ 866937211 西播(赤健)第1-126 令和4年11月25日 令和9年11月30日 令和4年11月25日
000028 6100191905 ＧＰＭ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 松井 操 西播(赤健)第1-127 令和4年11月30日 令和9年11月30日 令和4年11月30日
000028 6100191907 穴井商事 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 穴井 鈴枝 西播(赤健)第1-128 令和4年11月30日 令和9年11月30日 令和4年11月30日
000028 6100191923 ふくおか　みろく庵 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 森口 哲二 西播(赤健)第1-130 令和4年11月30日 令和9年11月30日 令和4年11月30日
000028 6100192001 MOMOCORO　平岡秀慶園(有) 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 平岡秀慶園有限会社 代表取締役 平岡 秀樹 713-8102 岡山県倉敷市玉島1577番地の1 865251729 西播(赤健)第1-131 令和4年12月9日 令和10年2月29日 令和4年12月9日
000028 6100192004 御菓子司　岩佐屋 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社岩佐屋 代表取締役 中濱 大雄 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋2071番地 791422460 西播(赤健)第1-132 令和4年12月9日 令和10年2月29日 令和4年12月9日
000028 6100192038 ｒａｂｂｉｔ 678-0174 赤穂市砂子229-3 791480993 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社上田電気 代表取締役 上田 晴彦 678-0174 兵庫県赤穂市砂子229番地3 791480993 西播(赤健)第1-133 令和4年12月13日 令和11年2月28日 令和4年12月13日
000028 6100192042 御菓子司　岩佐屋 678-0239 赤穂市加里屋2071 791422460 菓子製造業 一般 株式会社岩佐屋 代表取締役 中濱 大雄 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋2071番地 791422460 西播(赤健)第8-18 令和4年12月9日 令和11年2月28日 令和4年12月9日
000028 6100192065 結 678-0031 相生市旭1-9-8岡本ビル203 飲食店営業(4)その他 一般 米田 結月 西播(赤健)第1-134 令和4年12月13日 令和11年2月28日 令和4年12月13日
000028 6100192100 伝馬船 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 永石 和泉 西播(赤健)第1-135 令和4年12月20日 令和10年2月29日 令和4年12月20日
000028 6100192102 パン工房　笑顔 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 勝下 由美子 西播(赤健)第1-136 令和4年12月20日 令和10年2月29日 令和4年12月20日
000028 6100192247 御菓子司　岩佐屋 678-0232 赤穂市中広字別所55-3イオン赤穂店内 791438248 菓子製造業 一般 株式会社岩佐屋 代表取締役 中濱 大雄 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋2071番地 791422460 西播(赤健)第8-19 令和5年2月1日 令和11年2月28日 令和5年2月1日
000028 6100192260 鉄板焼＆焼肉 きのした 678-0239 赤穂市加里屋91-14 791451922 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木下 領 西播(赤健)第1-137 令和5年1月6日 令和11年2月28日 令和5年1月6日
000028 6100192261 中華キッチンの店・朱 678-0031 相生市旭5-14-7 791228000 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 朱 磊 西播(赤健)第1-138 令和5年1月6日 令和11年2月28日 令和5年1月6日
000028 6100192299 ぴっころ亭 678-0239 赤穂市加里屋65-12 791457730 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前田 真由子 西播(赤健)第1-139 令和5年1月16日 令和11年2月28日 令和5年1月16日
000028 6100192340 あじ彩 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社ＴＷＯ－ＳＥＮ 代表取締役 高原 拓也 718-0003 岡山県新見市高尾2000番地8 西播(赤健)第1-141 令和5年1月18日 令和10年2月29日 令和5年1月18日
000028 6100192365 あいおい夕やけ食堂 678-0025 相生市古池本町５－１９ゆうやけ荘２階 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平井 明美 西播(赤健)第1-142 令和5年1月23日 令和11年2月28日 令和5年1月23日
000028 6100192389 （株）大桜水産 678-0231 赤穂市細野町28-1 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社大桜水産 代表取締役 服部 史知 563-0032 大阪府池田市石橋1丁目15番9号 727630066 西播(赤健)第1-144 令和5年1月20日 令和12年2月28日 令和5年1月20日
000028 6100192390 （株）大桜水産 678-0231 赤穂市細野町28-1 魚介類販売業 一般 株式会社大桜水産 代表取締役 服部 史知 563-0032 大阪府池田市石橋1丁目15番9号 727630066 西播(赤健)第4-14 令和5年1月20日 令和12年2月28日 令和5年1月20日
000028 6100192393 スーパーセンタートライアル赤穂店 678-0231 赤穂市細野町28-1 791565879 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社トライアルカンパニー 代表取締役 石橋 亮太 813-0034 福岡県福岡市東区多の津1丁目12番2号 926265550 西播(赤健)第1-140 令和5年1月23日 令和12年2月28日 令和5年1月23日
000028 6100192394 スーパーセンタートライアル赤穂店 678-0231 赤穂市細野町28-1 791565879 食肉販売業 一般 株式会社トライアルカンパニー 代表取締役 石橋 亮太 813-0034 福岡県福岡市東区多の津1丁目12番2号 926265550 西播(赤健)第3-6 令和5年1月23日 令和12年2月28日 令和5年1月23日
000028 6100192419 お好み焼１ 678-0052 相生市大島町3-32 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩﨑 よし子 西播(赤健)第1-145 令和5年1月24日 令和11年2月28日 令和5年1月24日
000028 6100192420 Ｍｏｏｍｉｎ 678-0031 相生市旭1-15-16 飲食店営業(4)その他 一般 柴田 美紀 西播(赤健)第1-146 令和5年1月24日 令和11年2月28日 令和5年1月24日
000028 6100192451 ＳＡＫＵＲＡ　ｂａｓｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 山本 親代 西播(赤健)第1-147 令和5年1月26日 令和10年2月29日 令和5年1月26日
000028 6100192578 セブン－イレブン　赤穂若草町店 678-0243 赤穂市若草町21 791431085 飲食店営業(4)その他 一般 三木 忠 西播(赤健)第1-158 令和5年2月3日 令和12年2月28日 令和5年2月3日
000028 6100192589 相生良櫂白龍狂う 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 西田 良 西播(赤健)第1-157 令和5年2月7日 令和10年2月29日 令和5年2月7日
000028 6100192594 ＭＡＮＪＩＹＡ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 寺田 圭佑 西播(赤健)第1-159 令和5年2月7日 令和10年2月29日 令和5年2月7日
000028 6100192656 特定非営利活動法人　ほっと・みのり 678-1233 赤穂郡上郡町大持250-7 791522055 漬物製造業 一般 特定非営利活動法人ほっと・みのり 理事長 吉田 たみ子 678-1233 兵庫県赤穂郡上郡町大持276番地16号 791522055 西播(赤健)第25-1 令和5年2月10日 令和10年2月29日 令和5年2月10日
000028 6100192657 特定非営利活動法人　ほっと・みのり 678-1233 赤穂郡上郡町大持250-7 791522055 密封包装食品製造業 一般 特定非営利活動法人ほっと・みのり 理事長 吉田 たみ子 678-1233 兵庫県赤穂郡上郡町大持276番地16号 791522055 西播(赤健)第26-1 令和5年2月10日 令和10年2月29日 令和5年2月10日
000028 6100192670 株式会社カワベ　相生本店 678-0052 相生市大島町1-12 791233335 そうざい製造業 一般 株式会社カワベ 代表取締役 川辺 大介 678-0052 兵庫県相生市大島町１番１２号 791233335 西播(赤健)第21-6 令和5年2月13日 令和12年2月28日 令和5年2月13日
000028 6100192723 主婦の店赤穂店 678-0233 赤穂市加里屋中洲3-57-3 791425676 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社主婦の店赤穂店 代表取締役 黒金 伸夫 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋46番地の2 791425678 西播(赤健)第1-171 令和5年2月17日 令和11年2月28日 令和5年2月17日



000028 6100192738 赤穂化成株式会社 678-0193 赤穂市坂越329 791481721 水産製品製造業 一般 赤穂化成株式会社 代表取締役 池上 良成 678-0193 兵庫県赤穂市坂越329番地 791481721 西播(赤健)第13-4 令和5年2月17日 令和11年2月28日 令和5年2月17日
000028 6100192739 赤穂化成株式会社 678-0172 赤穂市坂越329 791481721 漬物製造業 一般 赤穂化成株式会社 代表取締役 池上 良成 678-0172 兵庫県赤穂市坂越329番地 791481721 西播(赤健)第25-2 令和5年2月17日 令和11年2月28日 令和5年2月17日
000028 6100192740 想い出キッチン 678-1231 赤穂郡上郡町上郡113-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前川 俊秀 西播(赤健)第1-172 令和5年2月17日 令和11年2月28日 令和5年2月17日
000028 6100192814 サコシコジマ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 今井 誠一郎 西播(赤健)第1-174 令和5年2月22日 令和10年2月29日 令和5年2月22日
000028 6100192951 焼肉　南大門 678-0243 赤穂市若草町134-3 791257227 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社きっかけ 代表取締役 山本 竜行 671-1154 兵庫県姫路市広畑区吾妻町三丁目２９番地８ライフガーデン吾妻参番館９０２号 792374336 西播(赤健)第1-179 令和5年3月3日 令和11年5月31日 令和5年3月3日
000028 6100192999 赤穂ビール 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 濱尾 厚子 西播(赤健)第1-180 令和5年3月9日 令和10年5月31日 令和5年3月9日
000028 6100193040 夢咲喜食堂 678-0006 相生市本郷町4-17ＡＩＯＩ壱番館102 密封包装食品製造業 一般 爲則 新一郎 西播(赤健)第26-4 令和5年3月9日 令和11年5月31日 令和5年3月9日
000028 6100193061 お姉えの店 678-0239 赤穂市加里屋42-3西野ビル1階3号 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤本 泰代 西播(赤健)第1-181 令和5年3月9日 令和11年5月31日 令和5年3月9日
000028 6100193062 ＰＬＡＣＥ　ＵＭＥＭＯＴＯ 678-0172 赤穂市坂越2351-41 791488133 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 梅本電機設備株式会社 代表取締役 梅本 弘幸 678-0172 兵庫県赤穂市坂越2191番地 791488133 西播(赤健)第1-182 令和5年3月9日 令和11年5月31日 令和5年3月9日
000028 6100193074 夢や 678-0031 相生市旭4-10-8 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷川 千春 西播(赤健)第1-183 令和5年3月9日 令和11年5月31日 令和5年3月9日
000028 6100193102 古民家　三婆 678-0173 赤穂市浜市大道端487 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 水嶋 武子 西播(赤健)第1-185 令和5年3月14日 令和11年5月31日 令和5年3月14日
000028 6100193169 赤穂市立介護老人保健施設  老健あこう 678-0232 赤穂市中広1092 791421005 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 102-0094 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 663653301 西播(赤健)第1-186 令和5年3月17日 令和11年5月31日 令和5年3月17日
000028 6100193233 ゆう 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 岸田 信吾 西播(赤健)第1-184 令和5年3月17日 令和10年5月31日 令和5年3月17日
000028 6100193234 からあげ専門まつむら商店赤磐店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 津田 竜一 西播(赤健)第1-187 令和5年3月17日 令和10年5月31日 令和5年3月17日
000028 6100193335 精肉ゼニーバ 678-0239 赤穂市中広262-5 食肉販売業 一般 児島 正典 西播(赤健)第3-8 令和5年3月30日 令和11年5月31日 令和5年3月30日
000028 6100193362 ＭＵＳＡＳＨＩ 678-0259 赤穂市黒崎町154-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮本 隆志 西播(赤健)第1-190 令和5年3月27日 令和11年5月31日 令和5年3月27日
000028 6100193365 かん川本舗　大手門前店 678-0234 赤穂市加里屋南3-5 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 株式会社かん川本舗 代表取締役 寒川 修次 678-0239 兵庫県赤穂市加里屋駅前町５６番地の１ 791432555 西播(赤健)第1-191 令和5年3月27日 令和11年5月31日 令和5年3月27日
000028 6100193432 プチラウンジ　ＣＥＬＥＢ 678-0031 相生市旭1-8-12ハーバーライトビル1Ｆ中央 791221201 飲食店営業(4)その他 一般 山口 日佐子 西播(赤健)第1-193 令和5年3月29日 令和11年5月31日 令和5年3月29日
000028 6100193434 四六時中 678-0232 赤穂市中広字別所55-3イオン赤穂店内 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社イオンイーハート 代表取締役 奥野 善徳 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1 432126419 西播(赤健)第1-194 令和5年3月29日 令和11年5月31日 令和5年3月29日
000028 6100193488 しゅん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 舊林 愉美子 西播(赤健)第1-192 令和5年3月29日 令和10年5月31日 令和5年3月29日
000028 6100193503 焼肉ゼニーバ 678-0239 赤穂市中広262-5 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 児島 正典 西播(赤健)第1-189 令和5年3月30日 令和11年5月31日 令和5年3月30日
000028 6100193507 リバーサイドテラスＳＥＮ 678-0232 赤穂市中広262-5 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 児島 正典 西播(赤健)第1-188 令和5年3月30日 令和11年5月31日 令和5年3月30日
000028 6100193521 漁進丸 678-0257 赤穂市福浦3791-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川橋 信彦 西播(赤健)第1-195 令和5年3月31日 令和11年5月31日 令和5年3月31日
000028 6100193644 路草珈琲屋Ｕ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 村山 智美 西播(赤健)第501-1 令和5年4月11日 令和10年5月31日 令和5年4月11日
000028 6100193660 酒三木 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 三木 学 西播(赤健)第501-2 令和5年4月13日 令和10年5月31日 令和5年4月13日
000028 6100193718 ｍｏｃｏ 678-0011 相生市那波野316モナコ相生店 791233747 飲食店営業(4)その他 一般 中西 葵 西播(赤健)第501-3 令和5年4月17日 令和11年5月31日 令和5年4月17日
000028 6100193766 有限会社光栄水産 678-0215 赤穂市御崎1783-5 水産製品製造業 一般 有限会社光栄水産 代表取締役 大河 優 678-0172 兵庫県赤穂市坂越１２９４番地 791480641 西播(赤健)第516-1 令和5年4月19日 令和11年5月31日 令和5年4月19日
000028 6100193773 ＰＲＯＳＰＥＲ 678-0239 赤穂市加里屋67-10 2FC号 飲食店営業(4)その他 一般 川西 健夫 西播(赤健)第501-9 令和5年4月21日 令和11年5月31日 令和5年4月21日
000028 6100193784 ココナッツ 678-0031 相生市旭1-9-6 791229200 飲食店営業(4)その他 一般 松井 信之 西播(赤健)第501-11 令和5年4月20日 令和11年5月31日 令和5年4月20日
000028 6100193851 餃子屋 678-0256 赤穂市鷆和1120 791450064 そうざい製造業 一般 有限会社大河テント商会 代表取締役 大河 誠 678-0256 兵庫県赤穂市鷆和１１２３番地 791430607 西播(赤健)第525-1 令和5年4月25日 令和11年5月31日 令和5年4月25日
000028 6100193947 かんたん食堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 岡部 香織 西播(赤健)第501-14 令和5年4月28日 令和10年5月31日 令和5年4月28日
000028 6100193949 順江堂 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 自動車200L 河原 順次 西播(赤健)第501-12 令和5年4月28日 令和10年5月31日 令和5年4月28日
000028 6100193962 ファミリーキッチン　スピカ 678-0072 相生市竜泉町163-1 791559990 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ライブラ 代表取締役 高本 大地 678-1185 兵庫県赤穂市東有年１４４１番地５９ 西播(赤健)第501-17 令和5年4月27日 令和11年5月31日 令和5年4月27日
000028 7000095469 ふじい旅館 668-0044 豊岡市山王町１１－５０ 796225027 飲食店営業(3)旅館 一般 藤井 幸雄 但馬(豊健)第183-560 令和2年2月14日 令和8年2月28日 昭和56年2月9日
000028 7000095478 おさらぎ 668-0033 豊岡市中央町１０－２７ 796223044 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 細間 敏生 但馬(豊健)第150-599 平成29年11月14日 令和5年11月30日 昭和56年10月3日
000028 7000095479 アトラス 668-0011 豊岡市上陰２５０－１ 796230007 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 仲井 泰 但馬(豊健)第150-503 平成30年4月19日 令和6年5月31日 昭和55年5月28日
000028 7000095480 パインニ－ドル 668-0033 豊岡市中央町１５－９ 796224449 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社パインニードル 代表取締役 田中 穂積 668-0033 兵庫県豊岡市中央町１５－９ 796224449 但馬(豊健)第150-576 平成30年8月9日 令和6年8月31日 昭和57年8月13日
000028 7000095482 株式会社ほーゆー本店 668-0063 豊岡市正法寺６０８－１ 796231108 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社ほーゆー本店 代表取締役 伊藤 修生 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺６０８－１ 796231108 但馬(豊健)第150-581 令和1年11月20日 令和7年11月30日 昭和55年11月27日
000028 7000095511 福井天プラ店 668-0032 豊岡市千代田町３－６公設市場 796223568 飲食店営業(4)その他 一般 福井 貞夫 但馬(豊健)第190-507 令和4年4月22日 令和10年5月31日 令和4年4月22日
000028 7000095516 堀名ストアー 668-0852 豊岡市江本２９－２ 796231176 飲食店営業(4)その他 一般 堀名 賢一 但馬(豊健)第150-607 平成30年10月31日 令和6年11月30日 昭和58年9月2日
000028 7000095535 そば福 668-0021 豊岡市泉町６－１０ 796226917 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川原 弘司 但馬(豊健)第190-504 令和5年4月19日 令和11年5月31日 令和5年4月19日
000028 7000095538 浮世 668-0032 豊岡市千代田町４－１４ 796235446 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 足達 憲一 但馬(豊健)第150-598 平成29年11月14日 令和5年11月30日 昭和56年10月22日
000028 7000095541 喫茶ぼっか 668-0044 豊岡市山王町３－２４ 796222585 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 淺田 勝哉 但馬(豊健)第150-628 平成30年1月22日 令和6年2月29日 昭和55年2月8日
000028 7000095544 窓 668-0044 豊岡市山王町１０－６ 796224690 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 笹谷 ひろみ 但馬(豊健)第150-629 平成30年1月22日 令和6年2月29日 昭和56年12月18日
000028 7000095545 ふじや本店 668-0026 豊岡市元町７－１７ 796222519 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宇田 とも子 但馬(豊健)第150-513 平成30年4月25日 令和6年5月31日 昭和55年5月28日
000028 7000095550 紀ノ川 668-0032 豊岡市千代田町３－６ 796224817 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 帆前 達章 但馬(豊健)第150-564 平成30年7月31日 令和6年8月31日 昭和57年7月14日
000028 7000095553 ちえ美 668-0864 豊岡市木内７０５－１ 796241830 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平木 英世 但馬(豊健)第150-567 令和1年10月25日 令和7年11月30日 昭和57年11月25日
000028 7000095570 丹後屋 668-0026 豊岡市元町１－１４ 796222348 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 矢野 惠三 但馬(豊健)第150-566 令和2年7月31日 令和8年8月31日 昭和56年8月31日
000028 7000095571 びっくりや 668-0045 豊岡市城南町９－１０ 796222824 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 後藤 壮一 但馬(豊健)第150-571 令和2年8月6日 令和8年8月31日 昭和56年8月31日
000028 7000095575 居酒屋渡月 668-0021 豊岡市泉町１５－４０ 796232791 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 尾崎 功 但馬(豊健)第150-623 令和2年10月30日 令和8年11月30日 昭和56年11月17日
000028 7000095579 ポパイ 668-0042 豊岡市京町１１－６ 796242061 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木谷 千登里 但馬(豊健)第150-648 令和3年1月22日 令和9年2月28日 昭和57年2月26日
000028 7000095583 お好み焼まゆ 668-0033 豊岡市中央町１４－２４ 796241207 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 毛利 眞弓 但馬(豊健)第150-680 令和3年2月18日 令和9年2月28日 昭和59年1月12日
000028 7000095592 銀馬 668-0024 豊岡市寿町６－１７ 796231439 飲食店営業(4)その他 一般 石原 秀和 但馬(豊健)第190-544 令和3年8月17日 令和9年8月31日 令和3年8月17日
000028 7000095602 丹波商店 668-0026 豊岡市元町２－９ 796223235 菓子製造業 一般 丹波 勝善 但馬(豊健)第152-527 平成30年2月5日 令和6年2月29日 昭和51年12月2日
000028 7000095609 西谷菓子舗 668-0045 豊岡市城南町２－４ 796222315 菓子製造業 一般 西谷 憲一 但馬(豊健)第152-513 令和2年7月31日 令和8年8月31日 昭和35年6月14日
000028 7000095617 一柳堂 668-0026 豊岡市元町３－１９ 796222473 菓子製造業 一般 一柳 孝夫 但馬(豊健)第192-501 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 7000095618 関食品 668-0853 豊岡市清冷寺１６１１ 796224563 豆腐製造業 一般 関 茂昭 但馬(豊健)第164-501 令和1年10月31日 令和7年11月30日 昭和55年11月29日
000028 7000095668 味玉鶏卵 668-0033 豊岡市中央町３－２４ 796226741 食肉販売業 一般 多田 政弘 但馬(豊健)第176-507 平成30年5月15日 令和6年5月31日 昭和55年5月28日
000028 7000095690 かも川 668-0033 豊岡市中央町１０－２８ 796239151 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 家元 近子 但馬(豊健)第190-507 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 7000095694 フレンド 668-0026 豊岡市元町１０－１５ 796225512 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 保井 雅彦 但馬(豊健)第190-564 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 7000095698 味 668-0021 豊岡市泉町６－２ 796240989 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩本 正美 但馬(豊健)第190-632 令和4年2月14日 令和10年2月29日 令和4年2月14日
000028 7000095705 豊岡水産物地方卸売市場 668-0084 豊岡市福田１２１－１ 796244114 魚介類競り売り営業 一般 但馬魚市場株式会社 代表取締役社長 竹中 宗明 668-0084 兵庫県豊岡市福田１２１－１ 796244114 但馬(豊健)第215-501 令和4年5月16日 令和10年5月31日 令和4年5月16日
000028 7000095706 豊岡水産物地方卸売市場 668-0084 豊岡市福田１２１－１ 796244114 氷雪製造業 一般 但馬魚市場株式会社 代表取締役社長 竹中 宗明 668-0084 兵庫県豊岡市福田１２１－１ 796244114 但馬(豊健)第194-501 令和4年5月16日 令和10年5月31日 令和4年5月16日
000028 7000095710 味玉鶏卵 668-0084 豊岡市福田１２１－１ 796244051 そうざい製造業 一般 多田 政弘 但馬(豊健)第195-501 令和4年5月12日 令和10年5月31日 令和4年5月12日
000028 7000095711 味玉鶏卵 668-0084 豊岡市福田１２１－１ 796244051 食肉販売業 一般 多田 政弘 但馬(豊健)第212-501 令和4年5月12日 令和10年5月31日 令和4年5月12日
000028 7000095716 ティールーム　アビアン・トット 668-0813 豊岡市下宮６８０ 796242052 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 池内 多智子 但馬(豊健)第190-564 令和4年8月3日 令和10年8月31日 令和4年8月3日
000028 7000095729 かね正 668-0012 豊岡市下陰１９－１ 796224002 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 村尾 和則 但馬(豊健)第190-641 令和4年11月28日 令和10年11月30日 令和4年11月28日
000028 7000095743 カフェコテッジまるやま 668-0031 豊岡市大手町１－２５ 796233908 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 丸山 勝弘 但馬(豊健)第150-553 平成29年8月2日 令和5年8月31日 昭和61年6月25日
000028 7000095747 みひらき食堂 668-0854 豊岡市八社宮一本木４８５－１ 796222938 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 國谷 勇 但馬(豊健)第150-559 平成29年8月10日 令和5年8月31日 昭和61年7月14日
000028 7000095755 豊岡食鳥 668-0061 豊岡市上佐野６６ 796230655 食肉処理業 一般 橋本 毅 但馬(豊健)第175-501 令和2年1月27日 令和7年2月28日 昭和62年2月6日
000028 7000095756 明月 668-0033 豊岡市中央町９－１１ 796225701 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 水島 實 但馬(豊健)第150-638 平成30年2月5日 令和6年2月29日 昭和62年2月27日
000028 7000095761 さぬきうどん春日 668-0045 豊岡市城南町５－２４ 796223428 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 安田 早苗 但馬(豊健)第150-535 令和3年5月24日 令和8年5月31日 昭和62年5月29日
000028 7000095770 まるたに商店 668-0021 豊岡市泉町１５－３６ 796244422 魚介類販売業 一般 井谷 俊二 但馬(豊健)第178-520 令和1年10月21日 令和7年11月30日 昭和62年9月11日
000028 7000095777 コ－ヒ－ロ－ド１４１ 668-0013 豊岡市中陰６４２－１ 796226526 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石井 美千代 但馬(豊健)第150-529 令和2年5月11日 令和8年5月31日 昭和63年3月25日
000028 7000095781 西田製菓㈱ 668-0855 豊岡市伏２９８ 796242128 菓子製造業 一般 西田製菓株式会社 代表取締役 西田 敦 668-0855 兵庫県豊岡市伏２９８ 796242128 但馬(豊健)第152-504 令和2年5月11日 令和8年5月31日 昭和63年5月26日
000028 7000095795 花れん 668-0033 豊岡市中央町１０－４ 796245066 飲食店営業(4)その他 一般 但馬(豊健)第150-622 令和2年10月30日 令和8年11月30日 昭和63年11月18日
000028 7000095799 割烹　魁 668-0021 豊岡市泉町１３－１５ 796221888 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 兵藤 継男 但馬(豊健)第150-619 令和2年10月29日 令和8年11月30日 昭和63年11月30日
000028 7000095800 そば八 668-0021 豊岡市泉町１３－２２ 796236979 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中林 章 但馬(豊健)第150-665 令和3年1月29日 令和9年2月28日 昭和63年12月15日
000028 7000095808 豊総食堂 668-0023 豊岡市加広町６－６８ 796246699 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 薄田 富士代 但馬(豊健)第150-542 令和3年5月25日 令和9年5月31日 平成1年3月30日
000028 7000095812 レーベンアーゲ 668-0033 豊岡市中央町４－２８ 796221789 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西村 光司 但馬(豊健)第150-536 令和3年5月24日 令和9年5月31日 平成1年5月12日
000028 7000095827 かくれんぼ 668-0033 豊岡市中央町９－２７ 796243961 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡田 時夫 但馬(豊健)第190-518 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 7000095865 喫茶ファイブ 668-0013 豊岡市中陰２９０ 796241887 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 竹中 順之 但馬(豊健)第190-649 令和5年1月25日 令和11年2月28日 令和5年1月25日
000028 7000095870 アイリス 668-0841 豊岡市加陽１３８８－１ 796242791 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 見上 いすず 但馬(豊健)第150-501 平成29年4月19日 令和5年5月31日 平成3年4月30日
000028 7000095874 クラブ　古都 668-0042 豊岡市京町８－２０ 796233711 飲食店営業(4)その他 一般 高島 君子 但馬(豊健)第190-512 令和5年4月27日 令和11年5月31日 令和5年4月27日
000028 7000095877 喫茶ブルーマウンテン 668-0813 豊岡市下宮７５６ 796233743 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中貝 三郎 但馬(豊健)第150-560 平成29年8月10日 令和5年8月31日 平成3年6月6日
000028 7000095893 お食事処　大仙 668-0013 豊岡市中陰２６－６ 796224627 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岸本 高明 但馬(豊健)第150-597 平成29年11月14日 令和5年11月30日 平成3年10月29日
000028 7000095896 ポア－ル 668-0032 豊岡市千代田町７－５ 796221101 飲食店営業(4)その他 一般 内藤 正裕 但馬(豊健)第150-588 平成29年10月27日 令和5年11月30日 平成3年11月27日
000028 7000095897 ポア－ル 668-0032 豊岡市千代田町７－５ 796221101 菓子製造業 一般 内藤 正裕 但馬(豊健)第152-516 平成29年10月27日 令和5年11月30日 平成3年11月27日
000028 7000095902 竹 668-0056 豊岡市妙楽寺４１－１県立但馬文教府内 喫茶店営業 一般 森田 泰男 但馬(豊健)第151-523 平成30年2月16日 令和6年2月29日 平成4年1月17日
000028 7000095918 ミニフレッシュ豊岡下陰店 668-0012 豊岡市下陰１４－２ 796244488 魚介類販売業 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第178-501 平成30年4月19日 令和6年5月31日 平成4年4月9日
000028 7000095928 ウッディ豊岡バイパス店 668-0805 豊岡市船町字方ケ島３４７－１ 796247020 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ウッディ 代表取締役 高橋 良雄 620-0059 京都府福知山市字厚東町１７９ 796247020 但馬(豊健)第150-570 平成30年8月6日 令和6年8月31日 平成4年7月15日
000028 7000095934 ますや 668-0032 豊岡市千代田町２－２４ 796237343 飲食店営業(4)その他 一般 増田 宣二 但馬(豊健)第150-563 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成4年8月27日
000028 7000095935 豊裕 668-0021 豊岡市泉町１４－２５ 796236434 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 沖野 眞弓 但馬(豊健)第150-578 平成30年8月9日 令和6年8月31日 平成4年8月31日
000028 7000095944 茶房佐いち 668-0022 豊岡市小田井町１７－４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森田 久美子 但馬(豊健)第150-569 令和1年10月31日 令和7年11月30日 平成4年10月20日
000028 7000095945 かに寿司工房 668-0012 豊岡市下陰６５９ 796248775 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 水戸 登 但馬(豊健)第150-562 令和1年10月21日 令和7年11月30日 平成4年10月20日
000028 7000095951 近畿大学食堂 668-0065 豊岡市戸牧１６０ 796233924 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社丸中商事 代表取締役 542-0073 大阪府大阪市中央区日本橋一丁目１７－２０ 666361138 但馬(豊健)第150-613 令和2年2月7日 令和8年2月28日 平成4年12月16日
000028 7000095953 堀名ストアー 668-0852 豊岡市江本２９－２ 796231176 魚介類販売業 一般 堀名 賢一 但馬(豊健)第178-533 令和2年1月24日 令和8年2月28日 平成5年2月5日
000028 7000095962 彦佐 668-0012 豊岡市下陰６７２－３ 796247646 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉田 和隆 但馬(豊健)第150-527 令和2年5月11日 令和8年5月31日 平成5年4月6日
000028 7000095985 カフェ＆ランチ　オリーブ 668-0004 豊岡市新堂１５－５ 796242781 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 舩戸 勝代 但馬(豊健)第150-610 令和2年10月21日 令和8年11月30日 平成5年10月29日
000028 7000095989 ㈲味ブロイラー 668-0084 豊岡市福田１２１の１ 796233703 食肉処理業 一般 有限会社味ブロイラー 代表取締役 宮田 隆行 668-0084 兵庫県豊岡市福田１５２７の２ 796233703 但馬(豊健)第175-502 令和2年10月21日 令和8年11月30日 平成5年11月25日
000028 7000095992 ＣＡＦＥ&ＳＮＡＣＫ　マーブル 668-0852 豊岡市江本４２６－３ 796226835 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 喜代子 但馬(豊健)第150-677 令和3年2月12日 令和9年2月28日 平成5年12月7日
000028 7000096001 あじとみ 焼肉 ･ Ｃａｆｅ 668-0052 豊岡市九日市下町２８２ 796236511 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社あじとみ 代表取締役 河野 吉秀 668-0052 兵庫県豊岡市九日市下町２８２ 796236511 但馬(豊健)第150-678 令和3年2月12日 令和9年2月28日 平成6年2月15日
000028 7000096022 貴美 668-0033 豊岡市中央町５－１２ 796243393 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 白谷 貴美江 但馬(豊健)第190-520 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 7000096025 風来坊 668-0033 豊岡市中央町４－２４ 796245123 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 赤木 啓介 但馬(豊健)第190-607 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 7000096038 小林商店 668-0064 豊岡市高屋８９８ 796225018 魚介類販売業 一般 大和 ひろ美 但馬(豊健)第214-506 令和3年10月22日 令和9年11月30日 令和3年10月22日
000028 7000096042 三井住友銀行豊岡支店シダックス店 668-0026 豊岡市元町１２－１ 796223151 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 シダックスフ－ドサ－ビス株式会社 代表取締役 志太 勤一 182-0021 東京都調布市調布ケ丘３－６－３ 663458830 但馬(豊健)第190-565 令和3年10月29日 令和10年11月30日 令和3年10月29日
000028 7000096051 村尾鮮魚店 668-0032 豊岡市千代田町３－６ 796222721 魚介類販売業 一般 村尾 清彦 但馬(豊健)第214-504 令和4年5月16日 令和10年5月31日 令和4年5月16日
000028 7000096054 キリン 668-0021 豊岡市泉町２２－８ 796235832 飲食店営業(4)その他 一般 森谷 房子 但馬(豊健)第190-519 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 7000096056 カタシマ豊岡店 668-0027 豊岡市若松町４８－１ 796240618 菓子製造業 一般 カタシマ株式会社 代表取締役 廣氏 良致 667-0114 兵庫県養父市小城５６８ 796642457 但馬(豊健)第192-510 令和4年8月23日 令和10年8月31日 令和4年8月23日
000028 7000096067 にしき 668-0024 豊岡市寿町２－７ 796230389 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社にしき 代表取締役 竹内 直美 668-0024 兵庫県豊岡市寿町２－７ 796230389 但馬(豊健)第190-608 令和4年10月26日 令和10年11月30日 令和4年10月26日
000028 7000096083 ハーレー 668-0806 豊岡市森１１９－３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山口 政信 但馬(豊健)第150-609 令和2年1月31日 令和8年2月28日 平成7年12月5日
000028 7000096088 居酒屋　大 668-0022 豊岡市小田井町２－２１ 796233954 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大友 昭乃 但馬(豊健)第150-625 令和2年2月21日 令和8年2月28日 平成8年1月24日



000028 7000096089 豊岡中央青果株式会社 668-0084 豊岡市福田１２１－１ 796231166 魚介類販売業 一般 豊岡中央青果株式会社 代表取締役 鈴木 政宏 668-0084 兵庫県豊岡市福田１２１－１ 796231166 但馬(豊健)第178-538 令和2年2月14日 令和8年2月28日 平成8年1月24日
000028 7000096101 ランチタイムハウスふみや 668-0027 豊岡市若松町７－７ 796233303 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松永 富美代 但馬(豊健)第150-525 令和2年5月11日 令和8年5月31日 平成8年5月13日
000028 7000096108 学校法人大岡学園 668-0065 豊岡市戸牧字丸山５００ 796223786 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 学校法人大岡学園 理事長 澤村 博行 668-0065 兵庫県豊岡市戸牧字丸山５００番地の３ 796223786 但馬(豊健)第150-522 令和2年5月11日 令和8年5月31日 平成8年5月30日
000028 7000096119 金太郎本店 668-0045 豊岡市城南町１２－４８ 796243020 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社金太郎 代表取締役 三木 雅明 668-0045 兵庫県豊岡市城南町１２－４８ 796243020 但馬(豊健)第150-569 令和2年8月6日 令和8年8月31日 平成8年7月4日
000028 7000096128 喫茶リンド 668-0027 豊岡市若松町７－３８ 796248700 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森垣 哲夫 但馬(豊健)第150-565 令和2年7月31日 令和8年8月31日 平成8年8月2日
000028 7000096142 なか井 668-0033 豊岡市中央町１２－２１ 796237897 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 仲井 雅弘 但馬(豊健)第150-621 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成8年10月7日
000028 7000096158 ホテル大丸 668-0031 豊岡市大手町１－２７ 796226125 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社コーポレーション大丸 代表取締役 奥田 会造 668-0031 兵庫県豊岡市大手町１－２７ 796226125 但馬(豊健)第183-567 令和2年11月30日 令和8年11月30日 平成8年11月29日
000028 7000096159 港や 668-0032 豊岡市千代田町９－２０ 796241500 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社港屋製菓 代表取締役 林 弘 668-0032 兵庫県豊岡市千代田町９－２０ 796241500 但馬(豊健)第150-646 平成30年2月13日 令和7年2月28日 平成8年12月6日
000028 7000096160 港や 668-0032 豊岡市千代田町９－２０ 菓子製造業 一般 有限会社港屋製菓 代表取締役 林 弘 668-0032 兵庫県豊岡市千代田町９－２０ 796241500 但馬(豊健)第152-529 平成30年2月13日 令和7年2月28日 平成8年12月6日
000028 7000096179 ぼて拾 668-0027 豊岡市若松町４－１１ 796236858 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 昭夫 但馬(豊健)第150-519 令和3年5月13日 令和9年5月31日 平成9年3月17日
000028 7000096181 金太郎すし中央店 668-0033 豊岡市中央町１２－１ 796245234 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社　金太郎 代表取締役 三木 雅明 668-0045 兵庫県豊岡市城南町１２－４８ 796243020 但馬(豊健)第150-537 令和3年5月24日 令和9年5月31日 平成9年3月31日
000028 7000096185 すなっくみさ 668-0021 豊岡市泉町１９－６ 796221483 飲食店営業(4)その他 一般 瀬渡 美佐子 但馬(豊健)第150-524 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成9年4月15日
000028 7000096190 さくら茶屋 668-0033 豊岡市中央町６－９ 796239320 飲食店営業(4)その他 一般 山口 裕子 但馬(豊健)第150-505 令和3年4月26日 令和9年5月31日 平成9年4月25日
000028 7000096212 ファーム木薫館 668-0081 豊岡市岩井３６３－１ 796220626 食肉販売業 一般 清水 雅夫 但馬(豊健)第212-502 令和3年8月18日 令和9年8月31日 令和3年8月18日
000028 7000096214 りゅう製麺 668-0024 豊岡市寿町４－５ 796223837 麺類製造業 一般 林 清貴 但馬(豊健)第203-501 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 7000096224 スナック＆食事処６９ 668-0021 豊岡市泉町１４－１８ 796230877 飲食店営業(4)その他 一般 多田 博行 但馬(豊健)第190-510 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 7000096228 フレッシュバザール豊岡江本店 668-0851 豊岡市今森４７２ 796249101 魚介類販売業 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第214-504 令和3年8月17日 令和9年8月31日 令和3年8月17日
000028 7000096229 フレッシュバザール豊岡江本店 668-0851 豊岡市今森４７２ 796249101 そうざい製造業 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第195-502 令和3年8月17日 令和9年8月31日 令和3年8月17日
000028 7000096235 豊岡高校食堂 祥 668-0042 豊岡市京町１２－９１ 796222111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 渕本 祥子 但馬(豊健)第190-553 令和3年8月26日 令和9年8月31日 令和3年8月26日
000028 7000096244 さんすりー 668-0033 豊岡市中央町１０－４ 796230583 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 村岡 みさ子 但馬(豊健)第190-595 令和3年11月17日 令和9年11月30日 令和3年11月17日
000028 7000096265 ミラノハウス・花ふじ 668-0031 豊岡市大手町４－５ 796220001 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋１５ 773220001 但馬(豊健)第190-612 令和3年11月30日 令和9年11月30日 令和3年11月30日
000028 7000096266 パンクック 668-0031 豊岡市大手町４－５ 796220001 菓子製造業 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋１５ 773220001 但馬(豊健)第192-514 令和3年11月30日 令和9年11月30日 令和3年11月30日
000028 7000096273 さとう豊岡店 668-0031 豊岡市大手町４－５ 796220001 魚介類販売業 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-8503 京都府福知山市字上紺屋１５ 773220001 但馬(豊健)第214-511 令和3年11月30日 令和9年11月30日 令和3年11月30日
000028 7000096288 パブ・ジュピター 668-0021 豊岡市泉町１２－１５ 796233176 飲食店営業(4)その他 一般 辺見 恵子 但馬(豊健)第190-585 令和3年11月10日 令和9年11月30日 令和3年11月10日
000028 7000096298 ふじの実豊岡店 668-0805 豊岡市船町３４０－１ 796220003 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総ニ郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋１５ 773220001 但馬(豊健)第190-647 令和4年2月22日 令和10年2月29日 令和4年2月22日
000028 7000096340 小麦の森 668-0023 豊岡市加広町７－３２ 796238070 菓子製造業 一般 株式会社　コープベーカリー 代表取締役 緑 淳史 658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西２－１ 788573904 但馬(豊健)第192-505 令和4年5月12日 令和10年5月31日 令和4年5月12日
000028 7000096343 味の四季彩 668-0023 豊岡市加広町７－３２ 796246121 飲食店営業(4)その他 一般 昭産商事株式会社 代表取締役 森田 将昭 800-0027 福岡県北九州市門司区黄金町６－７ 933710434 但馬(豊健)第190-538 令和4年5月16日 令和10年5月31日 令和4年5月16日
000028 7000096345 コープデイズ豊岡 668-0023 豊岡市加広町７－３２ 796235000 魚介類販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0052 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１－３－１９ 788561121 但馬(豊健)第214-502 令和4年5月16日 令和10年5月31日 令和4年5月16日
000028 7000096346 コープデイズ豊岡 668-0023 豊岡市加広町７－３２ 796235000 飲食店営業(4)その他 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0052 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１－３－１９ 788561121 但馬(豊健)第190-539 令和4年5月16日 令和10年5月31日 令和4年5月16日
000028 7000096348 コープデイズ豊岡 668-0023 豊岡市加広町７－３２ 796235000 食肉販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0052 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１－３－１９ 788561121 但馬(豊健)第212-502 令和4年5月16日 令和10年5月31日 令和4年5月16日
000028 7000096371 豊岡パ－クホテル喫茶ホール 668-0024 豊岡市寿町９－８ 796245500 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社豊岡パ－クホテル 代表取締役 片芝 章夫 668-0024 兵庫県豊岡市寿町９－８ 796245500 但馬(豊健)第150-508 令和1年5月8日 令和8年5月31日 平成10年5月29日
000028 7000096420 お食事自慢　武ちゃん 668-0033 豊岡市中央町４－２５ 796245222 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 武 譲二 但馬(豊健)第190-650 令和5年1月25日 令和11年2月28日 令和5年1月25日
000028 7000096468 餃子の王将　豊岡店 668-0013 豊岡市中陰６３３－１ 796240305 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社スタミナフードサービス 代表取締役 森山 崇 668-0013 兵庫県豊岡市中陰６３３－１ 796235741 但馬(豊健)第190-520 令和5年4月27日 令和11年5月31日 令和5年4月27日
000028 7000096489 軽食喫茶ジュン 668-0025 豊岡市幸町６－９ 796230579 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 村岡 順子 但馬(豊健)第150-556 平成29年8月7日 令和5年8月31日 平成11年8月24日
000028 7000096492 スナック伊達 668-0033 豊岡市中央町１－２０サファリビル１Ｆ 796233927 飲食店営業(4)その他 一般 西原 裕美子 但馬(豊健)第150-608 平成29年11月21日 令和5年11月30日 平成11年9月28日
000028 7000096508 炭火家らんたん 668-0014 豊岡市野田字野田９６ 796346246 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ユラク 代表取締役 伊藤 清範 668-0013 兵庫県豊岡市中陰６３９ 796234401 但馬(豊健)第150-584 平成29年10月30日 令和5年11月30日 平成11年11月5日
000028 7000096528 居酒屋　藤しろ 668-0032 豊岡市千代田町１１－１２ 796248841 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 白藤 スズ子 但馬(豊健)第150-644 平成30年2月13日 令和6年2月29日 平成12年1月26日
000028 7000096529 フレッシュバザール豊岡江本店 668-0851 豊岡市今森４７２ 796249101 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第150-631 平成30年1月22日 令和6年2月29日 平成12年2月10日
000028 7000096531 株式会社小谷商店 668-0013 豊岡市中陰３４３－１ 796223177 魚介類販売業 一般 株式会社　小谷商店 代表取締役 小谷 昌生 668-0013 兵庫県豊岡市中陰３４３－１ 796223177 但馬(豊健)第178-532 平成30年2月5日 令和6年2月29日 平成12年2月24日
000028 7000096533 沙羅 668-0033 豊岡市中央町１０－３１ 796247871 飲食店営業(4)その他 一般 片岡 弘美 但馬(豊健)第150-528 平成30年5月15日 令和6年5月31日 平成12年3月2日
000028 7000096545 ウイング 668-0012 豊岡市下陰２０－２ 796237631 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平坂 深雪 但馬(豊健)第150-501 平成30年4月19日 令和6年5月31日 平成12年4月26日
000028 7000096553 ガスト豊岡店 668-0014 豊岡市野田１７３－４ 796290678 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保１丁目２５番８号 422375218 但馬(豊健)第150-527 平成30年5月15日 令和6年5月31日 平成12年5月19日
000028 7000096559 吉野家１７８号線豊岡店 668-0012 豊岡市下陰字池ノ内５３５－１ 796293103 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 代表取締役 渡邉 喜広 103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町３６－２ 356518601 但馬(豊健)第150-589 平成30年8月17日 令和6年8月31日 平成12年6月15日
000028 7000096566 喫茶ろっぽう 668-0864 豊岡市木内字大坪２３１－１ 796228511 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 根岸 克行 但馬(豊健)第150-579 平成30年8月9日 令和6年8月31日 平成12年7月24日
000028 7000096586 肴屋よし乃 668-0033 豊岡市中央町１－２０１Ｆ 796220550 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木脇 良武 但馬(豊健)第150-580 平成30年8月9日 令和6年8月31日 平成12年8月31日
000028 7000096589 夢邸 668-0014 豊岡市野田９６ 796247700 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ユラク 代表取締役 伊藤 清範 668-0013 兵庫県豊岡市中陰６３９ 796234401 但馬(豊健)第150-616 平成30年11月14日 令和6年11月30日 平成12年9月19日
000028 7000096619 金左エ門 668-0081 豊岡市岩井１０６７ 796227057 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 今井 春美 但馬(豊健)第150-596 平成29年11月14日 令和5年11月30日 平成12年11月30日
000028 7000096643 ザグランリゾート城崎 669-6123 豊岡市小島１１８８－５ 796283205 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社大倉 代表取締役 清瀧 静男 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋２丁目北２－１１ 663531955 但馬(豊健)第183-509 平成29年5月26日 令和5年5月31日 昭和56年5月19日
000028 7000096660 住田茶屋 669-6124 豊岡市気比浜 796282070 飲食店営業(4)その他 露店 住田 うら江 但馬(豊健)第150-593 平成30年8月21日 令和5年8月31日 昭和58年8月9日
000028 7000096670 山本永二商店 669-6122 豊岡市瀬戸１１８ 796282255 そうざい製造業 一般 山本 永二 但馬(豊健)第158-506 令和2年5月20日 令和8年5月31日 昭和56年5月19日
000028 7000096673 小島第２荷捌所 669-6123 豊岡市小島地先 796282531 魚介類せり売営業 一般 但馬漁業協同組合 代表理事組合長 村瀬 晴好 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松７４７ 796361331 但馬(豊健)第179-502 平成29年7月31日 令和5年8月31日 昭和55年8月16日
000028 7000096674 但馬漁業協同組合津居山支所製氷冷蔵工場 669-6123 豊岡市小島地先 796282191 氷雪製造業 一般 但馬漁業協同組合 代表理事組合長 村瀬 晴好 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松７４７ 796361331 但馬(豊健)第194-501 令和3年8月26日 令和9年8月31日 令和3年8月26日
000028 7000096698 木の実 669-6122 豊岡市瀬戸２３１ 796282084 飲食店営業(4)その他 一般 福井 紀世美 但馬(豊健)第150-592 平成30年8月21日 令和6年8月31日 昭和57年8月11日
000028 7000096704 株式会社カネ貞気比工場 669-6124 豊岡市気比４５９５、４５９６ 796283377 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社カネ貞 代表取締役 佐藤 直彦 669-6122 兵庫県豊岡市瀬戸７７－２３ 796282663 但馬(豊健)第168-501 平成29年5月1日 令和5年5月31日 昭和61年4月7日
000028 7000096705 株式会社カネ貞気比工場 669-6124 豊岡市気比４５９５、４５９６ 796283377 水産製品製造業 一般 株式会社カネ貞 代表取締役 佐藤 直彦 669-6122 兵庫県豊岡市瀬戸７７－２３ 796282663 但馬(豊健)第216-516 令和3年11月19日 令和9年11月30日 令和3年11月19日
000028 7000096708 與兵衛 669-6125 豊岡市田結１８３９ 796282331 飲食店営業(3)旅館 一般 島﨑 邦雄 但馬(豊健)第183-526 平成29年8月2日 令和5年8月31日 昭和62年7月31日
000028 7000096710 但馬漁業協同組合津居山加工部 669-6122 豊岡市瀬戸小浜７７－２２ 796283151 そうざい製造業 一般 但馬漁業協同組合 代表理事組合長 村瀬 晴好 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松７４７ 796361331 但馬(豊健)第158-502 令和2年5月14日 令和8年5月31日 昭和63年3月25日
000028 7000096720 ホテル金波楼 669-6122 豊岡市瀬戸１０９０－１ 796282111 飲食店営業(3)旅館 一般 日和山観光株式会社 代表取締役 西松 伸二 669-6122 兵庫県豊岡市瀬戸１０９０ 796282500 但馬(豊健)第183-505 令和1年5月8日 令和7年5月31日 平成3年3月16日
000028 7000096721 グリ－ン 669-6122 豊岡市瀬戸１０９０－１ 796282500 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日和山観光株式会社 代表取締役 西松 伸二 669-6122 兵庫県豊岡市瀬戸１０９０ 796282500 但馬(豊健)第150-518 平成29年5月1日 令和5年5月31日 平成3年3月16日
000028 7000096722 いっぷく亭 669-6122 豊岡市瀬戸１０９０－１ 796282111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日和山観光株式会社 代表取締役 西松 伸二 669-6122 兵庫県豊岡市瀬戸１０９０ 796282500 但馬(豊健)第150-517 平成29年5月1日 令和5年5月31日 平成3年3月16日
000028 7000096723 但馬漁業協同組合　津居山加工場 669-6122 豊岡市瀬戸小浜７７－２２ 796283151 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 但馬漁業協同組合 代表理事組合長 村瀬 晴好 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松７４７ 796361331 但馬(豊健)第168-504 平成29年8月2日 令和5年8月31日 平成3年8月19日
000028 7000096735 旅館えの本 669-6125 豊岡市田結１８０６－１・２ 796282856 飲食店営業(3)旅館 一般 榎本 富一 但馬(豊健)第183-563 平成31年2月7日 令和7年2月28日 平成5年1月14日
000028 7000096745 二方蒲鉾株式会社 000-0000 但馬一円 796283121 飲食店営業(4)その他 露店 二方蒲鉾株式会社 代表取締役 二方 道正 669-6122 兵庫県豊岡市瀬戸７５７－１ 796283121 但馬(豊健)第150-531 令和2年5月14日 令和7年5月31日 平成6年5月27日
000028 7000096747 株式会社カネ貞 669-6122 豊岡市瀬戸７７－２３ 796282663 水産製品製造業 一般 株式会社カネ貞 代表取締役 佐藤 直彦 669-6122 兵庫県豊岡市瀬戸７７－２３ 796282663 但馬(豊健)第216-517 令和3年11月19日 令和9年11月30日 令和3年11月19日
000028 7000096765 丸惣水産 669-6122 豊岡市瀬戸９９－５ 796283028 水産製品製造業 一般 丸谷 仁文 但馬(豊健)第216-509 令和3年8月30日 令和9年8月31日 令和3年8月30日
000028 7000096781 但馬漁協　津居山荷捌所 669-6121 豊岡市津居山３１７ 796282531 魚介類せり売営業 一般 但馬漁業協同組合 代表理事組合長 村瀬 晴好 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松７４７ 796361331 但馬(豊健)第179-504 平成29年11月28日 令和5年11月30日 平成11年11月1日
000028 7000096787 シーランドレストラン 669-6122 豊岡市瀬戸１０９０ 796282500 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日和山観光株式会社 代表取締役 西松 伸二 669-6122 兵庫県豊岡市瀬戸１０９０ 796282500 但馬(豊健)第150-547 平成30年5月23日 令和6年5月31日 平成12年3月3日
000028 7000096788 シーランドレストラン 669-6122 豊岡市瀬戸１０９０ 796282500 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 日和山観光株式会社 代表取締役 西松 伸二 669-6122 兵庫県豊岡市瀬戸１０９０ 796282500 但馬(豊健)第169-502 令和2年5月14日 令和7年5月31日 平成12年3月3日
000028 7000096789 シーランドカフェ 669-6122 豊岡市瀬戸１０９０ 796282500 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 日和山観光株式会社 代表取締役 西松 伸二 669-6122 兵庫県豊岡市瀬戸１０９０ 796282500 但馬(豊健)第169-503 令和2年5月14日 令和7年5月31日 平成12年3月3日
000028 7000096790 シーランドカフェ 669-6122 豊岡市瀬戸１０９０ 796282500 喫茶店営業 一般 日和山観光株式会社 代表取締役 西松 伸二 669-6122 兵庫県豊岡市瀬戸１０９０ 796282500 但馬(豊健)第151-503 平成30年5月23日 令和6年5月31日 平成12年3月3日
000028 7000096801 川口屋城崎リバーサイドホテル 669-6101 豊岡市城崎町湯島８８０－１ 796322611 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社　川口屋城崎リバーサイドホテル 代表取締役 垣谷 託司 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島８８０－１ 796322611 但馬(豊健)第183-502 平成30年4月27日 令和6年5月31日 昭和49年3月22日
000028 7000096802 城崎保養所　玄武 669-6101 豊岡市城崎町湯島７５ 796322631 飲食店営業(3)旅館 一般 国家公務員共済組合（連） 理事長 松元 崇 102-0074 東京都千代田区九段南１－１－１０九段合同庁舎 332221841 但馬(豊健)第183-545 平成30年8月16日 令和6年8月31日 昭和40年6月10日
000028 7000096803 あさぎり荘 669-6101 豊岡市城崎町湯島８７６ 796322921 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社　兵庫農協共済事業社 代表取締役 三森 京介 650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通１番地 783336152 但馬(豊健)第183-546 平成30年8月16日 令和6年8月31日 昭和55年8月30日
000028 7000096804 やなぎ荘別館華山 669-6101 豊岡市城崎町湯島７４１ 796322911 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社　やなぎ荘 代表取締役 井本 裕人 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島７０１ 796322911 但馬(豊健)第183-522 令和1年10月11日 令和7年11月30日 昭和40年11月13日
000028 7000096806 つたや 669-6101 豊岡市城崎町湯島４８５ 796322511 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社　つたや 代表取締役 鳥谷 隆治郎 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島４８５ 796322511 但馬(豊健)第183-523 令和1年10月11日 令和7年11月30日 昭和43年9月24日
000028 7000096807 よしはる旅館 669-6101 豊岡市城崎町湯島１８０ 796322314 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社　よしはる旅館 代表取締役 今井 義浩 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島１８０ 796322314 但馬(豊健)第183-521 令和1年10月11日 令和7年11月30日 昭和37年10月29日
000028 7000096809 泉都 669-6101 豊岡市城崎町湯島５４０ 796322521 飲食店営業(3)旅館 一般 泉都観光株式会社 代表取締役 藤原 将之 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島５４０ 796322521 但馬(豊健)第183-546 令和2年1月31日 令和8年2月28日 昭和49年12月6日
000028 7000096811 むつの屋別館 669-6101 豊岡市城崎町湯島６５６－２ 796323111 飲食店営業(3)旅館 一般 松井 尚一 但馬(豊健)第183-544 令和2年1月23日 令和8年2月28日 昭和38年12月8日
000028 7000096814 株式会社富士見屋 669-6101 豊岡市城崎町湯島７３０－１ 796322624 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社富士見屋 代表取締役 松本 淳志 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島７３０ 796322624 但馬(豊健)第183-563 令和2年2月26日 令和8年2月28日 昭和38年1月28日
000028 7000096815 新かめや 669-6101 豊岡市城崎町湯島２７９ 796322421 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社　新かめや旅館 代表取締役 垣谷 一平 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島２７９ 796322421 但馬(豊健)第183-562 令和2年2月20日 令和8年2月28日 昭和40年12月25日
000028 7000096819 但馬屋旅館 669-6101 豊岡市城崎町湯島４５３ 796322626 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社但馬屋 代表取締役 柴田 誠 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島４５３ 796322626 但馬(豊健)第183-512 令和2年5月21日 令和8年5月31日 昭和41年3月17日
000028 7000096821 大和屋 669-6101 豊岡市城崎町湯島４２７ 796322018 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社　大和屋 代表取締役 結城 英和 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島４２７ 796322018 但馬(豊健)第183-530 令和2年8月4日 令和8年8月31日 昭和38年6月20日
000028 7000096822 つたや別館玄武荘 669-6101 豊岡市城崎町湯島４７０ 796322511 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社つたや 代表取締役 鳥谷 隆治郎 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島４８５ 796322511 但馬(豊健)第183-532 令和2年8月17日 令和8年8月31日 昭和35年8月3日
000028 7000096825 幸楽園 669-6103 豊岡市城崎町今津５７０－４ 796324126 飲食店営業(3)旅館 一般 田渕 隆夫 但馬(豊健)第183-537 令和2年8月19日 令和8年8月31日 昭和53年7月10日
000028 7000096826 山本屋 669-6101 豊岡市城崎町湯島６４３ 796322114 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社　山本屋 代表取締役 髙宮 浩之 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島６４３ 796322114 但馬(豊健)第183-533 令和2年8月17日 令和8年8月31日 昭和50年7月24日
000028 7000096828 みぐみや 669-6101 豊岡市城崎町湯島５９８ 796322039 飲食店営業(3)旅館 一般 橋本 麗子 但馬(豊健)第183-546 令和2年10月23日 令和8年11月30日 昭和47年10月25日
000028 7000096829 つたや晴嵐亭 669-6101 豊岡市城崎町湯島１０７５-１外３筆 796322677 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社つたや 代表取締役 鳥谷 隆治郎 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島４８５ 796322511 但馬(豊健)第183-547 令和2年10月23日 令和8年11月30日 昭和50年10月9日
000028 7000096830 春日屋 669-6101 豊岡市城崎町湯島６０１ 796322256 飲食店営業(3)旅館 一般 細田 信男 但馬(豊健)第183-542 令和2年10月15日 令和8年11月30日 昭和53年10月16日
000028 7000096836 つばきの旅館 669-6101 豊岡市城崎町湯島７８１ 796322131 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社つばきの旅館 代表取締役 椿野 泰宏 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島７８１ 796322131 但馬(豊健)第183-545 令和2年10月23日 令和8年11月30日 昭和50年9月6日
000028 7000096837 市松 669-6101 豊岡市城崎町湯島２０２ 796322808 飲食店営業(3)旅館 一般 吉田 香 但馬(豊健)第183-543 令和2年10月16日 令和8年11月30日 昭和53年9月29日
000028 7000096838 やなぎ荘別館鶴喜 669-6101 豊岡市城崎町湯島７４８－２、７４９－２ 796322911 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社やなぎ荘 代表取締役 井本 裕人 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島７０１ 796322911 但馬(豊健)第183-548 令和2年10月23日 令和8年11月30日 昭和58年11月16日
000028 7000096841 扇屋旅館 669-6101 豊岡市城崎町湯島２４３ 796322036 飲食店営業(3)旅館 一般 立花 正捷 但馬(豊健)第183-581 令和3年1月29日 令和9年2月28日 昭和38年12月27日
000028 7000096844 しののめ荘 669-6101 豊岡市城崎町湯島７５７ 796322411 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社しののめ荘 代表取締役 後藤 京子 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島７５７ 796322411 但馬(豊健)第183-579 令和3年1月29日 令和9年2月28日 昭和41年12月16日
000028 7000096847 まつや 669-6101 豊岡市城崎町湯島３７０ 796322134 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社まつや 代表取締役 守口 勝久 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島３７０ 796322134 但馬(豊健)第183-583 令和3年1月29日 令和9年2月28日 昭和53年12月28日
000028 7000096849 城崎観光ホテル東山荘 669-6101 豊岡市城崎町湯島８３５ 796323315 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社　田木屋 代表取締役 田中 秀樹 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島２４７ 796323315 但馬(豊健)第183-510 令和3年4月30日 令和9年5月31日 昭和57年5月27日
000028 7000096850 観光旅館ホテルニューオーヒロ 669-6101 豊岡市城崎町湯島１６１、１６２、１６３ 796323666 飲食店営業(3)旅館 一般 源田 美智子 但馬(豊健)第183-511 令和3年5月10日 令和9年5月31日 昭和48年4月23日
000028 7000096853 ゆとうや旅館 669-6101 豊岡市城崎町湯島３７３ 796322121 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社　油筒屋 代表取締役 山本 啓之 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島３７３ 796322121 但馬(豊健)第217-520 令和3年8月12日 令和9年8月31日 令和3年8月12日
000028 7000096854 三木屋 669-6101 豊岡市城崎町湯島４８７ 796322031 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社　三木屋 代表取締役 片岡 大介 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島４８７ 796322031 但馬(豊健)第217-512 令和3年8月10日 令和9年8月31日 令和3年8月10日
000028 7000096855 小林屋 669-6101 豊岡市城崎町湯島３６９ 796322424 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社小林屋 代表取締役 永本 冬森 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島３６９ 796322424 但馬(豊健)第217-526 令和3年8月19日 令和9年8月31日 令和3年8月19日
000028 7000096856 むつの屋 669-6101 豊岡市城崎町湯島６５２ 796323111 飲食店営業(3)旅館 一般 松井 尚一 但馬(豊健)第217-511 令和3年8月10日 令和9年8月31日 令和3年8月10日
000028 7000096857 やなぎ荘 669-6101 豊岡市城崎町湯島７０１ 796322911 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社　やなぎ荘 代表取締役 井本 裕人 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島７０１ 796322911 但馬(豊健)第217-513 令和3年8月10日 令和9年8月31日 令和3年8月10日
000028 7000096878 喫茶スコーピオ 669-6101 豊岡市城崎町湯島５８５ 796322853 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 千葉 千秋 但馬(豊健)第150-620 平成29年11月27日 令和5年11月30日 昭和48年10月25日
000028 7000096885 ふくとみ 669-6101 豊岡市城崎町湯島３６７ 796323043 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福山 馨 但馬(豊健)第150-611 平成30年11月8日 令和6年11月30日 昭和60年11月27日
000028 7000096895 喫茶あやめ 669-6101 豊岡市城崎町湯島４３３ 796323318 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 土出 あやの 但馬(豊健)第150-659 令和3年1月29日 令和9年2月28日 昭和50年12月11日
000028 7000096899 食堂ほそぐち 669-6101 豊岡市城崎町湯島９４ 796323126 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 細口 雄作 但馬(豊健)第190-556 令和3年8月27日 令和9年8月31日 令和3年8月27日
000028 7000096900 大黒屋 669-6101 豊岡市城崎町湯島８７ 796322728 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岸田 政太郎 但馬(豊健)第190-533 令和3年8月12日 令和9年8月31日 令和3年8月12日
000028 7000096901 喫茶ゆしま 669-6101 豊岡市城崎町湯島１０９ 796322116 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 熊原 優樹 但馬(豊健)第190-534 令和3年8月12日 令和9年8月31日 令和3年8月12日
000028 7000096906 坂田香泉堂 669-6101 豊岡市城崎町湯島９３７ 796322805 菓子製造業 一般 坂田 安弘 但馬(豊健)第152-521 令和2年11月27日 令和8年11月30日 昭和44年9月5日
000028 7000096910 ㈲みなとや商店 669-6101 豊岡市城崎町湯島６２５ 796322266 菓子製造業 一般 有限会社みなとや商店 代表取締役 久保田 一三 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島４１６ 796322014 但馬(豊健)第192-506 令和3年8月19日 令和9年8月31日 令和3年8月19日
000028 7000096911 長谷川豆腐店 669-6101 豊岡市城崎町湯島１６８ 796322769 豆腐製造業 一般 長谷川 三好 但馬(豊健)第164-501 平成29年8月17日 令和5年8月31日 昭和56年8月21日
000028 7000096913 株式会社岸本総合商事 669-6101 豊岡市城崎町湯島８６７ 796324054 魚介類販売業 一般 株式会社　岸本総合商事 代表取締役 岸本 伸 668-0052 兵庫県豊岡市九日市下町５３ 796240189 但馬(豊健)第178-501 平成29年5月1日 令和5年5月31日 昭和59年5月14日
000028 7000096928 マルサン精肉店 669-6101 豊岡市城崎町湯島６９３ 796322288 食肉販売業 一般 中田 敏子 但馬(豊健)第176-509 令和2年8月4日 令和8年8月31日 昭和56年8月27日



000028 7000096931 海中苑 669-6101 豊岡市城崎町湯島１３２ 796324522 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社おけしょう鮮魚 代表取締役 桶生 裕介 669-6121 兵庫県豊岡市城崎町湯島１３２ 796324522 但馬(豊健)第190-531 令和3年8月12日 令和9年8月31日 令和3年8月12日
000028 7000096942 赤石屋旅館 669-6101 豊岡市城崎町湯島７８６－１ 796323333 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社赤石屋旅館 代表取締役 西松 伸二 669-6122 兵庫県豊岡市瀬戸１０９０番地 796323333 但馬(豊健)第183-536 平成29年10月23日 令和5年11月30日 昭和61年9月26日
000028 7000096943 森津屋 669-6101 豊岡市城崎町湯島４１７ 796322106 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社森津屋 代表取締役 蜂須賀 貴之 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島４１７ 796322106 但馬(豊健)第183-566 平成30年2月16日 令和6年2月29日 昭和61年12月19日
000028 7000096945 深山楽亭 669-6101 豊岡市城崎町湯島１０１１ 796322432 飲食店営業(3)旅館 一般 深山株式会社 代表取締役 藤田 佳巳 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島１０１１ 796322432 但馬(豊健)第183-503 平成30年4月27日 令和6年5月31日 昭和62年3月13日
000028 7000096953 らん 669-6101 豊岡市城崎町湯島３９９ 796322046 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 南條 泰伸 但馬(豊健)第150-611 令和2年1月31日 令和8年2月28日 昭和62年12月8日
000028 7000096957 沙羅の木 669-6102 豊岡市城崎町桃島１２６３－６ 796324255 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大将 敏彦 但馬(豊健)第150-567 令和2年8月4日 令和8年8月31日 昭和63年8月9日
000028 7000096970 湯都里 669-6101 豊岡市城崎町湯島４３５ 796322757 飲食店営業(4)その他 一般 羽渕 勝子 但馬(豊健)第190-589 令和3年11月16日 令和9年11月30日 令和3年11月16日
000028 7000096972 阿古 669-6101 豊岡市城崎町湯島６９４ 796323673 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 室屋 信子 但馬(豊健)第190-615 令和3年11月30日 令和9年11月30日 令和3年11月30日
000028 7000096976 足軽 669-6103 豊岡市城崎町今津４７７－２ 796323244 飲食店営業(3)旅館 一般 吉田 佐登美 但馬(豊健)第217-507 令和4年5月16日 令和10年5月31日 令和4年5月16日
000028 7000096979 エルベ 669-6101 豊岡市城崎町湯島１１３ 796322818 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木下 哲学 但馬(豊健)第190-598 令和3年11月19日 令和9年11月30日 令和3年11月19日
000028 7000096985 阿古 669-6101 豊岡市城崎町湯島６９４ 796322963 飲食店営業(3)旅館 一般 室屋 信子 但馬(豊健)第183-511 平成29年5月26日 令和5年5月31日 平成3年5月30日
000028 7000096991 炭火串焼ふじ 669-6101 豊岡市城崎町湯島５２４ 796322380 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤田 透 但馬(豊健)第150-569 平成29年8月17日 令和5年8月31日 平成3年8月22日
000028 7000096994 泉山鮮魚店 669-6101 豊岡市城崎町湯島１１２ 796323671 魚介類販売業 一般 家﨑 恭子 但馬(豊健)第178-520 平成29年11月24日 令和5年11月30日 平成3年11月22日
000028 7000097006 川口屋本館 669-6101 豊岡市城崎町湯島２７３　外７筆 796322914 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社　弁天荘 代表取締役 垣谷 泰司 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島２７４ 796322914 但馬(豊健)第183-525 令和1年10月11日 令和7年11月30日 平成4年10月6日
000028 7000097009 形野商店 669-6101 豊岡市城崎町湯島４５６ 796322249 魚介類販売業 一般 形野 毅 但馬(豊健)第178-525 平成30年8月16日 令和6年8月31日 平成4年8月26日
000028 7000097010 スナック綾 669-6101 豊岡市城崎町湯島６６０－５ 796324426 飲食店営業(4)その他 一般 山本 綾乃 但馬(豊健)第150-585 令和1年11月25日 令和7年11月30日 平成4年11月20日
000028 7000097013 お食事処山よし 669-6101 豊岡市城崎町湯島９６ 796323841 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　山よし 代表取締役 脇本 勇助 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島３７９ 796323363 但馬(豊健)第150-612 令和2年1月31日 令和8年2月28日 平成4年12月16日
000028 7000097015 旅館山よし 669-6101 豊岡市城崎町湯島３７９ 796323363 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社　山よし 代表取締役 脇本 勇助 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島３７９ 796323363 但馬(豊健)第183-547 令和2年1月31日 令和8年2月28日 平成4年12月16日
000028 7000097017 チャイナ 669-6101 豊岡市城崎町湯島７８３ 796324122 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮垣 吉秀 但馬(豊健)第150-594 令和2年8月19日 令和8年8月31日 平成5年6月18日
000028 7000097020 月本屋旅館 669-6101 豊岡市城崎町湯島７１０－１ 796323121 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社月本屋 代表取締役 月本 昌哉 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島７１０ 796323121 但馬(豊健)第183-544 令和2年10月26日 令和8年11月30日 平成5年10月7日
000028 7000097023 千年の湯　古まん 669-6101 豊岡市城崎町湯島４８１ 796322331 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社　古まん 代表取締役 日生下 民夫 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島４８１ 796322331 但馬(豊健)第183-582 令和3年1月29日 令和9年2月28日 平成5年12月27日
000028 7000097033 水郷 669-6103 豊岡市城崎町今津６４８ 796322471 飲食店営業(3)旅館 一般 上崎 和彦 但馬(豊健)第217-525 令和3年8月19日 令和9年8月31日 令和3年8月19日
000028 7000097038 一葉 669-6101 豊岡市城崎町湯島１０１６－２ 796323831 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤井 幸雄 但馬(豊健)第190-569 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 7000097039 グランブル－ 669-6101 豊岡市城崎町湯島１０１６－２ 796243088 飲食店営業(4)その他 一般 安井 信也 但馬(豊健)第190-570 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 7000097040 百花 669-6101 豊岡市城崎町湯島１０１６－２ 飲食店営業(4)その他 一般 高島 裕輔 但馬(豊健)第190-588 令和3年11月16日 令和9年11月30日 令和3年11月16日
000028 7000097041 つちや本館 669-6101 豊岡市城崎町湯島字湯の元５７３ 796322045 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社　つちや 代表取締役 山田 希美子 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島５７３ 796322045 但馬(豊健)第217-545 令和4年1月28日 令和10年2月29日 令和4年1月28日
000028 7000097042 旅館白山 669-6103 豊岡市城崎町今津字家ノ下５４８－１他４筆 796323404 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社　旅館白山 代表取締役 花村 郁子 669-6103 兵庫県豊岡市城崎町今津５４８－１ 796323404 但馬(豊健)第217-559 令和4年2月18日 令和10年2月29日 令和4年2月18日
000028 7000097043 里山の四季 669-6103 豊岡市城崎町今津字木ノ下４１９ 796323404 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社　旅館白山 代表取締役 花村 郁子 669-6103 兵庫県豊岡市城崎町今津５４８－１ 796323404 但馬(豊健)第217-558 令和4年2月18日 令和10年2月29日 令和4年2月18日
000028 7000097046 三国屋 669-6101 豊岡市城崎町湯島２２１ 796322414 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社三国屋 代表取締役 田岡 浩典 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島２２１ 796322414 但馬(豊健)第217-501 令和4年4月20日 令和10年5月31日 令和4年4月20日
000028 7000097049 西村屋ホテル招月庭 669-6101 豊岡市城崎町湯島１０１６－２・１０３０ 796323535 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社西村屋 代表取締役 西村 総一郎 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島４６９ 796323535 但馬(豊健)第217-508 令和4年5月18日 令和10年5月31日 令和4年5月18日
000028 7000097053 はせがわ 669-6101 豊岡市城崎町湯島１６８ 796322769 菓子製造業 一般 長谷川 三好 但馬(豊健)第192-509 令和4年8月5日 令和10年8月31日 令和4年8月5日
000028 7000097057 すけ六 669-6101 豊岡市城崎町湯島字柳６６０－４ 796322487 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山内 敏裕 但馬(豊健)第190-568 令和4年8月5日 令和10年8月31日 令和4年8月5日
000028 7000097060 緑風閣 669-6101 豊岡市城崎町湯島１７４ 796322834 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社　緑風 代表取締役 一ノ本 智毅 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島１７４ 796322834 但馬(豊健)第183-572 平成29年2月22日 令和6年2月29日 平成7年12月13日
000028 7000097069 深山楽亭 669-6101 豊岡市城崎町湯島１０１１ 796322855 飲食店営業(3)旅館 一般 深山株式会社 代表取締役 藤田 佳巳 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島１０１１ 796322432 但馬(豊健)第183-541 令和2年8月27日 令和8年8月31日 平成8年8月7日
000028 7000097070 ㈱おけしょう鮮魚 669-6101 豊岡市城崎町湯島１３２ 796324522 魚介類販売業 一般 株式会社おけしょう鮮魚 代表取締役 桶生 裕介 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島１３２ 796324522 但馬(豊健)第178-524 令和2年8月17日 令和8年8月31日 平成8年8月13日
000028 7000097073 ㈱おけしょう鮮魚 669-6101 豊岡市城崎町湯島１３２ 796324522 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社おけしょう鮮魚 代表取締役 桶生 裕介 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島１３２ 796324522 但馬(豊健)第150-631 令和2年11月10日 令和8年11月30日 平成8年10月18日
000028 7000097081 萌阿 669-6101 豊岡市城崎町湯島８３２－１ 796324888 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中尾 頼正 但馬(豊健)第150-517 令和3年5月10日 令和9年5月31日 平成9年4月4日
000028 7000097082 山の家 669-6102 豊岡市城崎町桃島８５－３ 796323661 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社天望苑 代表取締役 柿本 安通 669-6102 兵庫県豊岡市城崎町桃島８５－３ 796323661 但馬(豊健)第190-550 令和3年8月26日 令和9年8月31日 令和3年8月26日
000028 7000097087 茶房　夢屋 669-6101 豊岡市城崎町湯島９０ 796294015 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 四角 美也子 但馬(豊健)第190-547 令和3年8月19日 令和9年8月31日 令和3年8月19日
000028 7000097088 西村屋本館 669-6101 豊岡市城崎町湯島４６９ 796323535 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社西村屋 代表取締役 西村 総一郎 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島４６９ 796322211 但馬(豊健)第217-514 令和3年8月10日 令和9年8月31日 令和3年8月10日
000028 7000097090 株式会社岸本総合商事 669-6101 豊岡市城崎町湯島８６７ 796324054 水産製品製造業 一般 株式会社　岸本総合商事 代表取締役 岸本 伸 668-0052 兵庫県豊岡市九日市下町５３ 796240189 但馬(豊健)第216-519 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 7000097092 ときわ別館 669-6101 豊岡市城崎町湯島１０１３ 796322814 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社常盤 代表取締役 原 良式 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島７８８ 796322814 但馬(豊健)第217-531 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 7000097093 城崎ビール&ダイニング グビガブ 669-6115 豊岡市城崎町来日１２８ 796324595 酒類製造業 一般 有限会社山本屋 代表取締役 高宮 浩之 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島６４３ 796322114 但馬(豊健)第200-501 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 7000097102 こ夢 669-6101 豊岡市城崎町湯島６９１ 796322695 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷垣 妙子 但馬(豊健)第190-501 令和4年4月19日 令和10年5月31日 令和4年4月19日
000028 7000097104 天望苑 669-6102 豊岡市城崎町桃島８５－３ 796323661 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社天望苑 代表取締役 柿本 安通 669-6102 兵庫県豊岡市城崎町桃島８５－３ 796323661 但馬(豊健)第217-509 令和4年5月19日 令和10年5月31日 令和4年5月19日
000028 7000097109 うえむら 669-6101 豊岡市城崎町湯島８８ 796323886 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上村 雅道 但馬(豊健)第190-614 令和4年11月7日 令和10年11月30日 令和4年11月7日
000028 7000097111 垣谷鮮魚店 669-6114 豊岡市城崎町戸島字柿ノ浦１２６－１ 796323464 魚介類販売業 一般 垣谷 昇 但馬(豊健)第214-516 令和5年1月26日 令和11年2月28日 令和5年1月26日
000028 7000097117 山本屋 669-6101 豊岡市城崎町湯島６４３ 796322114 飲食店営業(4)その他 露店 有限会社　山本屋 代表取締役 髙宮 浩之 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島６４３ 796322114 但馬(豊健)第150-509 令和1年5月8日 令和6年5月31日 平成11年5月14日
000028 7000097118 千年の湯　権左衛門 669-6101 豊岡市城崎町湯島字愛宕２８１－２ 796322524 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社古まん 代表取締役 日生下 民夫 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島４８１ 796322331 但馬(豊健)第183-521 平成29年7月26日 令和5年8月31日 平成11年6月14日
000028 7000097120 ぎゃらり－花椿 669-6101 豊岡市城崎町湯島８３１－３ 796324788 喫茶店営業 一般 有限会社つばきの旅館 代表取締役 椿野 仁司 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島７８１ 796322131 但馬(豊健)第151-508 平成29年7月26日 令和5年8月31日 平成11年6月21日
000028 7000097126 温もりの宿　おけ庄 669-6101 豊岡市城崎町湯島２４６ 796322058 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社おけ庄旅館 代表取締役 河原 正之 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島２４６ 796322058 但馬(豊健)第183-535 平成29年10月23日 令和5年11月30日 平成11年11月5日
000028 7000097154 (有)鮮魚てらかわ 669-6101 豊岡市城崎町湯島１１１ 796323415 魚介類販売業 一般 有限会社鮮魚てらかわ 代表取締役 寺川 大紀 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島１１１ 796323415 但馬(豊健)第178-529 平成30年10月29日 令和6年11月30日 平成12年10月23日
000028 7000097159 美食遊楽とみや 669-6101 豊岡市城崎町湯島４４１ 796322703 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 芳賀 明人 但馬(豊健)第150-612 平成30年11月8日 令和6年11月30日 平成12年11月22日
000028 7000097162 小さなお宿芹 669-6102 豊岡市城崎町桃島字桃山澤１２９７－１ 796323368 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社芹 代表取締役 芹澤 正志 669-6102 兵庫県豊岡市城崎町桃島１２９７－１ 796323368 但馬(豊健)第183-562 平成31年1月28日 令和7年2月28日 平成13年2月8日
000028 7000097166 奥城崎シーサイドホテル 669-6201 豊岡市竹野町竹野４ 796470666 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社奥城崎シーサイドホテル 代表取締役 岩井 祐介 669-6201 兵庫県豊岡市竹野町竹野字賀嶋４番地 796470666 但馬(豊健)第217-518 令和4年8月3日 令和10年8月31日 令和4年8月3日
000028 7000097168 きらく 669-6201 豊岡市竹野町竹野７２３ 796471140 飲食店営業(3)旅館 一般 濱岸 三郎 但馬(豊健)第217-536 令和3年11月4日 令和8年11月30日 令和3年11月4日
000028 7000097170 よねだや 669-6201 豊岡市竹野町竹野１４７ 796471058 飲食店営業(3)旅館 一般 米田 一郎 但馬(豊健)第183-515 平成29年7月25日 令和5年8月31日 昭和56年7月10日
000028 7000097171 旅館はやとり 669-6201 豊岡市竹野町竹野３５－１ 796471711 飲食店営業(3)旅館 一般 米田 修 但馬(豊健)第183-550 平成29年11月21日 令和5年11月30日 昭和56年10月1日
000028 7000097173 浜富 669-6201 豊岡市竹野町竹野１５７－３ 796471717 飲食店営業(3)旅館 一般 安部 公子 但馬(豊健)第183-560 平成30年2月8日 令和6年2月29日 昭和57年2月3日
000028 7000097174 ハウス海の子 669-6201 豊岡市竹野町竹野６０３ 796470139 飲食店営業(3)旅館 一般 久畑観光有限会社 代表取締役 久畑 恵子 669-6201 兵庫県豊岡市竹野町竹野６０３ 796470139 但馬(豊健)第183-523 平成30年7月26日 令和6年8月31日 昭和55年8月11日
000028 7000097180 ふじや 669-6201 豊岡市竹野町竹野１５５ 796470298 飲食店営業(3)旅館 一般 但馬(豊健)第183-552 平成30年11月8日 令和5年11月30日 平成12年11月28日
000028 7000097181 いずみ屋 669-6201 豊岡市竹野町竹野８０ 796470392 飲食店営業(3)旅館 一般 竹内 恵美子 但馬(豊健)第183-553 平成30年11月8日 令和5年11月30日 平成12年11月28日
000028 7000097182 木屋 669-6201 豊岡市竹野町竹野３０５ 796470053 飲食店営業(3)旅館 一般 木谷 登美子 但馬(豊健)第183-564 令和2年2月26日 令和8年2月28日 昭和56年2月10日
000028 7000097194 はまや 669-6201 豊岡市竹野町竹野１７外５ 796470028 飲食店営業(3)旅館 一般 下地 照子 但馬(豊健)第183-523 令和2年7月31日 令和8年8月31日 昭和56年8月21日
000028 7000097198 園 669-6201 豊岡市竹野町竹野６３３－２ 796470643 飲食店営業(3)旅館 一般 小川 敏子 但馬(豊健)第183-592 令和3年2月18日 令和9年2月28日 昭和57年2月12日
000028 7000097205 惣助 669-6201 豊岡市竹野町竹野１８４ 796470362 飲食店営業(3)旅館 一般 米田 雅子 但馬(豊健)第183-526 令和2年7月31日 令和8年8月31日 昭和57年8月30日
000028 7000097221 長治郎 669-6201 豊岡市竹野町竹野２８６－１ 796470483 飲食店営業(3)旅館 一般 仲才 久枝 但馬(豊健)第183-515 令和1年8月1日 令和7年8月31日 昭和56年8月24日
000028 7000097225 大栄 669-6201 豊岡市竹野町竹野６５４－１ 796470479 飲食店営業(3)旅館 一般 豊田 博美 但馬(豊健)第183-512 令和1年7月29日 令和7年8月31日 昭和58年8月8日
000028 7000097258 高砂屋 669-6201 豊岡市竹野町竹野４３１ 796470040 菓子製造業 一般 正賀 節雄 但馬(豊健)第152-516 令和1年11月26日 令和7年11月30日 昭和57年9月27日
000028 7000097260 株式会社　但馬中高年者厚生事業団 669-6201 豊岡市竹野町竹野１２１５ 796471410 そうざい製造業 一般 株式会社　但馬中高年者厚生事業団 代表取締役 長岡 紀雄 669-6201 兵庫県豊岡市竹野町竹野１２１５ 796471410 但馬(豊健)第158-518 令和2年2月19日 令和8年2月28日 昭和56年2月6日
000028 7000097262 ㈱但馬中高年者厚生事業団 669-6201 豊岡市竹野町竹野１２１５ 796471410 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社　但馬中高年者厚生事業団 代表取締役 長岡 紀雄 669-6201 兵庫県豊岡市竹野町竹野１２１５ 796471410 但馬(豊健)第168-501 令和3年5月14日 令和9年5月31日 昭和57年5月14日
000028 7000097274 みぞぐち 669-6201 豊岡市竹野町竹野１０１－１ 796470750 飲食店営業(3)旅館 一般 溝口 明美 但馬(豊健)第183-524 令和2年7月31日 令和8年8月31日 昭和59年7月2日
000028 7000097285 かどの 669-6201 豊岡市竹野町竹野１５５６－２ 796470696 飲食店営業(3)旅館 一般 門野 一男 但馬(豊健)第183-542 平成30年8月10日 令和6年8月31日 昭和62年7月31日
000028 7000097286 亀正 669-6201 豊岡市竹野町竹野５－９ 796470214 飲食店営業(3)旅館 一般 浪華 和代 但馬(豊健)第183-530 平成30年8月6日 令和6年8月31日 昭和62年7月10日
000028 7000097287 海路 669-6201 豊岡市竹野町竹野３７４ 796471056 飲食店営業(3)旅館 一般 保正 みゆき 但馬(豊健)第183-527 平成30年7月27日 令和6年8月31日 昭和62年8月17日
000028 7000097288 みつば 669-6201 豊岡市竹野町竹野浜 796471067 飲食店営業(4)その他 露店 仲才 英子 但馬(豊健)第150-558 平成30年7月26日 令和5年8月31日 昭和62年8月28日
000028 7000097289 おかざき 669-6216 豊岡市竹野町切浜１０８３ 796470326 飲食店営業(3)旅館 一般 岡嵜 香代子 但馬(豊健)第183-543 平成30年8月10日 令和6年8月31日 昭和62年7月8日
000028 7000097295 サイド城崎たけの館 669-6201 豊岡市竹野町竹野２４６０－１、２４５９－１ 796470011 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社サイド城崎たけの館 代表取締役 中村 實 669-6201 兵庫県豊岡市竹野町竹野２４６０－１ 796470011 但馬(豊健)第183-507 令和2年5月14日 令和8年5月31日 昭和63年5月23日
000028 7000097296 えのもと屋 669-6201 豊岡市竹野町竹野６４２ 796470774 飲食店営業(3)旅館 一般 榎本 須和子 但馬(豊健)第183-511 令和1年7月29日 令和7年8月31日 昭和63年7月18日
000028 7000097318 シーサイドホテル・ビ－チショップ 669-6201 豊岡市竹野町竹野字賀嶋４ 796470666 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社奥城崎シ－サイドホテル 代表取締役 岩井 祐介 669-6201 兵庫県豊岡市竹野町竹野字賀嶋４ 796470666 但馬(豊健)第150-565 平成30年7月31日 令和5年8月31日 平成2年7月17日
000028 7000097319 福田屋 669-6201 豊岡市竹野町竹野字上町４１６－１ 796470360 飲食店営業(3)旅館 一般 福田 千恵子 但馬(豊健)第217-522 令和3年8月19日 令和9年8月31日 令和3年8月19日
000028 7000097324 伊藤四郎エ門 669-6201 豊岡市竹野町竹野１２０ 796470451 飲食店営業(3)旅館 一般 伊藤 幸子 但馬(豊健)第183-516 平成29年7月25日 令和5年8月31日 平成3年7月30日
000028 7000097343 なにわ 669-6201 豊岡市竹野町竹野７５３－２ 796470791 飲食店営業(3)旅館 一般 浪華 茂美 但馬(豊健)第183-525 令和2年7月31日 令和8年8月31日 平成5年7月23日
000028 7000097344 日の出屋 669-6201 豊岡市竹野町竹野浜 796471060 飲食店営業(4)その他 露店 山田 洋子 但馬(豊健)第150-557 平成30年7月26日 令和5年8月31日 平成5年8月27日
000028 7000097345 北野屋 669-6355 豊岡市竹野町三原５８３ 796480714 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 加悦 富美恵 但馬(豊健)第150-590 令和1年11月26日 令和7年11月30日 平成5年10月19日
000028 7000097350 むらなか 669-6201 豊岡市竹野町竹野６１９ 796471055 飲食店営業(3)旅館 一般 村中 節子 但馬(豊健)第183-513 令和3年5月14日 令和9年5月31日 平成6年4月11日
000028 7000097354 ㈲花房商店 669-6201 豊岡市竹野町竹野２３１ 796470003 醤油製造業 一般 有限会社　花房商店 代表取締役 花房 靖裕 669-6201 兵庫県豊岡市竹野町竹野３７５ 796470003 但馬(豊健)第161-501 令和3年5月14日 令和9年5月31日 平成6年5月17日
000028 7000097358 京しぼり 669-6201 豊岡市竹野町竹野１５１１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡田 京子 但馬(豊健)第190-574 令和3年11月4日 令和9年11月30日 令和3年11月4日
000028 7000097365 旅館たがき 669-6201 豊岡市竹野町竹野１７－８ 796470134 飲食店営業(3)旅館 一般 田垣 博行 但馬(豊健)第217-503 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 7000097367 ちどり別館 669-6201 豊岡市竹野町竹野字下町５０５－３ 796470305 飲食店営業(3)旅館 一般 京極 恭子 但馬(豊健)第217-519 令和4年8月3日 令和10年8月31日 令和4年8月3日
000028 7000097368 Ｓｅａ　Ｐｏｉｎｔ 669-6217 豊岡市竹野町浜須井３－１ 796471074 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡田 宏幸 但馬(豊健)第190-563 令和4年8月3日 令和10年8月31日 令和4年8月3日
000028 7000097369 旅館　後藤 669-6223 豊岡市竹野町芦谷４２－１ 796471537 飲食店営業(3)旅館 一般 後藤 幸子 但馬(豊健)第183-561 平成31年1月23日 令和7年2月28日 平成8年1月11日
000028 7000097373 城崎カンツリークラブ 669-6203 豊岡市竹野町田久日４８４－４ 796282400 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日和山観光株式会社 代表取締役 西松 伸二 669-6122 兵庫県豊岡市瀬戸１０９０ 796282500 但馬(豊健)第150-532 令和2年5月13日 令和8年5月31日 平成8年3月22日
000028 7000097378 かみさき 669-6201 豊岡市竹野町竹野１７－７ 796472768 飲食店営業(3)旅館 一般 上崎 茂晴 但馬(豊健)第183-516 令和1年8月1日 令和7年8月31日 平成8年7月19日
000028 7000097379 ロボタン 669-6201 豊岡市竹野町竹野浜 796470367 飲食店営業(4)その他 露店 仲才 和広 但馬(豊健)第150-559 令和2年7月22日 令和7年8月31日 平成8年8月30日
000028 7000097385 久兵衛 669-6201 豊岡市竹野町竹野３９０－１ 796470128 飲食店営業(3)旅館 一般 鷹野 拓也 但馬(豊健)第217-523 令和3年8月19日 令和9年8月31日 令和3年8月19日
000028 7000097390 ふる里 669-6344 豊岡市竹野町椒８６４ 796480435 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷口 幹博 但馬(豊健)第150-634 令和2年11月10日 令和8年11月30日 平成9年11月11日
000028 7000097392 江んや 669-6201 豊岡市竹野町竹野５０５－１６他３筆 796470155 飲食店営業(3)旅館 一般 塩谷 俊成 但馬(豊健)第217-552 令和4年2月10日 令和10年2月29日 令和4年2月10日
000028 7000097398 旅館かしま 669-6201 豊岡市竹野町竹野４ 796470255 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社賀島観光 代表取締役 門田 師 669-6201 兵庫県豊岡市竹野町竹野４ 796470255 但馬(豊健)第217-520 令和4年8月3日 令和10年8月31日 令和4年8月3日
000028 7000097403 かごしま亭 669-6201 豊岡市竹野町竹野浜 飲食店営業(4)その他 露店 岩本 国広 但馬(豊健)第150-556 平成30年7月26日 令和5年8月31日 平成10年7月10日
000028 7000097418 たまりば 669-6201 豊岡市竹野町竹野竹野浜 飲食店営業(4)その他 露店 後藤 美和 但馬(豊健)第150-542 令和1年7月30日 令和6年8月31日 平成11年6月30日
000028 7000097419 民宿よどや 669-6216 豊岡市竹野町切浜６２１－２ 796471434 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社　よどや 代表取締役 宮崎 卓二 669-6216 兵庫県豊岡市竹野町切浜６２１－２ 796471434 但馬(豊健)第183-518 平成29年7月25日 令和5年8月31日 平成11年8月6日
000028 7000097420 日の出荘 669-6201 豊岡市竹野町竹野３００８ 796470217 飲食店営業(3)旅館 一般 福田 佳世 但馬(豊健)第183-517 平成29年7月25日 令和5年8月31日 平成11年8月6日
000028 7000097423 ぶりぜん 669-6201 豊岡市竹野町竹野４１４ 796470862 魚介類販売業 一般 有限会社ぶりぜん 代表取締役 小林 豊彦 669-6201 兵庫県豊岡市竹野町竹野３９２ 796470862 但馬(豊健)第178-524 平成29年11月28日 令和5年11月30日 平成11年10月20日
000028 7000097425 ぶりぜん 669-6201 豊岡市竹野町竹野４１４ 796470862 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ぶりぜん 代表取締役 小林 豊彦 669-6201 兵庫県豊岡市竹野町竹野３９２ 796470862 但馬(豊健)第150-622 平成29年11月28日 令和5年11月30日 平成11年10月20日
000028 7000097427 民宿よどや 669-6216 豊岡市竹野町切浜６２１－２ 796471434 魚介類販売業 一般 株式会社よどや 代表取締役 宮崎 卓二 669-6216 兵庫県豊岡市竹野町切浜６２１－２ 796471434 但馬(豊健)第178-525 平成29年11月28日 令和5年11月30日 平成11年10月20日
000028 7000097430 ふじわら 669-6216 豊岡市竹野町切浜９６８ 796472321 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社　藤原 代表取締役 藤原 誠 669-6216 兵庫県豊岡市竹野町切浜９６８ 796472321 但馬(豊健)第183-559 平成30年2月8日 令和6年2月29日 平成11年12月2日
000028 7000097432 北野屋 669-6355 豊岡市竹野町三原５８３ 796480714 菓子製造業 一般 加悦 富美恵 但馬(豊健)第152-505 平成30年5月29日 令和6年5月31日 平成12年3月27日
000028 7000097440 きらく別館 669-6201 豊岡市竹野町竹野１６０－１ 796471140 飲食店営業(3)旅館 一般 濱岸 三郎 但馬(豊健)第183-532 平成30年8月6日 令和6年8月31日 平成12年7月21日
000028 7000097442 みやもと 669-6201 豊岡市竹野町竹野１６３４－９ 796470410 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮本 君江 但馬(豊健)第150-599 平成30年8月28日 令和6年8月31日 平成12年7月26日
000028 7000097444 「山の季」きゃら 669-6344 豊岡市竹野町椒字堀１８８３ 796480505 飲食店営業(3)旅館 一般 中瀬 弘朗 但馬(豊健)第183-551 平成30年11月8日 令和6年11月30日 平成12年10月11日
000028 7000097445 よしみ 669-6201 豊岡市竹野町竹野３００９－２ 796471085 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉野 道代 但馬(豊健)第150-610 平成30年11月8日 令和6年11月30日 平成12年10月30日



000028 7000097446 岡本屋 669-6216 豊岡市竹野町切浜字濱頭１００９ 796470301 飲食店営業(3)旅館 一般 岡本 静子 但馬(豊健)第183-554 平成30年11月8日 令和6年11月30日 平成12年10月31日
000028 7000097461 かめや 669-6431 美方郡香美町香住区浦上１１３６－６ 796370733 飲食店営業(3)旅館 一般 藤原 俊明 但馬(豊健)第183-539 平成29年11月6日 令和5年11月30日 昭和54年11月29日
000028 7000097464 笹屋 669-6564 美方郡香美町香住区下浜６５７－１ 796361373 飲食店営業(3)旅館 一般 笹田 冨士光 但馬(豊健)第217-534 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 7000097466 みつや 669-6402 美方郡香美町香住区訓谷８４ 796380125 飲食店営業(3)旅館 一般 亀村 真由美 但馬(豊健)第183-572 令和3年1月26日 令和9年2月28日 昭和55年2月20日
000028 7000097468 松島屋別館 669-6564 美方郡香美町香住区下浜６６９－１０ 796361082 飲食店営業(3)旅館 一般 三田 弘一 但馬(豊健)第183-504 平成30年5月9日 令和6年5月31日 昭和55年5月28日
000028 7000097470 ㈱今子浦臨海センタ－臨海荘 669-6541 美方郡香美町香住区境６６１－１ 796360761 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社今子浦臨海センター 代表取締役 駒居 誠治 669-6541 兵庫県美方郡香美町香住区境６６１－１ 796360761 但馬(豊健)第183-533 平成30年8月8日 令和6年8月31日 昭和55年8月13日
000028 7000097471 まるみや荘 669-6403 美方郡香美町香住区安木１５０６ 796380107 飲食店営業(3)旅館 一般 宮下 克己 但馬(豊健)第183-538 平成30年8月8日 令和6年8月31日 昭和55年8月18日
000028 7000097472 海幸 669-6433 美方郡香美町香住区沖浦１１３１－２ 796370054 飲食店営業(3)旅館 一般 入江 美都子 但馬(豊健)第183-534 平成30年8月8日 令和6年8月31日 昭和57年8月7日
000028 7000097474 石安屋 669-6564 美方郡香美町香住区下浜６６５－２ 796361628 飲食店営業(3)旅館 一般 石田 吉光 但馬(豊健)第183-516 平成30年7月25日 令和6年8月31日 昭和57年7月21日
000028 7000097475 旭屋 669-6431 美方郡香美町香住区浦上１２３０ 796370452 飲食店営業(3)旅館 一般 藤原 浩司 但馬(豊健)第183-525 平成30年7月27日 令和6年8月31日 昭和57年7月23日
000028 7000097476 吉半 669-6546 美方郡香美町香住区七日市字東稲葉２５２，２５４ 796361448 飲食店営業(3)旅館 一般 吉田 はな 但馬(豊健)第183-528 令和1年10月25日 令和7年11月30日 昭和57年10月8日
000028 7000097477 木船 669-6402 美方郡香美町香住区訓谷３８３－１ 796380416 飲食店営業(3)旅館 一般 山下 範子 但馬(豊健)第183-566 平成31年2月20日 令和7年2月28日 昭和53年1月26日
000028 7000097485 三浦屋 669-6563 美方郡香美町香住区矢田９４５－１ 796361091 飲食店営業(3)旅館 一般 三浦 寛司 但馬(豊健)第183-521 令和2年7月31日 令和8年8月31日 昭和56年8月24日
000028 7000097486 うえ庄 669-6546 美方郡香美町香住区七日市５６－３ 796360696 飲食店営業(3)旅館 一般 上田 勝信 但馬(豊健)第183-522 令和2年7月31日 令和8年8月31日 昭和56年8月25日
000028 7000097488 やまや 669-6564 美方郡香美町香住区下浜６５３－１０、６５３－１８ 796361377 飲食店営業(3)旅館 一般 山下 徹 但馬(豊健)第183-529 令和2年8月4日 令和8年8月31日 昭和56年8月24日
000028 7000097497 たかはしや 669-6431 美方郡香美町香住区浦上２４５，２４６，２４７ 796370713 飲食店営業(3)旅館 一般 高橋 二三子 但馬(豊健)第183-556 令和2年2月5日 令和8年2月28日 昭和57年2月26日
000028 7000097501 𠀋助 669-6546 美方郡香美町香住区七日市２５５ 796361476 飲食店営業(3)旅館 一般 名須 正行 但馬(豊健)第183-502 令和3年4月27日 令和9年5月31日 昭和57年5月20日
000028 7000097502 くらはし 669-6546 美方郡香美町香住区七日市字東稲葉２４６ 796361491 飲食店営業(3)旅館 一般 倉橋 易 但馬(豊健)第183-503 令和3年4月27日 令和9年5月31日 昭和57年5月27日
000028 7000097504 廣島屋 669-6564 美方郡香美町香住区下浜８６１ 796360555 飲食店営業(3)旅館 一般 谷本 祥恵 但馬(豊健)第217-516 令和3年8月11日 令和9年8月31日 令和3年8月11日
000028 7000097513 三輪観光 669-6541 美方郡香美町香住区境８９０ 796360854 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社　三輪観光 代表取締役 三輪 典志 669-6541 兵庫県美方郡香美町香住区境８９０ 796360854 但馬(豊健)第217-519 令和3年8月24日 令和9年8月31日 令和3年8月24日
000028 7000097515 太平 669-6564 美方郡香美町香住区下浜字オカザキ２８８ 796361637 飲食店営業(3)旅館 一般 中村 貞夫 但馬(豊健)第217-515 令和3年8月11日 令和9年8月31日 令和3年8月11日
000028 7000097516 力餅 669-6563 美方郡香美町香住区矢田５９－１ 796362721 飲食店営業(3)旅館 一般 仕名野 卓也 但馬(豊健)第217-517 令和3年8月11日 令和9年8月31日 令和3年8月11日
000028 7000097521 石田屋 669-6544 美方郡香美町香住区香住１２６５－５１２６５－６ 796360891 飲食店営業(3)旅館 一般 石田 富子 但馬(豊健)第217-560 令和4年2月25日 令和10年2月29日 令和4年2月25日
000028 7000097522 岡五 669-6544 美方郡香美町香住区香住１２３１－１他２筆 796360099 飲食店営業(3)旅館 一般 岡田 政儀 但馬(豊健)第217-549 令和4年2月4日 令和10年2月29日 令和4年2月4日
000028 7000097529 中村屋 669-6564 美方郡香美町香住区下浜９３１ 796361657 飲食店営業(3)旅館 一般 中村 一幸 但馬(豊健)第183-513 平成30年5月18日 令和6年5月31日 昭和55年5月22日
000028 7000097530 たにわ 669-6563 美方郡香美町香住区矢田９４７ 796362268 飲食店営業(3)旅館 一般 谷原 栄次 但馬(豊健)第183-520 平成30年7月25日 令和6年8月31日 昭和55年8月30日
000028 7000097531 四郎左衛門 669-6402 美方郡香美町香住区訓谷７２ 796380334 飲食店営業(3)旅館 一般 沼田 行弘 但馬(豊健)第183-536 平成30年8月8日 令和6年8月31日 昭和55年8月18日
000028 7000097533 ひさご 669-6404 美方郡香美町香住区相谷８０ 796380363 飲食店営業(3)旅館 一般 沼田 憲彦 但馬(豊健)第183-549 平成30年8月24日 令和6年8月31日 昭和55年8月18日
000028 7000097539 對馬 669-6564 美方郡香美町香住区下浜６６０－３ 796361856 飲食店営業(3)旅館 一般 関 厚司 但馬(豊健)第183-510 令和2年5月14日 令和8年5月31日 昭和56年5月28日
000028 7000097551 彦四郎 669-6404 美方郡香美町香住区相谷９７ 796380172 飲食店営業(3)旅館 一般 田中 初美 但馬(豊健)第183-508 令和3年4月30日 令和9年5月31日 昭和57年5月26日
000028 7000097562 松島屋 669-6564 美方郡香美町香住区下浜１３３６ 796360290 飲食店営業(4)その他 露店 三田 弘一 但馬(豊健)第150-554 平成30年7月20日 令和5年8月31日 昭和58年8月5日
000028 7000097565 県立香住高校食堂 669-6563 美方郡香美町香住区矢田４０－１ 796361181 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 仕名野 卓也 但馬(豊健)第190-548 令和4年5月23日 令和10年5月31日 令和4年5月23日
000028 7000097566 花駒訓谷店 669-6402 美方郡香美町香住区訓谷１４２－２ 796380951 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 花登 誠 但馬(豊健)第190-511 令和5年4月24日 令和11年5月31日 令和5年4月24日
000028 7000097567 楽園 669-6546 美方郡香美町香住区七日市３１－３ 796360211 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤井 清吾 但馬(豊健)第150-538 平成29年7月18日 令和5年8月31日 昭和56年6月27日
000028 7000097568 幸楽 669-6546 美方郡香美町香住区七日市３１ 796360689 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤井 一 但馬(豊健)第190-544 令和4年5月18日 令和10年5月31日 令和4年5月18日
000028 7000097569 てんてん 669-6544 美方郡香美町香住区香住１４６３－１ 796362643 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 英雄 但馬(豊健)第150-518 平成30年5月9日 令和6年5月31日 昭和57年4月13日
000028 7000097571 プライベートケント 669-6544 美方郡香美町香住区香住８３－１ 796360911 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 仲村 憲人 但馬(豊健)第150-519 平成30年5月9日 令和6年5月31日 昭和57年5月17日
000028 7000097573 茶茶 669-6546 美方郡香美町香住区七日市１４ 796360236 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 勝 但馬(豊健)第150-632 令和2年11月10日 令和7年11月30日 平成12年11月14日
000028 7000097577 珈琲専科バク 669-6544 美方郡香美町香住区香住８０４－２ 796362859 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 勝 但馬(豊健)第150-540 令和2年5月18日 令和8年5月31日 昭和56年5月28日
000028 7000097581 マリン 669-6546 美方郡香美町香住区七日市４０－１ 796360701 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福嶋 砂子 但馬(豊健)第150-560 令和2年7月30日 令和8年8月31日 昭和56年8月21日
000028 7000097582 ポプラ 669-6546 美方郡香美町香住区七日市４０３－１ 796360252 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 柴﨑 憲二 但馬(豊健)第190-503 令和3年7月29日 令和8年8月31日 令和3年7月29日
000028 7000097585 入船食堂 669-6546 美方郡香美町香住区七日市１４ 796361468 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松森 巧 但馬(豊健)第190-571 令和3年10月28日 令和8年11月30日 令和3年10月28日
000028 7000097604 有限会社マルニ竹内商店 669-6544 美方郡香美町香住区香住１８４３ 796360014 そうざい製造業 一般 有限会社マルニ竹内商店 代表取締役 竹内 隆弘 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１８４３ 796360561 但馬(豊健)第158-513 平成29年11月22日 令和5年11月30日 昭和54年11月29日
000028 7000097605 谷本水産 669-6544 美方郡香美町香住区香住９１５－１ 796360103 そうざい製造業 一般 有限会社谷本水産 代表取締役 谷本 豊臣 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住７００－３ 796360253 但馬(豊健)第158-521 平成30年1月25日 令和6年2月29日 昭和55年2月29日
000028 7000097607 丸松西上商店 669-6543 美方郡香美町香住区若松墓の下５６３ 796360533 そうざい製造業 一般 有限会社丸松西上商店 代表取締役 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松６９１－４１ 796360533 但馬(豊健)第158-504 平成30年5月9日 令和6年5月31日 昭和55年5月28日
000028 7000097609 ㈲中粂商店 669-6543 美方郡香美町香住区若松６９１－９ 796360091 そうざい製造業 一般 有限会社中粂商店 代表取締役 中嶋 章博 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松６２０－１１ 796360024 但馬(豊健)第158-503 平成30年5月9日 令和6年5月31日 昭和55年5月28日
000028 7000097611 ㈲北由商店 669-6543 美方郡香美町香住区若松６９１－３ 796360204 そうざい製造業 一般 有限会社北由商店 代表取締役 北村 栄康 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松６９１－３ 796360204 但馬(豊健)第158-502 平成30年5月9日 令和6年5月31日 昭和55年5月22日
000028 7000097615 ㈲鎌清商店　七日市工場 669-6546 美方郡香美町香住区七日市浜頭３０２ 796361642 そうざい製造業 一般 有限会社鎌清商店 代表取締役 鎌田 保志 669-6546 兵庫県美方郡香美町香住区七日市３０２ 796361642 但馬(豊健)第158-508 平成30年5月9日 令和6年5月31日 昭和55年5月28日
000028 7000097616 （株）長一商店 669-6542 美方郡香美町香住区一日市１７２ 796360047 そうざい製造業 一般 株式会社長一商店 代表取締役 長 一仁 669-6542 兵庫県美方郡香美町香住区一日市１７２ 796360047 但馬(豊健)第158-509 平成30年5月17日 令和6年5月31日 昭和55年5月26日
000028 7000097620 マルヤ水産㈱ 669-6544 美方郡香美町香住区香住１８０９ 796362781 そうざい製造業 一般 マルヤ水産株式会社 代表取締役 長谷川 雄一 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１８０９ 796362781 但馬(豊健)第158-506 平成30年5月9日 令和6年5月31日 昭和55年5月28日
000028 7000097626 駒徳商店 669-6543 美方郡香美町香住区若松５２４ 796361128 そうざい製造業 一般 有限会社駒徳商店 代表取締役 駒居 繁幸 669-6542 兵庫県美方郡香美町香住区一日市１５４ 796361128 但馬(豊健)第158-502 平成31年4月23日 令和6年5月31日 昭和56年5月28日
000028 7000097628 株式会社ヤマヨシ 669-6432 美方郡香美町香住区上計山下１１５７－３４ 796370333 そうざい製造業 一般 株式会社ヤマヨシ 代表取締役 山本 卓也 669-6432 兵庫県美方郡香美町香住区上計１１５７ 796370331 但馬(豊健)第158-515 令和2年10月30日 令和8年11月30日 昭和56年11月24日
000028 7000097629 八長 669-6542 美方郡香美町香住区一日市１２９－２１ 796363571 そうざい製造業 一般 第八長栄有限会社 代表取締役 山脇 重信 669-6542 兵庫県美方郡香美町香住区一日市２５５ 796360478 但馬(豊健)第158-513 令和1年11月8日 令和7年11月30日 昭和58年11月17日
000028 7000097651 香住水産加工業協同組合 669-6544 美方郡香美町香住区香住１８５４ 796361103 魚介類せり売営業 一般 香住水産加工業協同組合 代表理事組合長 長 一仁 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１８５４ 796361103 但馬(豊健)第179-505 平成30年1月25日 令和6年2月29日 昭和55年2月20日
000028 7000097655 但馬漁業協同組合　本所　荷捌所 669-6542 美方郡香美町香住区一日市１９８－８香住区若松７５１－１　　地先 796361331 魚介類せり売営業 一般 但馬漁業協同組合 代表理事組合長 村瀬 晴好 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松７４７ 796361331 但馬(豊健)第179-503 平成29年11月28日 令和5年11月30日 昭和54年11月26日
000028 7000097658 製氷貯氷庫 669-6543 美方郡香美町香住区若松７４７ 796361331 氷雪製造業 一般 但馬漁業協同組合 代表理事組合長 村瀬 晴好 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松７４７ 796361331 但馬(豊健)第156-501 平成30年7月27日 令和6年8月31日 昭和55年8月30日
000028 7000097661 有限会社上駒商店 669-6543 美方郡香美町香住区若松４４－２ 796360240 魚介類販売業 一般 有限会社上駒商店 代表取締役 上田 康雅 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松６２０－８ 796360240 但馬(豊健)第214-519 令和5年2月7日 令和10年2月29日 令和5年2月7日
000028 7000097667 伊藤市四郎商店 669-6543 美方郡香美町香住区若松７１１－１１ 796360752 魚介類販売業 一般 伊藤 祐市 但馬(豊健)第178-522 令和2年8月11日 令和7年8月31日 昭和55年8月30日
000028 7000097668 フ－ドセンタ－ともだ 669-6433 美方郡香美町香住区沖浦１０５４ 796370005 魚介類販売業 一般 友田 隆夫 但馬(豊健)第214-520 令和5年2月7日 令和10年2月29日 令和5年2月7日
000028 7000097669 山伝商店 669-6433 美方郡香美町香住区沖浦１０６４ 796370300 魚介類販売業 一般 山本 晃明 但馬(豊健)第178-502 令和2年4月21日 令和8年5月31日 昭和56年5月22日
000028 7000097684 山伝商店 669-6433 美方郡香美町香住区沖浦１０６４ 796370300 食肉販売業 一般 山本 晃明 但馬(豊健)第176-501 令和2年4月21日 令和8年5月31日 昭和56年5月22日
000028 7000097686 有限会社尾崎精肉店 669-6543 美方郡香美町香住区若松７４４－１６ 796362929 食肉販売業 一般 有限会社尾崎精肉店 代表取締役 尾崎 寿久 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松７４４－１６ 796362929 但馬(豊健)第176-533 平成31年2月20日 令和6年2月29日 昭和58年2月23日
000028 7000097693 喫茶　亜珈里 669-6431 美方郡香美町香住区浦上１２４５ 796370813 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 睦子 但馬(豊健)第190-617 令和4年1月17日 令和10年2月29日 令和4年1月17日
000028 7000097695 ニュ－神田屋 669-6431 美方郡香美町香住区浦上字川東１１７５－１他３筆 796370750 飲食店営業(3)旅館 一般 神田 てる子 但馬(豊健)第217-556 令和4年2月10日 令和10年2月29日 令和4年2月10日
000028 7000097708 モリタ食品株式会社 669-6541 美方郡香美町香住区境１１１１－９ 796362312 そうざい製造業 一般 モリタ食品株式会社 代表取締役 森 利秋 669-6541 兵庫県美方郡香美町香住区境１１１１ 796362312 但馬(豊健)第158-506 平成29年5月12日 令和5年5月31日 昭和61年3月21日
000028 7000097713 はまかぜ荘 669-6564 美方郡香美町香住区下浜８６６ 796360773 飲食店営業(3)旅館 一般 宿院 寿彦 但馬(豊健)第217-503 令和5年4月24日 令和11年5月31日 令和5年4月24日
000028 7000097718 双葉荘 669-6541 美方郡香美町香住区境６２７－１ 796360848 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田嶋 常雄 但馬(豊健)第150-577 平成29年8月22日 令和5年8月31日 昭和61年7月23日
000028 7000097720 中川商店 669-6401 美方郡香美町香住区無南垣１９４－５ 796380031 菓子製造業 一般 中川 久夫 但馬(豊健)第152-508 平成29年8月7日 令和5年8月31日 昭和61年8月28日
000028 7000097721 (有)中松商店 669-6544 美方郡香美町香住区香住１７４３ 796360645 そうざい製造業 一般 有限会社中松商店 代表取締役 中村 勉 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１７３２ 796360645 但馬(豊健)第158-512 平成29年11月22日 令和5年11月30日 昭和61年9月11日
000028 7000097723 株式会社ハマダセイ　センター工場 669-6541 美方郡香美町香住区境１１２４ 796360668 そうざい製造業 一般 株式会社ハマダセイ 代表取締役 島﨑 誠 669-6541 兵庫県美方郡香美町香住区境１１２４ 796360668 但馬(豊健)第158-515 平成29年11月24日 令和5年11月30日 昭和61年11月14日
000028 7000097725 駒徳商店 669-6543 美方郡香美町香住区若松５２４ 796361128 水産製品製造業 一般 有限会社駒徳商店 代表取締役 駒居 繁幸 669-6542 兵庫県美方郡香美町香住区一日市１５４ 796361128 但馬(豊健)第216-516 令和5年2月20日 令和10年2月29日 令和5年2月20日
000028 7000097726 株式会社丸共食品 669-6543 美方郡香美町香住区若松５２６ 796360631 かん詰又はびん詰食品製造業 一般 株式会社丸共食品 代表取締役 長谷川 雄一 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松５２６ 796360631 但馬(豊健)第167-502 平成30年1月25日 令和6年2月29日 昭和61年12月19日
000028 7000097727 株式会社ハマダセイ 669-6541 美方郡香美町香住区境１１２４ 796360668 かん詰又はびん詰食品製造業 一般 株式会社ハマダセイ 代表取締役 島﨑 誠 669-6541 兵庫県美方郡香美町香住区境１１２４ 796360668 但馬(豊健)第167-501 平成30年1月25日 令和6年2月29日 昭和61年12月24日
000028 7000097728 ㈲マルニ竹内商店 669-6544 美方郡香美町香住区香住１４７２ 796360561 魚介類販売業 一般 有限会社マルニ竹内商店 代表取締役 竹内 隆弘 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１８４３ 796360561 但馬(豊健)第178-530 平成30年1月18日 令和6年2月29日 昭和62年1月23日
000028 7000097739 与平治 669-6402 美方郡香美町香住区訓谷５６４ 796380108 飲食店営業(3)旅館 一般 沼田 正悦 但馬(豊健)第183-537 平成30年8月8日 令和6年8月31日 昭和62年8月15日
000028 7000097742 山本商店 669-6433 美方郡香美町香住区沖浦９７５－１０ 796370107 魚介類販売業 一般 山本 邦夫 但馬(豊健)第214-507 令和3年10月29日 令和8年11月30日 令和3年10月29日
000028 7000097746 浜乃屋 669-6564 美方郡香美町香住区下浜２９４ 796360765 飲食店営業(3)旅館 一般 濵上 利男 但馬(豊健)第183-532 令和1年11月8日 令和7年11月30日 昭和62年11月30日
000028 7000097749 民宿　みはら 669-6402 美方郡香美町香住区訓谷２６８－４ 796380314 飲食店営業(3)旅館 一般 三原 豊 但馬(豊健)第183-567 平成31年2月20日 令和7年2月28日 昭和62年12月8日
000028 7000097753 はまや 669-6546 美方郡香美町香住区七日市２３４ 796361470 飲食店営業(3)旅館 一般 浜上 三重 但馬(豊健)第183-557 令和2年2月5日 令和8年2月28日 昭和62年12月23日
000028 7000097765 カネマツ商店 669-6433 美方郡香美町香住区沖浦１１１５ 796370019 水産製品製造業 一般 松井 伸輔 但馬(豊健)第216-503 令和3年8月11日 令和8年8月31日 令和3年8月11日
000028 7000097767 ピエロ 669-6543 美方郡香美町香住区若松７１１－９ 796363441 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松井 眞一郎 但馬(豊健)第150-575 令和2年8月11日 令和8年8月31日 昭和63年7月13日
000028 7000097770 有限会社藏林商店 669-6543 美方郡香美町香住区若松５２５ 796360318 そうざい製造業 一般 有限会社藏林商店 代表取締役 藏野 弘之 669-6542 兵庫県美方郡香美町香住区一日市２６０－１ 796360059 但馬(豊健)第158-513 令和2年8月26日 令和8年8月31日 昭和63年7月29日
000028 7000097772 株式会社丸近 669-6544 美方郡香美町香住区香住５ 796361338 そうざい製造業 一般 株式会社丸近 代表取締役 上垣 重幸 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住３ 796361338 但馬(豊健)第158-512 令和2年8月26日 令和8年8月31日 昭和63年8月9日
000028 7000097777 有限会社　鎌清商店境工場 669-6541 美方郡香美町香住区境浜頭１１２２－４ 796363418 そうざい製造業 一般 有限会社鎌清商店 代表取締役 鎌田 保志 669-6546 兵庫県美方郡香美町香住区七日市３０２ 796361642 但馬(豊健)第158-511 令和2年8月19日 令和8年8月31日 昭和63年8月31日
000028 7000097782 川戸屋 669-6671 美方郡香美町香住区余部１７３３－１ 796340315 飲食店営業(3)旅館 一般 藤原 實 但馬(豊健)第183-520 令和2年7月31日 令和8年8月31日 昭和63年8月24日
000028 7000097791 喫茶スナック浜 669-6402 美方郡香美町香住区訓谷１４７－４ 796380206 飲食店営業(4)その他 一般 山下 和子 但馬(豊健)第150-515 令和3年4月30日 令和9年5月31日 平成1年4月26日
000028 7000097792 マルヨ食品株式会社 669-6544 美方郡香美町香住区香住１２３４ 796360215 水産製品製造業 一般 マルヨ食品株式会社 代表取締役 中村 善則 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１２３４ 796360215 但馬(豊健)第216-508 令和3年8月30日 令和9年8月31日 令和3年8月30日
000028 7000097793 マルヨ食品株式会社 669-6544 美方郡香美町香住区香住１２３４ 796360215 そうざい製造業 一般 マルヨ食品株式会社 代表取締役 中村 善則 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１２３４ 796360215 但馬(豊健)第195-503 令和3年8月30日 令和9年8月31日 令和3年8月30日
000028 7000097797 たちばな 000-0000 香住区今子浦ﾌｧﾐﾘｰｷｬﾝﾌﾟ場 796362650 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 橘 秀夫 但馬(豊健)第190-541 令和3年8月18日 令和8年8月31日 令和3年8月18日
000028 7000097802 マルエイ 669-6432 美方郡香美町香住区上計２５０－１ 796370543 魚介類販売業 一般 寺川 秀男 但馬(豊健)第178-522 平成29年11月28日 令和5年11月30日 平成1年11月10日
000028 7000097803 マルエイ 669-6432 美方郡香美町香住区上計２５０－１ 796370543 そうざい製造業 一般 寺川 秀男 但馬(豊健)第158-518 平成29年11月28日 令和5年11月30日 平成1年11月10日
000028 7000097805 あさひや 669-6402 美方郡香美町香住区訓谷141-8、141-9 796380255 飲食店営業(3)旅館 一般 原 弘一 但馬(豊健)第183-571 令和3年1月26日 令和9年2月28日 平成1年12月18日
000028 7000097807 株式会社ヤマイチ 669-6546 美方郡香美町香住区七日市１８０－３ 796360306 魚介類販売業 一般 株式会社ヤマイチ 代表取締役 山本 孝太 669-6546 兵庫県美方郡香美町香住区七日市１８０－３ 796360306 但馬(豊健)第214-513 令和4年2月9日 令和10年2月29日 令和4年2月9日
000028 7000097816 タナヤ水産株式会社 669-6542 美方郡香美町香住区一日市３８９ 796360474 魚介類販売業 一般 タナヤ水産株式会社 代表取締役 田中 一行 669-6542 兵庫県美方郡香美町香住区一日市３８９ 796360474 但馬(豊健)第214-501 令和5年4月24日 令和10年5月31日 令和5年4月24日
000028 7000097829 山本商店直売店 669-6433 美方郡香美町香住区沖浦９１１－８ 796370077 魚介類販売業 一般 山本 邦夫 但馬(豊健)第214-512 令和4年10月19日 令和10年11月30日 令和4年10月19日
000028 7000097834 民宿いしだ 669-6544 美方郡香美町香住区香住804-8、805-8 飲食店営業(3)旅館 一般 石田 康夫 但馬(豊健)第217-557 令和5年2月6日 令和11年2月28日 令和5年2月6日
000028 7000097844 よしだ屋 669-6546 美方郡香美町香住区七日市４４ 796360930 飲食店営業(3)旅館 一般 吉田 和志 但馬(豊健)第183-523 平成29年7月31日 令和5年8月31日 平成3年6月28日
000028 7000097849 応挙前 669-6545 美方郡香美町香住区森６５６ 796361758 飲食店営業(3)旅館 一般 岡 航大 但馬(豊健)第183-527 平成29年8月7日 令和5年8月31日 平成3年8月30日
000028 7000097850 マルカツ水産株式会社 669-6542 美方郡香美町香住区一日市３７７－２ 796380870 魚介類販売業 一般 マルカツ水産株式会社 代表取締役 谷口 真砂 669-6424 兵庫県美方郡香美町香住区隼人４－２ 796380870 但馬(豊健)第178-515 平成29年11月17日 令和5年11月30日 平成3年9月9日
000028 7000097862 大野屋 669-6431 美方郡香美町香住区浦上１２６１－２ 796370955 飲食店営業(3)旅館 一般 柴田 隆男 但馬(豊健)第183-538 平成29年11月6日 令和5年11月30日 平成3年11月21日
000028 7000097863 ㈱ヤマヨシ 669-6432 美方郡香美町香住区上計１１５７ 796370331 そうざい製造業 一般 株式会社ヤマヨシ 代表取締役 山本 卓也 669-6432 兵庫県美方郡香美町香住区上計１１５７ 796370331 但馬(豊健)第158-517 平成29年11月28日 令和5年11月30日 平成3年11月27日
000028 7000097865 ㈲谷本水産 669-6544 美方郡香美町香住区香住９１５－１ 796360103 魚介類販売業 一般 有限会社谷本水産 代表取締役 谷本 豊臣 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住７００－３ 796360253 但馬(豊健)第178-517 平成29年11月22日 令和5年11月30日 平成3年11月28日
000028 7000097866 大黒屋別館 669-6564 美方郡香美町香住区下浜８９６ 796360779 飲食店営業(3)旅館 一般 濵上 勇人 但馬(豊健)第183-559 令和2年2月5日 令和7年2月28日 平成3年12月11日
000028 7000097896 ㈲マツエイ 669-6432 美方郡香美町香住区上計１１５７ 796370630 そうざい製造業 一般 有限会社マツエイ 代表取締役 寺川 明秀 669-6432 兵庫県美方郡香美町香住区上計１１５２ 但馬(豊健)第158-512 令和1年11月8日 令和7年11月30日 平成4年9月21日
000028 7000097904 味さい 669-6544 美方郡香美町香住区香住８５８－１ 796360120 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社 味さい 代表取締役 秋山 四郎 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住８５８ 796360120 但馬(豊健)第150-660 平成31年2月20日 令和7年2月28日 平成4年12月8日
000028 7000097906 味さい 669-6544 美方郡香美町香住区香住８５８－１ 796360120 そうざい製造業 一般 有限会社 味さい 代表取締役 秋山 四郎 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住８５８ 796360120 但馬(豊健)第158-518 平成31年2月20日 令和7年2月28日 平成4年12月16日
000028 7000097907 汐騒 669-6563 美方郡香美町香住区矢田１４２－４ 796362963 飲食店営業(3)旅館 一般 上田 良作 但馬(豊健)第183-558 令和2年2月5日 令和8年2月28日 平成5年2月4日
000028 7000097908 たかのす 669-6671 美方郡香美町香住区余部１３９７ 796340230 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡本 和幸 但馬(豊健)第150-617 令和2年2月14日 令和8年2月28日 平成5年2月12日
000028 7000097911 北村商店 669-6544 美方郡香美町香住区香住１４８８－１ 796361873 そうざい製造業 一般 北村 豊一 但馬(豊健)第158-501 令和3年4月27日 令和8年5月31日 平成5年3月2日
000028 7000097915 巽 669-6402 美方郡香美町香住区訓谷３０１他６筆 796380008 飲食店営業(3)旅館 一般 滝本 恵子 但馬(豊健)第183-511 令和2年5月18日 令和8年5月31日 平成5年4月16日
000028 7000097918 源助 669-6402 美方郡香美町香住区訓谷４１８ 796380775 飲食店営業(3)旅館 一般 茨 幸子 但馬(豊健)第183-503 平成31年4月19日 令和7年5月31日 平成5年5月21日
000028 7000097919 居酒屋ひょうたん 669-6546 美方郡香美町香住区七日市３４０－１ 796364047 飲食店営業(4)その他 一般 西本 達美 但馬(豊健)第150-539 令和1年7月26日 令和7年8月31日 平成5年6月2日



000028 7000097920 大吉 669-6563 美方郡香美町香住区矢田９３４ 796362284 飲食店営業(3)旅館 一般 谷脇 一正 但馬(豊健)第183-531 令和2年8月6日 令和8年8月31日 平成5年6月14日
000028 7000097927 旅館　丸世井 669-6544 美方郡香美町香住区香住３１－１ 796360028 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社香住観光旅館丸世井 代表取締役 清水 浩仁 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住３１－１ 796360028 但馬(豊健)第183-551 令和2年11月10日 令和8年11月30日 平成5年9月30日
000028 7000097930 あきやま 669-6546 美方郡香美町香住区七日市２０８－１ 796360537 飲食店営業(3)旅館 一般 秋山 清志 但馬(豊健)第183-560 令和2年11月12日 令和8年11月30日 平成5年10月21日
000028 7000097931 遊魚館 669-6543 美方郡香美町香住区若松７４８ 796361331 魚介類販売業 一般 但馬漁業協同組合 代表理事組合長 村瀬 晴好 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松７４７ 796361331 但馬(豊健)第178-546 令和2年11月10日 令和8年11月30日 平成5年10月22日
000028 7000097934 かに一番館 669-6433 美方郡香美町香住区沖浦９１１－６ 796370989 魚介類販売業 一般 但馬漁業協同組合 代表理事組合長 村瀬 晴好 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松７４７ 796361331 但馬(豊健)第178-547 令和2年11月10日 令和8年11月30日 平成5年11月4日
000028 7000097935 旅館さだ助 669-6564 美方郡香美町香住区下浜６３４ 796360772 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社Ｓａｉｋａ 代表取締役 松下 弘行 669-6564 兵庫県美方郡香美町香住区下浜６３４ 796360772 但馬(豊健)第183-552 令和2年11月10日 令和8年11月30日 平成5年11月5日
000028 7000097940 山本商店 669-6541 美方郡香美町香住区境１１１４－１ 796364577 魚介類販売業 一般 山本 邦夫 但馬(豊健)第178-536 令和2年10月28日 令和8年11月30日 平成5年11月9日
000028 7000097955 やすぎや 669-6403 美方郡香美町香住区安木２１５－１ 796380087 飲食店営業(3)旅館 一般 足立 逸子 但馬(豊健)第183-530 令和1年10月28日 令和7年11月30日 平成5年11月22日
000028 7000097961 松岡食料品店 669-6542 美方郡香美町香住区一日市３６６ 796360338 魚介類販売業 一般 松岡 佳伸 但馬(豊健)第178-555 令和3年1月26日 令和9年2月28日 平成5年12月10日
000028 7000097964 三七十鮨 669-6544 美方郡香美町香住区香住１７８０－２ 796361262 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社三七十 代表取締役 小柴 勝昭 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１７７２ 796361262 但馬(豊健)第150-650 令和3年1月25日 令和9年2月28日 平成5年12月22日
000028 7000097966 株式会社ハマダセイ 669-6541 美方郡香美町香住区境１１１１－６ 796360668 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社ハマダセイ 代表取締役 島﨑 誠 669-6541 兵庫県美方郡香美町香住区境１１２４ 796360668 但馬(豊健)第168-521 令和3年1月26日 令和9年2月28日 平成6年2月8日
000028 7000097971 株式会社宿院商店 669-6564 美方郡香美町香住区下浜２８９ 796362488 そうざい製造業 一般 株式会社宿院商店 代表取締役 守本 寛二 667-0131 兵庫県養父市上野１６８－５７ 796641484 但馬(豊健)第158-502 令和3年4月30日 令和9年5月31日 平成6年3月1日
000028 7000097980 ㈲今西食品 669-6432 美方郡香美町香住区上計９８７ 796370016 そうざい製造業 一般 有限会社　今西食品 代表取締役 669-6432 兵庫県美方郡香美町香住区上計１２８９ 796370016 但馬(豊健)第158-506 令和1年7月18日 令和6年8月31日 平成6年6月29日
000028 7000097990 カネリョウ商店 669-6671 美方郡香美町香住区余部１０７６－６ 796340181 水産製品製造業 一般 株式会社カネリョウ商店 代表取締役 寺川 修司 669-6671 兵庫県美方郡香美町香住区余部１０７６－６ 796340181 但馬(豊健)第216-513 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 7000097994 山本商店 669-6433 美方郡香美町香住区沖浦５１３ 796370107 水産製品製造業 一般 山本 邦夫 但馬(豊健)第216-510 令和4年10月19日 令和9年11月30日 令和4年10月19日
000028 7000098034 しばやま荘 669-6431 美方郡香美町香住区浦上１２７１ 796370208 飲食店営業(3)旅館 一般 藤原 優一 但馬(豊健)第183-529 令和1年10月28日 令和7年11月30日 平成7年11月13日
000028 7000098040 コバヤシ水産 669-6541 美方郡香美町香住区境１１１４－１ 796364616 魚介類販売業 一般 小林 和夫 但馬(豊健)第178-515 令和2年5月21日 令和8年5月31日 平成8年5月28日
000028 7000098045 あらかわ 669-6544 美方郡香美町香住区香住１６２２－９ 796360808 魚介類販売業 一般 荒川 博之 但馬(豊健)第178-521 令和2年8月11日 令和8年8月31日 平成8年6月28日
000028 7000098046 あらかわ 669-6544 美方郡香美町香住区香住１６２２－９ 796360808 飲食店営業(4)その他 一般 荒川 博之 但馬(豊健)第150-577 令和2年8月11日 令和8年8月31日 平成8年6月28日
000028 7000098054 松の屋 669-6564 美方郡香美町香住区下浜字下ハマ８５７ 796361065 飲食店営業(3)旅館 一般 松井 寛治 但馬(豊健)第183-553 令和2年11月10日 令和8年11月30日 平成8年9月9日
000028 7000098055 松の屋別館 669-6564 美方郡香美町香住区下浜字下ハマ８５６、８５５番地 796361065 飲食店営業(3)旅館 一般 松井 寛治 但馬(豊健)第183-554 令和2年11月10日 令和8年11月30日 平成8年9月9日
000028 7000098058 但馬漁業協同組合柴山支所 669-6433 美方郡香美町香住区沖浦９１１－１０ 796370301 氷雪製造業 一般 但馬漁業協同組合 代表理事組合長 村瀬 晴好 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松７４７ 796361331 但馬(豊健)第156-501 令和2年11月10日 令和8年11月30日 平成8年11月7日
000028 7000098061 民宿たきもと 669-6402 美方郡香美町香住区訓谷１４０ 796380049 飲食店営業(3)旅館 一般 滝本 きく子 但馬(豊健)第183-573 令和3年1月28日 令和9年2月28日 平成9年1月17日
000028 7000098082 つね乃家 669-6546 美方郡香美町香住区七日市字大縄内３８１ 796361464 飲食店営業(3)旅館 一般 西本 敏昭 但馬(豊健)第217-506 令和3年7月29日 令和9年8月31日 令和3年7月29日
000028 7000098084 永田荘 669-6402 美方郡香美町香住区訓谷字畷５６５ 796380178 飲食店営業(3)旅館 一般 渡辺 マリ子 但馬(豊健)第217-532 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 7000098089 梅乃家 669-6564 美方郡香美町香住区下浜３０８－１ 796362941 飲食店営業(3)旅館 一般 松井 恵 但馬(豊健)第217-541 令和3年11月11日 令和9年11月30日 令和3年11月11日
000028 7000098093 三宝 669-6564 美方郡香美町香住区下浜６５３－５ 796363545 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社　三宝 代表取締役 関 真二 669-6564 兵庫県美方郡香美町香住区下浜６５３－５ 796363914 但馬(豊健)第217-535 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 7000098094 颯花 669-6401 美方郡香美町香住区無南垣字木船２３６－１、２３３－１ 796380787 飲食店営業(3)旅館 一般 藤原 敬司 但馬(豊健)第217-547 令和4年1月28日 令和10年2月29日 令和4年1月28日
000028 7000098095 旅館　夕庵 669-6433 美方郡香美町香住区沖浦９３９－５ 796370229 飲食店営業(3)旅館 一般 松森 堅 但馬(豊健)第217-553 令和4年2月9日 令和10年2月29日 令和4年2月9日
000028 7000098101 味田（ベーカリー） 669-6551 美方郡香美町香住区守柄５６ 796364533 菓子製造業 一般 味田 浩幸 但馬(豊健)第192-507 令和4年5月18日 令和10年5月31日 令和4年5月18日
000028 7000098130 有限会社　森廣 669-6544 美方郡香美町香住区香住１ 796360758 水産製品製造業 一般 有限会社　森廣 代表取締役 森 久明 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１ 796360758 但馬(豊健)第216-501 令和3年7月29日 令和9年8月31日 令和3年7月29日
000028 7000098134 さとう 669-6403 美方郡香美町香住区安木１６００ 796380287 飲食店営業(3)旅館 一般 佐藤 宏美 但馬(豊健)第183-520 平成29年7月25日 令和5年8月31日 平成11年7月16日
000028 7000098137 民宿さだえ 669-6402 美方郡香美町香住区訓谷６６ 796380948 飲食店営業(3)旅館 一般 沼田 宏 但馬(豊健)第183-528 平成29年8月7日 令和5年8月31日 平成11年8月31日
000028 7000098138 株式会社ハマダセイ 669-6541 美方郡香美町香住区境１１１１－６ 796360668 そうざい製造業 一般 株式会社ハマダセイ 代表取締役 島﨑 誠 669-6541 兵庫県美方郡香美町香住区境１１２４ 796360668 但馬(豊健)第158-514 平成29年11月24日 令和5年11月30日 平成11年9月14日
000028 7000098141 株式会社カネト水産 669-6433 美方郡香美町香住区沖浦９１１ 796370137 魚介類販売業 一般 株式会社カネト水産 代表取締役 咲花 義裕 669-6433 兵庫県美方郡香美町香住区沖浦９１１ 796370137 但馬(豊健)第178-518 平成29年11月22日 令和5年11月30日 平成11年10月18日
000028 7000098143 なぎさ 669-6564 美方郡香美町香住区下浜８１５－３ 796360764 飲食店営業(3)旅館 一般 関 猛夫 但馬(豊健)第183-544 平成29年11月10日 令和5年11月30日 平成11年10月25日
000028 7000098144 民宿旅館湧昇 669-6402 美方郡香美町香住区訓谷１５３－３６ 796380941 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社三楽 代表取締役 秋山 四郎 669-6402 兵庫県美方郡香美町香住区訓谷１５３ 796380941 但馬(豊健)第183-537 平成29年11月6日 令和5年11月30日 平成11年10月25日
000028 7000098145 ふじや 669-6402 美方郡香美町香住区訓谷６７ 796380933 飲食店営業(3)旅館 一般 亀村 昭司 但馬(豊健)第183-543 平成29年11月7日 令和5年11月30日 平成11年10月29日
000028 7000098147 民宿たきろく 669-6402 美方郡香美町香住区訓谷６５－１ 796380667 飲食店営業(3)旅館 一般 滝本 広志 但馬(豊健)第183-542 平成29年11月7日 令和5年11月30日 平成11年11月8日
000028 7000098148 半兵衛 669-6402 美方郡香美町香住区訓谷８９ 796380777 飲食店営業(3)旅館 一般 亀村 実 但馬(豊健)第183-541 平成29年11月6日 令和5年11月30日 平成11年11月24日
000028 7000098149 小西屋 669-6402 美方郡香美町香住区訓谷２９６ 796380460 飲食店営業(3)旅館 一般 滝本 純子 但馬(豊健)第183-552 平成30年1月18日 令和6年2月29日 平成11年12月6日
000028 7000098179 英祥 669-6564 美方郡香美町香住区下浜６５１ 796360610 飲食店営業(3)旅館 一般 清水 雄介 但馬(豊健)第183-515 平成30年7月20日 令和6年8月31日 平成12年7月21日
000028 7000098180 マルカツ水産株式会社 669-6424 美方郡香美町香住区隼人４－２ 796380870 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 マルカツ水産株式会社 代表取締役 谷口 真砂 669-6424 兵庫県美方郡香美町香住区隼人４－２ 796380870 但馬(豊健)第168-504 平成30年8月10日 令和7年8月31日 平成12年7月26日
000028 7000098181 マルカツ水産株式会社 669-6424 美方郡香美町香住区隼人４－２ 796380870 そうざい製造業 一般 マルカツ水産株式会社 代表取締役 谷口 真砂 669-6424 兵庫県美方郡香美町香住区隼人４－２ 796380870 但馬(豊健)第158-512 平成30年8月10日 令和7年8月31日 平成12年7月26日
000028 7000098189 鎌清商店販売部 669-6544 美方郡香美町香住区香住１４９２－１ 796363515 魚介類販売業 一般 有限会社鎌清商店 代表取締役 鎌田 保志 669-6546 兵庫県美方郡香美町香住区七日市３０２ 796361642 但馬(豊健)第178-532 平成30年11月27日 令和6年11月30日 平成12年10月20日
000028 7000098190 鎌清香住第一工場 669-6544 美方郡香美町香住区香住１４９２－１ 796363515 そうざい製造業 一般 有限会社鎌清商店 代表取締役 鎌田 保志 669-6546 兵庫県美方郡香美町香住区七日市３０２ 796361642 但馬(豊健)第158-513 平成30年11月27日 令和6年11月30日 平成12年10月20日
000028 7000098192 けやき荘 669-6563 美方郡香美町香住区矢田字矢田９５５－１ 796362280 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社けやき荘 代表取締役 谷脇 勝之 669-6563 兵庫県美方郡香美町香住区矢田９５５ 796362280 但馬(豊健)第183-556 平成30年11月27日 令和6年11月30日 平成12年11月7日
000028 7000098194 フレッシュバザール香住パーク店 669-6544 美方郡香美町香住区香住字眞新場８８２－１ 796391122 魚介類販売業 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第178-533 平成30年11月27日 令和6年11月30日 平成12年11月21日
000028 7000098204 寿自然食品加工所 669-6553 美方郡香美町香住区三谷６４４ 796362230 そうざい製造業 一般 原 君枝 但馬(豊健)第158-501 平成31年4月23日 令和7年5月31日 平成13年3月6日
000028 7000098205 寿自然食品加工所 669-6553 美方郡香美町香住区三谷６４４ 796362230 菓子製造業 一般 原 君枝 但馬(豊健)第152-501 平成31年4月23日 令和7年5月31日 平成13年3月6日
000028 7000098208 鱒之荘 669-5365 豊岡市日高町十戸３１３ 796440226 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社鱒之荘 代表取締役 西田 由子 669-5365 兵庫県豊岡市日高町十戸３１３ 796440226 但馬(豊健)第183-535 令和1年11月8日 令和7年11月30日 昭和55年11月27日
000028 7000098211 阿瀬 669-5359 豊岡市日高町羽尻字上ノ山１０３ 796440723 飲食店営業(3)旅館 一般 中西 真由実 但馬(豊健)第183-593 令和3年2月19日 令和9年2月28日 昭和58年2月10日
000028 7000098212 協同組合　お弁当こうのとりの里 669-5302 豊岡市日高町岩中１２０－２ 796420260 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 協同組合　お弁当こうのとりの里 理事長 東谷 則英 669-5302 兵庫県豊岡市日高町岩中１２０－２ 796420260 但馬(豊健)第150-534 平成30年5月16日 令和6年5月31日 昭和57年3月15日
000028 7000098226 一番館 669-5311 豊岡市日高町日置２２－１ 796423981 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 紙谷 貞雄 但馬(豊健)第150-580 平成29年8月25日 令和5年8月31日 昭和56年6月13日
000028 7000098234 小金家 669-5311 豊岡市日高町日置２２－１サンロード内 796422966 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 成田 忠彦 但馬(豊健)第150-603 令和2年8月26日 令和8年8月31日 昭和56年8月21日
000028 7000098236 ポルテ 669-5365 豊岡市日高町十戸１７－１ 796441143 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森尾 栄子 但馬(豊健)第190-624 令和4年2月9日 令和9年2月28日 令和4年2月9日
000028 7000098243 茶房ちから餅 669-5304 豊岡市日高町宵田１４５－２ 796421315 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上坂 文雄 但馬(豊健)第190-623 令和4年2月9日 令和10年2月29日 令和4年2月9日
000028 7000098252 友田酒造㈱ 669-5301 豊岡市日高町江原６２ 796421020 酒類製造業 一般 友田酒造株式会社 代表取締役 友田 謙二 669-5301 兵庫県豊岡市日高町江原６２ 796421020 但馬(豊健)第200-504 令和4年11月22日 令和9年11月30日 令和4年11月22日
000028 7000098278 田中養鱒場 669-5365 豊岡市日高町十戸１０５ 796440116 そうざい製造業 一般 田中 康浩 但馬(豊健)第158-511 平成29年8月18日 令和5年8月31日 昭和56年8月17日
000028 7000098286 ハーフムーン 669-5315 豊岡市日高町浅倉１１９－１ 796421872 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山田 好幸 但馬(豊健)第190-559 令和4年7月20日 令和10年8月31日 令和4年7月20日
000028 7000098293 こんどう 669-5306 豊岡市日高町水上４１０－１、４１０－３ 796423230 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 近藤 かつこ 但馬(豊健)第150-612 平成29年11月22日 令和5年11月30日 昭和61年10月31日
000028 7000098302 カフェ・ド・アライブ 669-5341 豊岡市日高町国分寺７７８－１ 796424371 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉田 輝男 但馬(豊健)第150-571 令和1年11月8日 令和7年11月30日 昭和62年11月12日
000028 7000098304 コーヒーハウスみーる 669-5361 豊岡市日高町栗山６６２－１ 796441145 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山口 貞子 但馬(豊健)第150-522 平成30年5月11日 令和6年5月31日 昭和63年4月26日
000028 7000098317 ミ－トショップむかい 669-5301 豊岡市日高町江原７６ 796422490 食肉販売業 一般 向井 敏夫 但馬(豊健)第212-508 令和4年11月22日 令和10年11月30日 令和4年11月22日
000028 7000098322 神鍋グリーンホテル 669-5341 豊岡市日高町国分寺４００－１７ 796423132 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社　神鍋グリーンホテル 代表取締役 沼田 茂 669-5341 兵庫県豊岡市日高町国分寺４００－１７ 796423132 但馬(豊健)第183-530 平成29年8月17日 令和5年8月31日 平成3年7月11日
000028 7000098323 マルタケ 669-5301 豊岡市日高町江原９０ 796420301 魚介類販売業 一般 桑島 利男 但馬(豊健)第178-529 令和2年8月26日 令和8年8月31日 昭和53年7月22日
000028 7000098326 神友 ＴＡＮＩＤＡ ＨＯＵＳＥ 669-5363 豊岡市日高町野５１４－１ 796441345 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷田 剛太郎 但馬(豊健)第150-652 平成30年2月22日 令和6年2月29日 平成4年1月21日
000028 7000098330 ビジネスホテルセピア 669-5311 豊岡市日高町日置１１２ 796424811 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社ビジネスホテルセピア 代表取締役 正木 義一 669-5311 兵庫県豊岡市日高町日置１１２ 796424811 但馬(豊健)第183-501 平成30年4月19日 令和6年5月31日 平成4年4月17日
000028 7000098335 西洋菓子工房フーケの館 669-5341 豊岡市日高町国分寺字上中坪１７９ 796424670 菓子製造業 一般 真狩 和雄 但馬(豊健)第152-511 令和2年5月26日 令和8年5月31日 平成5年4月20日
000028 7000098336 西洋菓子工房フーケの館 669-5341 豊岡市日高町国分寺字上中坪１７９ 796424670 喫茶店営業 一般 真狩 和雄 但馬(豊健)第151-504 令和2年5月26日 令和8年5月31日 平成5年4月20日
000028 7000098337 クレセント 669-5336 豊岡市日高町谷１７－１ 796421228 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 𠮷田 さか枝 但馬(豊健)第150-504 令和2年4月28日 令和8年5月31日 平成5年5月27日
000028 7000098342 カフェ　アベニュー 669-5302 豊岡市日高町岩中２０８ 796423900 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大谷 博之 但馬(豊健)第150-643 令和2年11月25日 令和8年11月30日 平成5年10月12日
000028 7000098349 バーガーシティサンロード 669-5311 豊岡市日高町日置２２－１３ 796423648 飲食店営業(4)その他 一般 上坂 晃太郎 但馬(豊健)第150-544 令和3年5月28日 令和9年5月31日 平成6年5月26日
000028 7000098351 バーガーシティサンロード 669-5311 豊岡市日高町日置２２－１３ 796423648 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 上坂 晃太郎 但馬(豊健)第169-501 平成30年4月19日 令和5年5月31日 平成6年5月27日
000028 7000098356 ガンピー穀物倉庫 669-5341 豊岡市日高町国分寺２２８－１ 796425195 魚介類販売業 一般 株式会社　ガンピー 代表取締役社長 田中 喜久雄 669-5341 兵庫県豊岡市日高町国分寺字薮の内２１３番地 796425540 但馬(豊健)第214-505 令和4年5月25日 令和10年5月31日 令和4年5月25日
000028 7000098357 ガンピー穀物倉庫 669-5341 豊岡市日高町国分寺２２８－１ 796425195 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　ガンピー 代表取締役社長 田中 喜久雄 669-5341 兵庫県豊岡市日高町国分寺字薮の内２１３番地 796425540 但馬(豊健)第190-554 令和4年5月25日 令和10年5月31日 令和4年5月25日
000028 7000098377 居酒屋　こづち 669-5305 豊岡市日高町祢布９７２－１ 796424092 飲食店営業(4)その他 一般 西本 金治郎 但馬(豊健)第150-568 平成30年8月3日 令和6年8月31日 平成8年6月8日
000028 7000098378 フレッシュバザール日高パーク店 669-5305 豊岡市日高町祢布９８８ 796424522 魚介類販売業 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第214-515 令和4年11月22日 令和11年11月30日 令和4年11月22日
000028 7000098383 ばんばん 669-5305 豊岡市日高町祢布字ガケガ森９９２ 796423821 菓子製造業 一般 田畑 寿美子 但馬(豊健)第152-513 令和1年11月8日 令和7年11月30日 平成8年10月30日
000028 7000098384 ばんばん 669-5305 豊岡市日高町祢布字ガケガ森９９２ 796423821 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田畑 寿美子 但馬(豊健)第150-574 令和1年11月8日 令和7年11月30日 平成8年10月30日
000028 7000098415 ガンピー穀物倉庫 669-5341 豊岡市日高町国分寺２２８－１ 796425195 食肉販売業 一般 株式会社　ガンピー 代表取締役社長 田中 喜久雄 669-5341 兵庫県豊岡市日高町国分寺字薮の内２１３番地 796425540 但馬(豊健)第212-504 令和4年5月25日 令和10年5月31日 令和4年5月25日
000028 7000098433 お食事処　きび 669-5325 豊岡市日高町堀９７１－１ 796425157 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 洋 但馬(豊健)第190-639 令和4年11月28日 令和10年11月30日 令和4年11月28日
000028 7000098436 マックスバリュ日高店 669-5321 豊岡市日高町土居字野田３６７ 796425551 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 但馬(豊健)第178-537 令和2年2月7日 令和9年2月28日 平成10年12月10日
000028 7000098437 マックスバリュ日高店 669-5321 豊岡市日高町土居字野田３６７ 796425551 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 但馬(豊健)第176-517 令和2年2月7日 令和9年2月28日 平成10年12月10日
000028 7000098439 マックスバリュ日高店 669-5321 豊岡市日高町土居字野田３６７ 796425551 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 但馬(豊健)第150-615 令和2年2月7日 令和9年2月28日 平成10年12月10日
000028 7000098440 マックスバリュ日高店 669-5321 豊岡市日高町土居字野田３６７ 796425551 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 但馬(豊健)第150-616 令和2年2月7日 令和9年2月28日 平成10年12月10日
000028 7000098456 石立屋 669-5305 豊岡市日高町祢布８３７－５ 796420253 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川上 博司 但馬(豊健)第150-651 平成30年2月22日 令和6年2月29日 平成11年12月8日
000028 7000098457 やきとり大吉　日高店 669-5301 豊岡市日高町江原字下町８８ 796425218 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮垣 光寿 但馬(豊健)第150-659 平成30年2月28日 令和6年2月29日 平成12年1月26日
000028 7000098465 喫茶　よさこい 669-5305 豊岡市日高町祢布８３７－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井垣 寿澄 但馬(豊健)第150-582 平成30年8月10日 令和6年8月31日 平成12年7月4日
000028 7000098468 焼肉丸善日高店 669-5302 豊岡市日高町岩中字松ヶ花２１３－１６ 796422476 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西村 通生 但馬(豊健)第150-573 平成30年8月7日 令和6年8月31日 平成12年7月28日
000028 7000098480 ベーカリーカンパーニュ 669-5305 豊岡市日高町祢布８３６－１ 796420785 菓子製造業 一般 松瀬 憲正 但馬(豊健)第152-517 平成31年2月20日 令和7年2月28日 平成13年1月12日
000028 7000098481 ベーカリーカンパーニュ 669-5305 豊岡市日高町祢布８３６－１ 796420785 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松瀬 憲正 但馬(豊健)第150-655 平成31年2月20日 令和7年2月28日 平成13年1月12日
000028 7000098488 神鍋ハイランドホテル 669-5371 豊岡市日高町太田１ 796450321 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社神鍋ハイランド 代表取締役 中島 丈裕 669-5371 兵庫県豊岡市日高町太田１ 796450321 但馬(豊健)第217-513 令和4年7月27日 令和10年8月31日 令和4年7月27日
000028 7000098492 大畑家 669-5377 豊岡市日高町山田５２０ 796450785 飲食店営業(3)旅館 一般 井上 満 但馬(豊健)第217-555 令和5年2月2日 令和11年2月28日 令和5年2月2日
000028 7000098496 よしのや 669-5379 豊岡市日高町名色１２７１ 796450373 飲食店営業(3)旅館 一般 岡村 栄則 但馬(豊健)第183-554 平成30年1月29日 令和6年2月29日 昭和55年2月26日
000028 7000098502 リッヂやまた 669-5377 豊岡市日高町山田６９４ 796450163 飲食店営業(3)旅館 一般 増田 義則 但馬(豊健)第183-556 平成30年2月2日 令和6年2月29日 昭和56年12月24日
000028 7000098505 まるや山荘 669-5378 豊岡市日高町万場８１８ 796450015 飲食店営業(3)旅館 一般 但馬(豊健)第183-541 平成30年8月10日 令和6年8月31日 昭和55年8月25日
000028 7000098509 いなかや 669-5379 豊岡市日高町名色１３５ 796450037 飲食店営業(3)旅館 一般 尾上 松夫 但馬(豊健)第183-522 平成30年7月26日 令和6年8月31日 昭和57年7月21日
000028 7000098512 北住荘 669-5378 豊岡市日高町万場２５８ 796450131 飲食店営業(3)旅館 一般 岡本 成生 但馬(豊健)第183-550 令和2年2月5日 令和8年2月28日 昭和56年2月18日
000028 7000098522 まとば屋 669-5379 豊岡市日高町名色１５２ 796450467 飲食店営業(3)旅館 一般 的場 忠夫 但馬(豊健)第183-506 令和1年5月13日 令和7年5月31日 昭和56年5月30日
000028 7000098527 たけや 669-5379 豊岡市日高町名色５０ 796450641 飲食店営業(3)旅館 一般 尾上 典生 但馬(豊健)第183-509 令和1年7月29日 令和7年8月31日 昭和56年8月13日
000028 7000098528 万中荘 669-5378 豊岡市日高町万場３４８ 796450247 飲食店営業(3)旅館 一般 田中 孝之 但馬(豊健)第183-515 令和2年7月22日 令和8年8月31日 昭和56年8月21日
000028 7000098534 ふくや 669-5372 豊岡市日高町栗栖野７７３ 796450656 飲食店営業(3)旅館 一般 藤本 睦美 但馬(豊健)第183-558 令和2年11月10日 令和8年11月30日 昭和56年11月13日
000028 7000098539 中屋 669-5372 豊岡市日高町栗栖野５１６－１ 796450031 飲食店営業(3)旅館 一般 小田根 順子 但馬(豊健)第183-566 令和2年11月25日 令和8年11月30日 昭和56年11月24日
000028 7000098541 花屋 669-5372 豊岡市日高町栗栖野８５６ 796450240 飲食店営業(3)旅館 一般 糸乗 実夫 但馬(豊健)第183-559 令和2年11月10日 令和8年11月30日 昭和56年11月24日
000028 7000098551 たばこ屋 669-5372 豊岡市日高町栗栖野９１０－１ 796450143 飲食店営業(3)旅館 一般 下坂 數眞 但馬(豊健)第183-587 令和3年2月4日 令和9年2月28日 昭和54年2月10日
000028 7000098552 しもね 669-5372 豊岡市日高町栗栖野１５５ 796450725 飲食店営業(3)旅館 一般 和多田 員己 但馬(豊健)第183-586 令和3年2月4日 令和9年2月28日 昭和57年2月25日
000028 7000098556 ふもとや 669-5304 豊岡市日高町山田６３９－１ 796450627 飲食店営業(3)旅館 一般 井上 謙治 但馬(豊健)第183-596 令和3年2月19日 令和9年2月28日 昭和57年2月26日
000028 7000098557 栃の実ペンション 669-5373 豊岡市日高町東河内字大机４－１８５ 796450256 飲食店営業(3)旅館 一般 岡田 和政 但馬(豊健)第183-595 令和3年2月19日 令和9年2月28日 昭和57年2月26日
000028 7000098558 やまき 669-5304 豊岡市日高町山田４９７ 796450631 飲食店営業(3)旅館 一般 北村 弘幸 但馬(豊健)第183-578 令和3年1月29日 令和9年2月28日 昭和58年12月7日
000028 7000098559 くるみの木 669-5371 豊岡市日高町太田１４５－１ 796451112 飲食店営業(3)旅館 一般 小林 正行 但馬(豊健)第183-589 令和3年2月4日 令和9年2月28日 昭和58年12月19日
000028 7000098560 奥雪 669-5377 豊岡市日高町山田４１０他２筆 796450109 飲食店営業(3)旅館 一般 飯田 正治郎 但馬(豊健)第150-529 令和3年5月21日 令和9年5月31日 昭和57年5月31日



000028 7000098561 奥神鍋ヒュッテ 669-5377 豊岡市日高町山田６６６ 796450784 飲食店営業(3)旅館 一般 井上 雅成 但馬(豊健)第150-528 令和3年5月21日 令和9年5月31日 昭和57年5月31日
000028 7000098568 名色荘 669-5379 豊岡市日高町名色１０２ 796450569 飲食店営業(3)旅館 一般 岡森 和幸 但馬(豊健)第183-503 令和2年4月28日 令和8年5月31日 昭和57年5月28日
000028 7000098570 但馬綜合開発株式会社大岡ゴルフ倶楽部 669-5339 豊岡市日高町大岡字内羅８８ 796450331 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 但馬綜合開発株式会社 代表取締役 吉田 透 669-5339 兵庫県豊岡市日高町大岡８８ 796450331 但馬(豊健)第150-525 令和3年5月21日 令和9年5月31日 昭和57年5月28日
000028 7000098573 天龍屋 669-5372 豊岡市日高町栗栖野９６８－１、９６８－２９６８－３ 796450504 飲食店営業(3)旅館 一般 藤本 岩松 但馬(豊健)第150-527 令和3年5月21日 令和9年5月31日 昭和57年5月31日
000028 7000098590 下住 669-5372 豊岡市日高町栗栖野２７３ 796450114 飲食店営業(3)旅館 一般 岡本 員昌 但馬(豊健)第183-552 令和2年2月5日 令和8年2月28日 昭和56年2月18日
000028 7000098591 丸万ロッヂ 669-5372 豊岡市日高町栗栖野しわが野６０ 796450737 飲食店営業(3)旅館 一般 下垣 春樹 但馬(豊健)第183-551 令和2年2月5日 令和8年2月28日 昭和56年2月19日
000028 7000098601 白い小屋 669-5372 豊岡市日高町栗栖野字皺ケ野５９ 796450469 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡村 順一 但馬(豊健)第190-654 令和5年1月31日 令和11年2月28日 令和5年1月31日
000028 7000098603 ウインターハウス克ちゃん 669-5372 豊岡市日高町栗栖野シワガノ６１ 796450703 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井垣 悦子 但馬(豊健)第150-643 平成30年2月13日 令和6年2月29日 昭和55年2月29日
000028 7000098613 神鍋ハイランドホテル喫茶部ともしび 669-5371 豊岡市日高町太田１ 796450321 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社神鍋ハイランド 代表取締役 中島 丈裕 669-5371 兵庫県豊岡市日高町太田１ 796450321 但馬(豊健)第150-666 令和3年2月4日 令和9年2月28日 昭和57年2月26日
000028 7000098614 奥雪 669-5377 豊岡市日高町山田６９０ 796450537 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 飯田 正治郎 但馬(豊健)第150-658 令和3年1月29日 令和9年2月28日 昭和57年2月26日
000028 7000098615 ふもとや 669-5304 豊岡市日高町山田６３９－１ 796450627 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井上 謙治 但馬(豊健)第150-684 令和3年2月19日 令和9年2月28日 昭和57年2月26日
000028 7000098616 ＪＯＹＨＯＵＳＥ 669-5371 豊岡市日高町太田１５８－２９ 796450282 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川端 富美江 但馬(豊健)第150-667 令和3年2月4日 令和9年2月28日 昭和58年12月7日
000028 7000098618 ロッジ３３ 669-5378 豊岡市日高町万場字ヘシロ６０９ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡藤 泰明 但馬(豊健)第150-657 令和3年1月29日 令和9年2月28日 昭和58年12月28日
000028 7000098631 ロッジＴＥＮ 669-5378 豊岡市日高町万場栃ケ平８４－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 邦雄 但馬(豊健)第190-675 令和5年2月17日 令和10年2月29日 令和5年2月17日
000028 7000098637 ペンションマウントクック 669-5373 豊岡市日高町東河内９１４ 796451116 飲食店営業(3)旅館 一般 菱沼 正信 但馬(豊健)第217-555 令和4年2月10日 令和10年2月29日 令和4年2月10日
000028 7000098638 神鍋亭 669-5371 豊岡市日高町太田字中道５ 796450124 飲食店営業(3)旅館 一般 小山 進 但馬(豊健)第217-554 令和4年2月10日 令和10年2月29日 令和4年2月10日
000028 7000098643 なかひろや 669-5375 豊岡市日高町稲葉１４５－３ 796450158 飲食店営業(3)旅館 一般 中島 輝幸 但馬(豊健)第217-512 令和4年5月30日 令和10年5月31日 令和4年5月30日
000028 7000098645 アルビレオ 669-5377 豊岡市日高町山田字杉ノ本１４７－１ 796451066 飲食店営業(3)旅館 一般 飯田 正治郎 但馬(豊健)第217-516 令和4年7月27日 令和10年8月31日 令和4年7月27日
000028 7000098647 ロッヂユ－トピア 669-5371 豊岡市日高町太田４－２ 796450039 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社ロッヂユ－トピア 代表取締役 赤井 守 669-5371 兵庫県豊岡市日高町太田４－２ 796450039 但馬(豊健)第217-514 令和4年7月27日 令和10年8月31日 令和4年7月27日
000028 7000098649 はたや 669-5371 豊岡市日高町太田４４４ 796450615 飲食店営業(3)旅館 一般 畑中 優子 但馬(豊健)第217-517 令和4年7月27日 令和10年8月31日 令和4年7月27日
000028 7000098650 しまのや 669-5371 豊岡市日高町太田１２５ 796450612 飲食店営業(3)旅館 一般 畑中 文雄 但馬(豊健)第217-529 令和4年10月21日 令和10年11月30日 令和4年10月21日
000028 7000098651 備前屋 669-5379 豊岡市日高町名色１１５４－１ 796450621 飲食店営業(3)旅館 一般 山根 さゆり 但馬(豊健)第217-528 令和4年10月21日 令和10年11月30日 令和4年10月21日
000028 7000098655 高原亭 669-5379 豊岡市日高町名色１８０－１ 796450174 飲食店営業(3)旅館 一般 飯田 英輝 但馬(豊健)第217-550 令和5年1月25日 令和11年2月28日 令和5年1月25日
000028 7000098660 森屋 669-5371 豊岡市日高町太田４１ 796450616 飲食店営業(3)旅館 一般 森 芳明 但馬(豊健)第183-522 平成29年7月26日 令和5年8月31日 昭和61年6月12日
000028 7000098661 ペンションナイトピース 669-5373 豊岡市日高町東河内９３８－１ 796451117 飲食店営業(3)旅館 一般 安達 昌史 但馬(豊健)第183-534 平成29年8月25日 令和5年8月31日 昭和61年7月31日
000028 7000098664 奥神鍋ヒュッテ 669-5377 豊岡市日高町山田６９７－４ 796450764 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井上 雅成 但馬(豊健)第150-633 平成30年1月29日 令和6年2月29日 昭和61年12月10日
000028 7000098672 ＵＭＥＹＡ 669-5372 豊岡市日高町栗栖野８９６、８９７－１、８９７－３ 796450104 飲食店営業(3)旅館 一般 和多田 延子 但馬(豊健)第183-537 令和1年11月8日 令和7年11月30日 昭和62年10月15日
000028 7000098673 北壁 669-5371 豊岡市日高町太田１５８－７０ 796450458 飲食店営業(3)旅館 一般 中村 定行 但馬(豊健)第183-536 令和1年11月8日 令和7年11月30日 昭和62年11月19日
000028 7000098674 ペンションマッキンリ－ 669-5373 豊岡市日高町東河内２－１１他４筆 796451178 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社マッキンリ－ 代表取締役 大久保 明彦 657-0038 兵庫県神戸市灘区深田町１－２－２ 788412947 但馬(豊健)第183-555 令和2年2月5日 令和8年2月28日 昭和62年12月9日
000028 7000098681 嘉一郎ハウス 669-5372 豊岡市日高町栗栖野６１－１ 796450422 飲食店営業(3)旅館 一般 下坂 數眞 但馬(豊健)第183-557 令和2年11月10日 令和8年11月30日 昭和63年9月16日
000028 7000098683 ペンションポムアンナ 669-5371 豊岡市日高町太田１５７－１１ 796451123 飲食店営業(3)旅館 一般 和田 宣子 但馬(豊健)第183-594 令和3年2月19日 令和9年2月28日 昭和63年12月23日
000028 7000098685 ペンションてるてるぼ－ず 669-5371 豊岡市日高町太田１５７－１４ 796451052 飲食店営業(3)旅館 一般 野村 征伸 但馬(豊健)第183-597 令和3年2月19日 令和9年2月28日 昭和63年12月21日
000028 7000098689 しなのや 669-5372 豊岡市日高町栗栖野７３８ 796450065 飲食店営業(3)旅館 一般 下垣 幸雄 但馬(豊健)第217-501 令和3年7月27日 令和9年8月31日 令和3年7月27日
000028 7000098703 のんきＰａＰａの鳥図鑑 669-5372 豊岡市日高町栗栖野５９－２ 796450446 飲食店営業(3)旅館 一般 木村 太一 但馬(豊健)第183-512 平成29年7月18日 令和5年8月31日 平成3年7月11日
000028 7000098706 ゆずや 669-5377 豊岡市日高町山田４５７－４ 796450648 飲食店営業(3)旅館 一般 井上 正治 但馬(豊健)第183-548 平成29年11月21日 令和5年11月30日 平成3年9月12日
000028 7000098708 ひさごや 669-5377 豊岡市日高町山田６００－４ 796450591 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小田根 良一 但馬(豊健)第150-635 令和2年11月10日 令和8年11月30日 昭和63年11月25日
000028 7000098709 まつや 669-5377 豊岡市日高町山田６５６ 796450103 飲食店営業(3)旅館 一般 西村 文紀 但馬(豊健)第183-553 平成30年1月29日 令和6年2月29日 平成3年12月24日
000028 7000098711 陽喜 669-5372 豊岡市日高町栗栖野６０－５ 796450242 飲食店営業(3)旅館 一般 和多田 清 但馬(豊健)第183-506 平成30年5月11日 令和6年5月31日 平成4年5月27日
000028 7000098712 佐伯屋 669-5368 豊岡市日高町山宮１２９８－１ 796450051 飲食店営業(3)旅館 一般 佐伯 ノリ子 但馬(豊健)第183-529 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成4年7月23日
000028 7000098713 スノーランド 669-5377 豊岡市日高町山田１１３－１ 796450531 飲食店営業(3)旅館 一般 北村 豊治 但馬(豊健)第183-521 平成30年7月26日 令和6年8月31日 平成4年8月10日
000028 7000098715 北神鍋荘 669-5373 豊岡市日高町東河内２４１－１ 796450721 飲食店営業(3)旅館 一般 小田根 潤滋 但馬(豊健)第183-539 令和1年11月20日 令和7年11月30日 平成4年9月10日
000028 7000098719 双葉屋 669-5372 豊岡市日高町栗栖野７７４ 796450237 飲食店営業(3)旅館 一般 藤本 美幸 但馬(豊健)第183-548 令和2年2月5日 令和8年2月28日 平成4年12月22日
000028 7000098720 つたや 669-5372 豊岡市日高町栗栖野８２２ 796450112 飲食店営業(3)旅館 一般 岡本 康正 但馬(豊健)第183-549 令和2年2月5日 令和8年2月28日 平成4年12月28日
000028 7000098722 神鍋屋 669-5372 豊岡市日高町栗栖野７４７－１ 796450017 飲食店営業(3)旅館 一般 藤本 一成 但馬(豊健)第183-554 令和2年2月5日 令和8年2月28日 平成5年1月18日
000028 7000098723 スモークウッド 669-5373 豊岡市日高町東河内４－１９４ 796451381 飲食店営業(3)旅館 一般 佐藤 賢治 但馬(豊健)第183-501 令和2年4月23日 令和8年5月31日 平成5年3月19日
000028 7000098729 可愛人屋 669-5379 豊岡市日高町名色１４０、１４０－１，３４５－２ 796450178 飲食店営業(3)旅館 一般 飯田 順風 但馬(豊健)第183-516 令和3年5月28日 令和9年5月31日 平成6年3月25日
000028 7000098730 道の駅「神鍋高原」お食事処かんなべ 669-5372 豊岡市日高町栗栖野５９－１３ 796451331 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　日高振興公社 代表取締役 岡森 且哉 669-5372 兵庫県豊岡市日高町栗栖野５９－１３ 796451331 但馬(豊健)第150-526 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成6年5月26日
000028 7000098733 フォ－シ－ズン 669-5372 豊岡市日高町栗栖野５５ 796451200 菓子製造業 一般 株式会社ＭＥリゾート神鍋 代表取締役 一ノ本 智毅 669-5372 兵庫県豊岡市日高町栗栖野５５ 796451200 但馬(豊健)第192-502 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 7000098734 フォ－シ－ズン 669-5372 豊岡市日高町栗栖野５５ 796451200 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＭＥリゾート神鍋 代表取締役 一ノ本 智毅 669-5372 兵庫県豊岡市日高町栗栖野５５ 796451200 但馬(豊健)第190-511 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 7000098735 華厳 669-5372 豊岡市日高町栗栖野５５ 796451200 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＭＥリゾート神鍋 代表取締役 一ノ本 智毅 669-5372 兵庫県豊岡市日高町栗栖野５５ 796451200 但馬(豊健)第190-512 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 7000098745 ニューみちや 669-5377 豊岡市日高町山田４３０ 796450605 飲食店営業(3)旅館 一般 井上 博夫 但馬(豊健)第183-514 令和2年5月26日 令和8年5月31日 平成8年3月22日
000028 7000098750 奥神鍋荘 669-5304 豊岡市日高町山田５０３－１ 796450168 飲食店営業(3)旅館 一般 北村 美好 但馬(豊健)第183-576 令和3年1月29日 令和9年2月28日 平成8年12月27日
000028 7000098753 むこうふじわら＆とみや 669-5371 豊岡市日高町太田１１０－１ 796450121 飲食店営業(3)旅館 一般 向藤原 茂敏 但馬(豊健)第183-588 令和3年2月4日 令和9年2月28日 平成9年2月13日
000028 7000098755 スリーナウ 669-5372 豊岡市日高町栗栖野５９－１８７ 796450717 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社スリー、ナウ 代表取締役 小田根 富子 669-5372 兵庫県豊岡市日高町栗栖野５９－１８７ 796450717 但馬(豊健)第183-508 平成30年5月15日 令和7年5月31日 平成9年5月16日
000028 7000098757 RACCOON DOG 669-5371 豊岡市日高町太田１２２５－２ 796450959 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中村 完司 但馬(豊健)第190-611 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 7000098760 レストハウス四季の森 669-5377 豊岡市日高町山田５３－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社奥神鍋 代表取締役 井上 博夫 669-5377 兵庫県豊岡市日高町山田７１０ 796450510 但馬(豊健)第190-631 令和4年2月10日 令和10年2月29日 令和4年2月10日
000028 7000098774 神鍋山荘 669-5371 豊岡市日高町太田字中道１－１ 796450101 飲食店営業(3)旅館 一般 小西 光明 但馬(豊健)第217-552 令和5年1月25日 令和11年2月28日 令和5年1月25日
000028 7000098775 名色ホテル本館 669-5379 豊岡市日高町名色字大クゴ１３３７ 796450393 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社名色ホテル 代表取締役 岡森 文明 669-5379 兵庫県豊岡市日高町名色１３３７ 796450393 但馬(豊健)第183-502 令和2年4月28日 令和9年5月31日 平成11年3月31日
000028 7000098778 ウエストミニハウス 669-5371 豊岡市日高町太田字中道１－１ 796450058 飲食店営業(3)旅館 一般 小西 史裕 但馬(豊健)第183-549 平成29年11月21日 令和5年11月30日 平成11年10月12日
000028 7000098780 ふる里 669-5379 豊岡市日高町名色８７－４ 796451058 飲食店営業(3)旅館 一般 中筋 克己 但馬(豊健)第183-528 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成12年7月19日
000028 7000098781 ウィンターハウス高原の家 669-5378 豊岡市日高町万場字栃ヶ平８４－２ 796450189 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 耕治 但馬(豊健)第150-653 平成31年2月15日 令和7年2月28日 平成12年12月18日
000028 7000098790 こまどり 668-0232 豊岡市出石町宵田２８－２ 796523368 飲食店営業(4)その他 一般 清水 郁子 但馬(豊健)第150-512 平成30年4月26日 令和6年5月31日 昭和55年5月26日
000028 7000098793 主婦の店おかずや 668-0221 豊岡市出石町町分５５－１ 796522200 飲食店営業(4)その他 一般 西田 勝秋 但馬(豊健)第150-513 令和3年5月6日 令和9年5月31日 昭和57年5月18日
000028 7000098798 レストラン　喫茶ワイン 668-0274 豊岡市出石町水上３３４ 796525407 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 内海 隆文 但馬(豊健)第190-507 令和5年4月24日 令和11年5月31日 令和5年4月24日
000028 7000098801 永楽蕎麦 668-0232 豊岡市出石町宵田１１９ 796522540 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 武田 透 但馬(豊健)第150-570 令和1年10月31日 令和6年11月30日 昭和54年11月29日
000028 7000098808 メルヘン 668-0246 豊岡市出石町日野辺蔵持８１０－４ 796524586 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中川 脩 但馬(豊健)第150-608 令和2年1月31日 令和8年2月28日 昭和58年2月5日
000028 7000098812 じゃんぼ 668-0221 豊岡市出石町町分４１－２ 796524429 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石野 義明 但馬(豊健)第150-683 令和3年2月19日 令和9年2月28日 昭和57年2月23日
000028 7000098815 霜月 668-0224 豊岡市出石町本町２２－１ 796524319 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平井 ひろ子 但馬(豊健)第150-511 令和3年5月6日 令和9年5月31日 昭和57年5月18日
000028 7000098821 ㈲竹林亭 668-0274 豊岡市出石町水上１０４ 796522559 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　竹林亭 代表取締役 松田 則道 668-0274 兵庫県豊岡市出石町水上１０４ 796522559 但馬(豊健)第190-620 令和4年2月4日 令和10年2月29日 令和4年2月4日
000028 7000098831 出石酒造有限会社 668-0215 豊岡市出石町魚屋１１４－１ 796522222 酒類製造業 一般 出石酒造有限会社 代表取締役 中易 裕明 668-0215 兵庫県豊岡市出石町魚屋１１４－１ 796522222 但馬(豊健)第163-501 令和3年1月28日 令和9年2月28日 昭和35年1月3日
000028 7000098836 主婦の店おかずや 668-0221 豊岡市出石町町分５５－１ 796522200 魚介類販売業 一般 西田 勝秋 但馬(豊健)第178-502 令和3年5月6日 令和9年5月31日 昭和57年5月17日
000028 7000098847 いしの精肉店 668-0221 豊岡市出石町町分４０－３ 796523531 食肉販売業 一般 石野 竜治 但馬(豊健)第176-533 令和3年2月19日 令和9年2月28日 昭和57年2月23日
000028 7000098848 主婦の店おかずや 668-0221 豊岡市出石町町分５５－１ 796522200 食肉販売業 一般 西田 勝秋 但馬(豊健)第176-502 令和3年5月6日 令和9年5月31日 昭和57年5月17日
000028 7000098859 出石そば仙石 668-0221 豊岡市出石町町分３８１－１ 796526131 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 齋藤 久文 但馬(豊健)第150-511 平成30年4月26日 令和6年5月31日 昭和62年4月27日
000028 7000098872 ウィンブルドン 668-0263 豊岡市出石町福住１２１７－１ 796522871 飲食店営業(3)旅館 一般 村尾 弘己 但馬(豊健)第183-504 令和2年4月28日 令和8年5月31日 昭和63年5月9日
000028 7000098889 よしむら 668-0232 豊岡市出石町宵田２２ 796522244 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉村 妙子 但馬(豊健)第190-542 令和4年5月17日 令和10年5月31日 令和4年5月17日
000028 7000098900 大将軍 668-0221 豊岡市出石町町分１８９ 796524698 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大川 孝充 但馬(豊健)第150-640 平成30年2月6日 令和6年2月29日 平成3年12月7日
000028 7000098908 正覚　田中屋 668-0224 豊岡市出石町本町９７ 796522048 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 覚 但馬(豊健)第190-536 令和4年5月12日 令和10年5月31日 令和4年5月12日
000028 7000098909 ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸﾃﾞﾊﾞｲｽｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱  回路部品ディビジョン 668-0209 豊岡市出石町田多地１ 796523181 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社第一食品 代表取締役 小宮 仁 577-0066 大阪府東大阪市高井田本通４丁目１番５号 667838181 但馬(豊健)第150-510 平成30年4月26日 令和6年5月31日 平成4年5月7日
000028 7000098910 ㈱ふじや出石工場 668-0204 豊岡市出石町宮内４１９ 796525530 菓子製造業 一般 株式会社ふじや 代表取締役 島影 寛美 550-0014 大阪府大阪市西区北堀江１－４－１２ 665322481 但馬(豊健)第152-506 平成30年7月30日 令和7年8月31日 平成4年8月17日
000028 7000098911 狩野牧場 668-0207 豊岡市出石町伊豆７８８ 796523783 菓子製造業 一般 狩野 茂樹 但馬(豊健)第152-519 令和1年11月26日 令和7年11月30日 平成4年9月5日
000028 7000098912 狩野牧場 668-0207 豊岡市出石町伊豆７８８ 796523783 アイスクリーム類製造業 一般 狩野 茂樹 但馬(豊健)第169-506 令和1年11月26日 令和7年11月30日 平成4年9月5日
000028 7000098921 フリーダム 668-0221 豊岡市出石町町分１５０－４ 796525890 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷村 泉 但馬(豊健)第150-511 令和2年4月28日 令和8年5月31日 平成5年4月30日
000028 7000098931 株式会社田中屋食品 668-0221 豊岡市出石町町分６６ 796522128 めん類製造業 一般 株式会社田中屋食品 代表取締役 田中 藤一郎 668-0217 兵庫県豊岡市出石町東條１２９ 796522128 但馬(豊健)第166-501 令和2年11月5日 令和8年11月30日 平成5年9月30日
000028 7000098932 パピヨン 668-0241 豊岡市出石町寺坂４４６－１ 796525273 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 伊藤 晴美 但馬(豊健)第150-642 令和2年11月25日 令和8年11月30日 平成5年9月30日
000028 7000098933 そば処　南枝 668-0256 豊岡市出石町小人７０－１ 796526311 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大倉 静江 但馬(豊健)第150-647 令和2年11月25日 令和8年11月30日 平成5年11月11日
000028 7000098956 りんどう 668-0221 豊岡市出石町町分１２９－６ 796526230 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中嶌 喜誉子 但馬(豊健)第150-644 令和2年11月25日 令和8年11月30日 平成6年10月4日
000028 7000098975 ㈲いずし麺業 668-0263 豊岡市出石町福住３１２－１ 796526420 めん類製造業 一般 有限会社いずし麺業 代表取締役 藤﨑 洋子 668-0263 兵庫県豊岡市出石町福住３１２－１ 796526420 但馬(豊健)第166-501 令和2年2月12日 令和8年2月28日 平成7年12月20日
000028 7000098976 床尾 668-0241 豊岡市出石町寺坂４４８－１ 796524772 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山根 福子 但馬(豊健)第150-551 令和2年5月29日 令和8年5月31日 平成8年3月26日
000028 7000098977 サッポロ 668-0233 豊岡市出石町田結庄３４ 796522147 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田原 公子 但馬(豊健)第150-509 令和2年4月28日 令和8年5月31日 平成8年4月18日
000028 7000098978 そば処花山寺　宿坊 668-0263 豊岡市出石町福住１２１７－１ 796526868 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 村尾 弘己 但馬(豊健)第150-507 令和2年4月28日 令和8年5月31日 平成8年4月19日
000028 7000098987 法善寺あられ出石工場 668-0204 豊岡市出石町宮内４１９ 796526344 菓子製造業 一般 株式会社法善寺あられ 代表取締役 島影 寛美 550-0014 大阪府大阪市西区北堀江１－４－１２ 665322481 但馬(豊健)第152-515 平成29年10月26日 令和6年11月30日 平成8年10月11日
000028 7000098993 但馬の郷 668-0223 豊岡市出石町鉄砲１９－１ 796522111 食肉製品製造業 一般 株式会社　但馬の郷 代表取締役 植野 仁志 668-0223 兵庫県豊岡市出石町鉄砲１９－１ 796522111 但馬(豊健)第177-501 令和2年11月20日 令和8年11月30日 平成8年11月22日
000028 7000099032 そば庄 668-0223 豊岡市出石町鉄砲２７－１３ 796525479 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　そば庄 代表取締役 川原 千尋 668-0232 兵庫県豊岡市出石町宵田１２９ 796522432 但馬(豊健)第150-588 令和2年8月14日 令和8年8月31日 平成10年7月27日
000028 7000099038 フレッシュバザール出石店 668-0221 豊岡市出石町町分３９１－２４ 796532501 食肉販売業 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第176-504 令和1年7月24日 令和8年8月31日 平成10年7月28日
000028 7000099050 郷土蕎麦　一鶴 668-0263 豊岡市出石町福住字上清水１９１－１ 796526655 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川見 啓介 但馬(豊健)第150-614 平成30年11月14日 令和5年11月30日 平成10年10月20日
000028 7000099055 みくら 668-0256 豊岡市出石町小人１２９－１９ 796522133 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社みくら 代表取締役 武田 光弘 668-0256 兵庫県豊岡市出石町小人１２９－１９ 796522133 但馬(豊健)第190-659 令和5年2月9日 令和11年2月28日 令和5年2月9日
000028 7000099057 出石まちづくり公社 668-0214 豊岡市出石町（観光センター前） 796526045 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社出石まちづくり公社 代表取締役 大橋 直人 668-0214 兵庫県豊岡市出石町内町１０４－７ 796526045 但馬(豊健)第150-665 平成31年2月27日 令和6年2月29日 平成11年2月8日
000028 7000099060 出石城山ガーデン 668-0214 豊岡市出石町内町８３ 796527530 飲食店営業(4)その他 一般 出石城山ビール株式会社 代表取締役 奥村 忠俊 668-0214 兵庫県豊岡市出石町内町８３ 796527530 但馬(豊健)第190-517 令和5年4月27日 令和11年5月31日 令和5年4月27日
000028 7000099061 大手門　内堀店 668-0214 豊岡市出石町内町１０４ 796526435 菓子製造業 一般 加藤 正和 但馬(豊健)第192-502 令和5年4月24日 令和11年5月31日 令和5年4月24日
000028 7000099066 田吾作 668-0225 豊岡市出石町八木３８－２ 796526968 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大字 健一 但馬(豊健)第150-565 平成29年8月10日 令和5年8月31日 平成11年7月27日
000028 7000099067 田吾作 668-0225 豊岡市出石町八木３８－２ 796526968 菓子製造業 一般 大字 健一 但馬(豊健)第152-511 平成29年8月10日 令和5年8月31日 平成11年7月27日
000028 7000099076 唐仙坊 668-0263 豊岡市出石町福住１９８－１ 796526890 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 滝本 昌 但馬(豊健)第150-655 平成30年2月26日 令和6年2月29日 平成12年1月21日
000028 7000099079 大黒屋 668-0214 豊岡市出石町内町８４－４ 796520128 喫茶店営業 一般 有限会社　みくら 代表取締役 武田 光弘 668-0256 兵庫県豊岡市出石町小人１２９－１９ 796522133 但馬(豊健)第151-521 平成30年2月6日 令和6年2月29日 平成12年2月28日
000028 7000099080 大黒屋 668-0214 豊岡市出石町内町８４－４ 796520128 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 有限会社　みくら 代表取締役 武田 光弘 668-0256 兵庫県豊岡市出石町小人１２９－１９ 796522133 但馬(豊健)第169-507 令和2年1月29日 令和7年2月28日 平成12年2月28日
000028 7000099081 有限会社　湖月堂 668-0233 豊岡市出石町田結庄３４－１ 796522154 菓子製造業 一般 有限会社湖月堂 代表取締役 石田 安彦 668-0233 兵庫県豊岡市出石町田結庄３４－１ 796522154 但馬(豊健)第152-525 平成30年1月17日 令和6年2月29日 平成12年2月28日
000028 7000099084 株式会社出石まちづくり公社　和カフェ 668-0214 豊岡市出石町内町１０４－７ 796523223 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社出石まちづくり公社 代表取締役 大橋 直人 668-0214 兵庫県豊岡市出石町内町１０４－７ 796526045 但馬(豊健)第169-504 令和2年5月19日 令和7年5月31日 平成12年3月17日
000028 7000099087 ファーストフードリンドウ 668-0214 豊岡市出石町内町５６－１ 796520377 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 中嶌 喜誉子 但馬(豊健)第169-506 令和2年5月25日 令和7年5月31日 平成12年4月7日
000028 7000099096 夜店１班 000-0000 豊岡市出石町八木 飲食店営業(4)その他 露店 山口 進 但馬(豊健)第150-587 令和2年8月14日 令和7年8月31日 平成12年7月28日
000028 7000099100 そばつづり 668-0214 豊岡市出石町内町８３ 796527530 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 出石城山ビール株式会社 代表取締役 奥村 忠俊 668-0214 兵庫県豊岡市出石町内町８３ 796527530 但馬(豊健)第150-621 平成30年11月21日 令和6年11月30日 平成12年10月25日
000028 7000099110 居酒屋ちょっと 668-0221 豊岡市出石町町分１９１－１ 796532330 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 古田 正夫 但馬(豊健)第150-638 平成31年2月7日 令和7年2月28日 平成12年12月27日
000028 7000099124 ぽっと＆ｐｏｔ 668-0302 豊岡市但東町矢根８２４－１ 796540950 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ぽっと 代表取締役 浮田 一之 668-0302 兵庫県豊岡市但東町矢根８２４－１ 796540950 但馬(豊健)第190-637 令和4年2月14日 令和10年2月29日 令和4年2月14日



000028 7000099128 そば一 668-0312 豊岡市但東町南尾１３５ 796540843 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 渡邉 一義 但馬(豊健)第150-559 平成30年7月31日 令和6年8月31日 昭和62年7月30日
000028 7000099135 赤花そばの郷農事組合法人 668-0352 豊岡市但東町赤花１５９－１ 796560081 めん類製造業 一般 本田 光子 但馬(豊健)第166-502 平成29年8月10日 令和5年8月31日 平成3年8月28日
000028 7000099136 ふるさととうふ株式会社 668-0364 豊岡市但東町佐田５５１ 796550011 豆腐製造業 一般 ふるさととうふ株式会社 代表取締役 中村 博信 668-0364 兵庫県豊岡市但東町佐田５５１ 796550011 但馬(豊健)第164-502 平成30年2月26日 令和6年2月29日 平成3年12月27日
000028 7000099154 赤花そばの郷農事組合法人 668-0352 豊岡市但東町赤花１５９－１ 796560081 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 本田 光子 但馬(豊健)第190-501 令和3年7月20日 令和9年8月31日 令和3年7月20日
000028 7000099166 入船 668-0335 豊岡市但東町太田３１６－１ 796560118 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 澤田 一法 但馬(豊健)第150-520 令和2年5月8日 令和8年5月31日 平成8年3月4日
000028 7000099167 入船 668-0335 豊岡市但東町太田３１６－１ 796560118 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 澤田 一法 但馬(豊健)第150-527 令和1年5月21日 令和7年5月31日 平成8年3月4日
000028 7000099174 ㈲ふたばや 668-0345 豊岡市但東町中山８０５ 796560335 魚介類販売業 一般 有限会社ふたばや 代表取締役 福田 俊文 668-0345 兵庫県豊岡市但東町中山８０５ 796560335 但馬(豊健)第178-508 令和3年5月24日 令和9年5月31日 平成9年4月2日
000028 7000099175 ㈲ふたばや 668-0345 豊岡市但東町中山８０５ 796560335 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ふたばや 代表取締役 福田 俊文 668-0345 兵庫県豊岡市但東町中山８０５ 796560335 但馬(豊健)第150-533 令和3年5月24日 令和9年5月31日 平成9年4月2日
000028 7000099191 よもぎの森 668-0361 豊岡市但東町正法寺２４９ 796540327 菓子製造業 一般 数森 美智子 但馬(豊健)第192-522 令和5年2月6日 令和10年2月29日 令和5年2月6日
000028 7000099192 農村体験館　八平 668-0352 豊岡市但東町赤花５７２－１ 796561116 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社　農村体験館八平 代表取締役 能勢 勇 668-0352 兵庫県豊岡市但東町赤花５７２－１ 796561116 但馬(豊健)第217-550 令和4年2月4日 令和10年2月29日 令和4年2月4日
000028 7000099193 食工房　八平 668-0352 豊岡市但東町赤花５７２－１ 796561116 麺類製造業 一般 有限会社　農村体験館八平 代表取締役 能勢 勇 668-0352 兵庫県豊岡市但東町赤花５７２－１ 796561116 但馬(豊健)第203-503 令和4年2月4日 令和10年2月29日 令和4年2月4日
000028 7000099195 食工房　八平 668-0352 豊岡市但東町赤花５７２－１ 796561116 菓子製造業 一般 有限会社　農村体験館八平 代表取締役 能勢 勇 668-0352 兵庫県豊岡市但東町赤花５７２－１ 796561116 但馬(豊健)第192-518 令和4年2月4日 令和10年2月29日 令和4年2月4日
000028 7000099205 蟹かや水産 668-0313 豊岡市但東町出合市場長通２３４－１ 796540803 魚介類販売業 一般 有限会社蟹かや水産 代表取締役 加悦 博 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１４０ 796361200 但馬(豊健)第178-515 平成30年5月30日 令和6年5月31日 平成12年5月23日
000028 7000099309 わたぬき 669-5311 豊岡市日高町日置９５１ 796420040 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 綿貫 祥一 但馬(豊健)第150-510 令和1年5月7日 令和7年5月31日 平成13年4月3日
000028 7000099310 カフェレスト　ボーイ 669-6124 豊岡市気比４５２８番地 796283394 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 和広 但馬(豊健)第150-525 平成30年5月14日 令和6年5月31日 平成13年4月4日
000028 7000099324 谷間そば 669-6344 豊岡市竹野町椒９００ 796480439 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 こずゑ 但馬(豊健)第150-507 令和1年5月8日 令和7年5月31日 平成13年4月27日
000028 7000099344 うな幸 668-0032 豊岡市千代田町３－６ 796245157 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小路 長 但馬(豊健)第150-523 令和1年5月20日 令和7年5月31日 平成13年5月16日
000028 7000099351 一力商店 669-5311 豊岡市日高町日置４４－８ 796420176 魚介類販売業 一般 北村 義行 但馬(豊健)第178-508 令和1年5月7日 令和7年5月31日 平成13年5月23日
000028 7000099365 カドヤ食品株式会社 668-0013 豊岡市中陰３４３ 796225197 魚介類販売業 一般 カドヤ食品株式会社 代表取締役 角谷 英樹 668-0013 兵庫県豊岡市中陰３４３ 796225197 但馬(豊健)第178-512 令和1年8月1日 令和7年8月31日 平成13年6月5日
000028 7000099372 居酒屋味吉 668-0021 豊岡市泉町５－１２ 796241795 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高島 美行 但馬(豊健)第150-555 令和1年8月22日 令和7年8月31日 平成13年6月29日
000028 7000099374 伊賀屋 669-6101 豊岡市城崎町湯島５２９ 796322657 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 有限会社伊賀屋 代表取締役 伊賀 裕晃 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島５２９ 796322657 但馬(豊健)第190-546 令和3年8月19日 令和9年8月31日 令和3年8月19日
000028 7000099376 たくろう 669-5311 豊岡市日高町日置２２－２９サンロード一番街 796421544 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 嶋田 博文 但馬(豊健)第150-558 令和1年8月23日 令和7年8月31日 平成13年6月29日
000028 7000099387 Ｒｅ．風連 669-5325 豊岡市日高町堀１８９－１ 796425554 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 関貫 淑子 但馬(豊健)第150-536 令和1年7月23日 令和7年8月31日 平成13年7月25日
000028 7000099389 かや荘 669-6546 美方郡香美町香住区七日市１０２ 796361482 飲食店営業(3)旅館 一般 加悦 隆 但馬(豊健)第183-532 平成29年8月22日 令和5年8月31日 平成13年7月25日
000028 7000099391 御食事処　白木屋　早田 669-5341 豊岡市日高町国分寺２６０ 796422442 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 早田 度 但馬(豊健)第150-552 令和1年8月7日 令和7年8月31日 平成13年7月27日
000028 7000099397 泉山鮮魚店 669-6101 豊岡市城崎町湯島１１２ 796323671 飲食店営業(4)その他 一般 家﨑 恭子 但馬(豊健)第150-538 令和1年7月24日 令和7年8月31日 平成13年8月10日
000028 7000099410 九兵衛 669-6331 豊岡市竹野町坊岡２１８－１、２１９、２２４、２２５－１ 796480222 飲食店営業(3)旅館 一般 宇野 輝代光 但馬(豊健)第183-542 令和1年11月26日 令和7年11月30日 平成13年9月7日
000028 7000099432 ばらっど 668-0033 豊岡市中央町１０－３０ 796247937 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 本田 喜一 但馬(豊健)第150-564 令和1年10月21日 令和7年11月30日 平成13年10月10日
000028 7000099437 いろりの宿　はまな 669-6404 美方郡香美町香住区相谷字金山１１５－１、３、４ 796380192 飲食店営業(3)旅館 一般 濱名 正明 但馬(豊健)第183-533 令和1年11月8日 令和7年11月30日 平成13年10月19日
000028 7000099443 かどや 669-6402 美方郡香美町香住区訓谷３１９ 796380113 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社かどや 今井 学 669-6402 兵庫県美方郡香美町香住区訓谷３１９ 796380113 但馬(豊健)第183-527 令和1年10月25日 令和7年11月30日 平成13年10月19日
000028 7000099444 食事処　かどや別館 669-6402 美方郡香美町香住区訓谷３１８ 796380113 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社かどや 今井 学 669-6402 兵庫県美方郡香美町香住区訓谷３１９ 796380113 但馬(豊健)第150-568 令和1年10月25日 令和7年11月30日 平成13年10月19日
000028 7000099446 西垣豆腐店 668-0842 豊岡市中郷１６５７ 796233061 豆腐製造業 一般 西垣 光也 但馬(豊健)第164-502 平成30年11月16日 令和5年11月30日 平成13年10月22日
000028 7000099447 より路 669-6564 美方郡香美町香住区下浜９６６ 796361619 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 濵本 満子 但馬(豊健)第150-561 令和1年10月18日 令和7年11月30日 平成13年10月26日
000028 7000099474 四季之宿　鶴（KAKU） 669-6402 美方郡香美町香住区訓谷２０９－３ 796381030 飲食店営業(3)旅館 一般 濵上 周吉 但馬(豊健)第183-534 令和1年11月8日 令和7年11月30日 平成13年11月22日
000028 7000099517 仕出し　居酒屋　きしもと 668-0207 豊岡市出石町伊豆５１０－２ 796524325 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岸本 晋弥 但馬(豊健)第150-607 令和2年1月29日 令和8年2月28日 平成14年1月9日
000028 7000099519 株式会社トキワ(ワイン工場） 669-6553 美方郡香美町香住区三谷７３５ 796364001 酒類製造業 一般 株式会社トキワ 代表取締役 柴崎 明郎 669-6553 兵庫県美方郡香美町香住区三谷７３５ 796364001 但馬(豊健)第163-502 令和2年2月14日 令和8年2月28日 平成14年1月9日
000028 7000099538 ナイトラウンジ花吹雪 669-6101 豊岡市城崎町湯島８８０－１ 796322611 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　川口屋城崎リバーサイドホテル 代表取締役 垣谷 託司 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島８８０－１ 796322611 但馬(豊健)第150-598 令和2年1月23日 令和8年2月28日 平成14年2月14日
000028 7000099547 株式会社トキワ 669-6553 美方郡香美町香住区三谷７３５ 796364001 醤油製造業 一般 株式会社トキワ 代表取締役 柴崎 明郎 669-6553 兵庫県美方郡香美町香住区三谷７３５ 796364001 但馬(豊健)第161-501 令和2年2月14日 令和9年2月28日 平成14年2月22日
000028 7000099548 株式会社トキワ 669-6553 美方郡香美町香住区三谷７３５ 796364001 かん詰又はびん詰食品製造業 一般 株式会社トキワ 代表取締役 柴崎 明郎 669-6553 兵庫県美方郡香美町香住区三谷７３５ 796364001 但馬(豊健)第167-501 令和2年2月14日 令和9年2月28日 平成14年2月22日
000028 7000099550 民宿とみや 669-5372 豊岡市日高町栗栖野９０１－１ 796450107 飲食店営業(3)旅館 一般 和多田 臣克 但馬(豊健)第183-553 令和2年2月5日 令和8年2月28日 平成14年2月28日
000028 7000101222 てらだ農園 668-0204 豊岡市出石町宮内４５２－７ 796524403 納豆製造業 一般 寺田 正文 但馬(豊健)第165-501 令和2年5月25日 令和8年5月31日 平成14年3月28日
000028 7000101226 豊岡市立日高農林産物加工研修所 669-5302 豊岡市日高町岩中１０２番地の１ 796451331 菓子製造業 一般 株式会社日高振興公社 代表取締役 岡森 且哉 669-5372 兵庫県豊岡市日高町栗栖野５９－１３ 796451331 但馬(豊健)第152-509 令和2年5月26日 令和8年5月31日 平成14年4月4日
000028 7000101228 豊岡市立日高農林産物加工研修所 669-5302 豊岡市日高町岩中１０２番地の１ 796451331 かん詰又はびん詰食品製造業 一般 株式会社日高振興公社 代表取締役 岡森 且哉 669-5372 兵庫県豊岡市日高町栗栖野５９－１３ 796451331 但馬(豊健)第167-501 令和2年5月26日 令和8年5月31日 平成14年4月4日
000028 7000101229 豊岡市立日高農林産物加工研修所 669-5302 豊岡市日高町岩中１０２番地の１ 796451331 そうざい製造業 一般 株式会社日高振興公社 代表取締役 岡森 且哉 669-5372 兵庫県豊岡市日高町栗栖野５９－１３ 796451331 但馬(豊健)第158-505 令和2年5月26日 令和8年5月31日 平成14年4月4日
000028 7000101233 紺屋 668-0046 豊岡市立野町１９－８ 796240735 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 細田 優 但馬(豊健)第150-538 令和2年5月18日 令和8年5月31日 平成14年4月11日
000028 7000101241 ログ･リゾートかんなべ 669-5373 豊岡市日高町東河内９４１－６ 796451286 飲食店営業(3)旅館 一般 今村 則子 但馬(豊健)第183-513 令和2年5月26日 令和8年5月31日 平成14年4月25日
000028 7000101270 カフェハウス　コロンビア 669-6201 豊岡市竹野町竹野３９９ 796470977 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 守田 まり子 但馬(豊健)第150-533 令和2年5月13日 令和8年5月31日 平成14年4月25日
000028 7000101275 大盛屋 668-0031 豊岡市大手町１－１８ 796231039 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井口 昌夫 但馬(豊健)第150-521 令和2年5月11日 令和8年5月31日 平成14年5月2日
000028 7000101298 祭 668-0024 豊岡市寿町４－７ 796249387 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 安藤 秀樹 但馬(豊健)第150-570 令和2年8月6日 令和8年8月31日 平成14年6月3日
000028 7000101302 株式会社丸近 669-6544 美方郡香美町香住区香住３ 796361338 そうざい製造業 一般 株式会社丸近 代表取締役 上垣 重幸 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住３ 796361338 但馬(豊健)第158-504 令和2年5月18日 令和8年5月31日 平成14年5月30日
000028 7000101320 太右衛門 669-6403 美方郡香美町香住区安木１５０４ 796380466 飲食店営業(3)旅館 一般 松井 和雄 但馬(豊健)第183-536 令和2年8月19日 令和8年8月31日 平成14年7月18日
000028 7000101323 焼き鳥　ＣｏＣＣｏ　こっこ 668-0024 豊岡市寿町２－１７ 796228100 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松原 隆志 但馬(豊健)第150-574 令和2年8月6日 令和8年8月31日 平成14年7月25日
000028 7000101324 とよおか作業所　たこ焼ハウス 668-0027 豊岡市若松町３－１４ 796246200 飲食店営業(4)その他 一般 社会福祉法人とよおか福祉会 理事長 岡本 幹雄 668-0027 兵庫県豊岡市若松町４－１４ 796248655 但馬(豊健)第150-564 令和2年7月31日 令和8年8月31日 平成14年7月25日
000028 7000101325 とよおか作業所　たこ焼ハウス 668-0027 豊岡市若松町３－１４ 796246200 菓子製造業 一般 社会福祉法人とよおか福祉会 理事長 岡本 幹雄 668-0027 兵庫県豊岡市若松町４－１４ 796248655 但馬(豊健)第152-514 令和2年7月31日 令和8年8月31日 平成14年7月25日
000028 7000101339 株式会社日本海フーズ　香住工場 669-6544 美方郡香美町香住区香住１４５２－１ 796361500 魚介類販売業 一般 株式会社日本海フーズ 代表取締役 西川 博文 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１４５２ 796361500 但馬(豊健)第178-528 令和2年8月20日 令和8年8月31日 平成14年8月16日
000028 7000101346 中華　白龍 669-6544 美方郡香美町香住区香住１４５６－１ 796362967 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 浅野 富美夫 但馬(豊健)第150-596 令和2年8月26日 令和8年8月31日 平成14年8月30日
000028 7000101347 日高町農林産物加工研修所 669-5302 豊岡市日高町岩中１０２番地の１ 796451331 みそ製造業 一般 株式会社日高振興公社 代表取締役 岡森 且哉 669-5372 兵庫県豊岡市日高町栗栖野５９－１３ 796451331 但馬(豊健)第160-503 令和2年8月26日 令和8年8月31日 平成14年8月30日
000028 7000101352 有限会社藏林商店 669-6543 美方郡香美町香住区若松５２５ 796360318 魚介類販売業 一般 有限会社藏林商店 代表取締役 藏野 弘之 669-6542 兵庫県美方郡香美町香住区一日市２６０－１ 796360059 但馬(豊健)第178-535 令和2年10月28日 令和8年11月30日 平成14年9月3日
000028 7000101357 ＪＡＲＤＩＮ 669-5345 豊岡市日高町久田谷２７０－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 立田 千歳 但馬(豊健)第150-636 令和2年11月11日 令和8年11月30日 平成14年9月20日
000028 7000101385 佐平治の蔵 669-6543 美方郡香美町香住区若松５５９－１ 796361910 飲食店営業(4)その他 一般 浜本 士朗 但馬(豊健)第150-633 令和2年11月10日 令和8年11月30日 平成14年10月21日
000028 7000101390 民宿　よしおか 669-6124 豊岡市気比３５８５ 796282614 飲食店営業(3)旅館 一般 吉岡 勝彦 但馬(豊健)第183-550 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成14年10月30日
000028 7000101395 株式会社丸近 669-6544 美方郡香美町香住区香住５ 796361338 魚介類販売業 一般 株式会社丸近 代表取締役 上垣 重幸 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住３ 796361338 但馬(豊健)第178-532 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成14年10月31日
000028 7000101396 スナック二輪草 669-6101 豊岡市城崎町湯島１８９ 796322223 飲食店営業(4)その他 一般 川上 敏子 但馬(豊健)第150-640 令和2年11月20日 令和8年11月30日 平成14年10月31日
000028 7000101412 かどや 669-5365 豊岡市日高町十戸野１９－２ 豆腐製造業 一般 下垣 正則 但馬(豊健)第164-502 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成14年11月28日
000028 7000101429 遊魚館加工施設 669-6543 美方郡香美町香住区若松７４８ 796364545 そうざい製造業 一般 但馬漁業協同組合 代表理事組合長 村瀬 晴好 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松７４７ 796361331 但馬(豊健)第158-521 令和3年1月26日 令和9年2月28日 平成14年12月6日
000028 7000101433 スナック　ぽぽ 668-0021 豊岡市泉町１２－１０　味園センター内１Ｆ 796236669 飲食店営業(4)その他 一般 杉本 博美 但馬(豊健)第150-654 令和3年1月26日 令和9年2月28日 平成14年12月20日
000028 7000101439 わか菜 668-0021 豊岡市泉町１１－２０ 796245828 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 池田 陽子 但馬(豊健)第150-655 令和3年1月26日 令和9年2月28日 平成15年1月7日
000028 7000101447 旅館　庵月 669-6564 美方郡香美町香住区下浜字合土６４２－１６４６－１ 796391515 飲食店営業(3)旅館 一般 浜田 章生 但馬(豊健)第183-569 令和3年1月25日 令和9年2月28日 平成15年1月17日
000028 7000101448 669-6334 豊岡市竹野町河内８７３ 796480178 菓子製造業 一般 但馬(豊健)第152-524 令和3年1月29日 令和9年2月28日 平成15年1月21日
000028 7000101475 有限会社尾崎精肉店 669-6543 美方郡香美町香住区若松７４４－１６ 796362929 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社尾崎精肉店 代表取締役 尾崎 寿久 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松７４４－１６ 796362929 但馬(豊健)第150-661 平成31年2月20日 令和6年2月29日 平成15年2月28日
000028 7000101480 本陣　太鼓櫓店 668-0225 豊岡市出石町八木６６－２ 796524440 菓子製造業 一般 株式会社　本陣 代表取締役 中川 政野 668-0246 兵庫県豊岡市出石町日野辺字蔵持７７６－６ 796524459 但馬(豊健)第152-507 令和3年5月24日 令和9年5月31日 平成15年3月13日
000028 7000101483 広島大将 668-0242 豊岡市出石町桐野字下宮畑１１９２－１ 796525919 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 廣瀬 岩男 但馬(豊健)第150-532 令和3年5月24日 令和9年5月31日 平成15年3月13日
000028 7000101486 食工房　八平 668-0352 豊岡市但東町赤花５７２－１ 796561116 豆腐製造業 一般 有限会社　農村体験館八平 代表取締役 能勢 勇 668-0352 兵庫県豊岡市但東町赤花５７２－１ 796561116 但馬(豊健)第164-501 令和3年5月24日 令和9年5月31日 平成15年3月27日
000028 7000101506 まるやま食堂 668-0045 豊岡市城南町４－２１ 796224725 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高橋 正人 但馬(豊健)第150-538 令和3年5月24日 令和9年5月31日 平成15年4月25日
000028 7000101509 朝市広場 669-6101 豊岡市城崎町湯島５８７ 796324166 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ユラク 代表取締役 伊藤 清範 668-0013 兵庫県豊岡市中陰６３９ 796234401 但馬(豊健)第150-516 令和3年4月30日 令和9年5月31日 平成15年5月7日
000028 7000101510 朝市広場 669-6101 豊岡市城崎町湯島５８７ 796324166 魚介類販売業 一般 株式会社ユラク 代表取締役 伊藤 清範 668-0013 兵庫県豊岡市中陰６３９ 796234401 但馬(豊健)第178-504 令和3年4月30日 令和9年5月31日 平成15年5月7日
000028 7000101518 ポコ・ａ・ポコ 668-0241 豊岡市出石町寺坂上川原４４７－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 土野 浩二 但馬(豊健)第150-531 令和3年5月24日 令和9年5月31日 平成15年5月13日
000028 7000101538 竹内商店 669-6544 美方郡香美町香住区香住１５３０ 796360402 魚介類販売業 一般 竹内 修 但馬(豊健)第178-509 令和2年5月14日 令和7年5月31日 平成15年5月30日
000028 7000101539 竹内商店 669-6544 美方郡香美町香住区香住１５３０ 796360402 そうざい製造業 一般 竹内 修 但馬(豊健)第158-503 令和2年5月14日 令和7年5月31日 平成15年5月30日
000028 7000101542 株式会社宿院商店 669-6564 美方郡香美町香住区下浜２８９ 796362488 魚介類販売業 一般 株式会社宿院商店 守本 寛二 667-0131 兵庫県養父市上野１６８－５７ 796641484 但馬(豊健)第178-503 令和3年4月30日 令和9年5月31日 平成15年5月30日
000028 7000101555 休暇村竹野海岸 669-6201 豊岡市竹野町竹野１０４７ 796471511 飲食店営業(3)旅館 一般 一般財団法人休暇村協会 代表理事 小野寺 聡 110-0015 東京都台東区東上野５－１－５ 338458651 但馬(豊健)第217-522 令和4年8月3日 令和11年8月31日 令和4年8月3日
000028 7000101560 スナック　マイウェイ 668-0033 豊岡市中央町１０－２５　中央ビル1Ｆ 796242359 飲食店営業(4)その他 一般 薬丸 たき 但馬(豊健)第190-506 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 7000101576 ふるや物産店 669-6101 豊岡市城崎町湯島４２９ 796322649 飲食店営業(4)その他 一般 古池 晶一 但馬(豊健)第190-530 令和3年8月12日 令和9年8月31日 令和3年8月12日
000028 7000101585 大石屋食堂 668-0031 豊岡市大手町１－２１ 796223098 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田畑 重邦 但馬(豊健)第190-505 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 7000101609 ガンピー穀物倉庫 669-5341 豊岡市日高町国分寺２２８－１ 796425195 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社　ガンピー 代表取締役社長 田中 喜久雄 669-5341 兵庫県豊岡市日高町国分寺字薮の内２１３番地 796425540 但馬(豊健)第150-569 平成30年8月3日 令和5年8月31日 平成15年8月29日
000028 7000101619 ふくちゃん 669-6543 美方郡香美町香住区若松５５３－１ 796362916 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福田 幸夫 但馬(豊健)第190-523 令和3年8月11日 令和9年8月31日 令和3年8月11日
000028 7000101623 フレッシュバザール出石店 668-0221 豊岡市出石町町分３９１－２４ 796532501 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第150-601 平成29年11月14日 令和6年11月30日 平成15年9月8日
000028 7000101624 有限会社増田商店 669-6201 豊岡市竹野町竹野字西道２５５１ 796470709 魚介類販売業 一般 有限会社増田商店 代表取締役 増田 洋一 669-6201 兵庫県豊岡市竹野町竹野字西道２５５１ 796470709 但馬(豊健)第214-508 令和3年11月4日 令和9年11月30日 令和3年11月4日
000028 7000101625 有限会社増田商店 669-6201 豊岡市竹野町竹野字西道２５５１ 796470709 そうざい製造業 一般 有限会社増田商店 代表取締役 増田 洋一 669-6201 兵庫県豊岡市竹野町竹野字西道２５５１ 796470709 但馬(豊健)第195-504 令和3年11月4日 令和9年11月30日 令和3年11月4日
000028 7000101634 香住鶴株式会社 669-6559 美方郡香美町香住区小原６００－２ 796360029 酒類製造業 一般 香住鶴株式会社 代表取締役 福本 和広 669-6545 兵庫県美方郡香美町香住区小原６００－２ 796360029 但馬(豊健)第200-502 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 7000101635 香住鶴株式会社 669-6559 美方郡香美町香住区小原６００－２ 796360029 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 香住鶴株式会社 代表取締役 福本 和広 669-6545 兵庫県美方郡香美町香住区小原６００－２ 796360029 但馬(豊健)第150-592 平成29年10月31日 令和6年11月30日 平成15年9月26日
000028 7000101640 株式会社トキワ(ワイン工場） 669-6553 美方郡香美町香住区三谷７３５ 796364001 菓子製造業 一般 株式会社トキワ 代表取締役 柴崎 明郎 669-6553 兵庫県美方郡香美町香住区三谷７３５ 796364001 但馬(豊健)第192-508 令和3年11月11日 令和9年11月30日 令和3年11月11日
000028 7000101641 Ｊ 668-0032 豊岡市千代田町１１－６ 796245106 飲食店営業(4)その他 一般 中尾 純子 但馬(豊健)第190-602 令和3年11月25日 令和9年11月30日 令和3年11月25日
000028 7000101644 月のしずく 669-6101 豊岡市城崎町湯島字杉皮谷５０３－６、桃島字下住１０２３－５ 796323120 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社かわさき 代表取締役 川崎 紀之 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島５０３－６ 796323120 但馬(豊健)第217-530 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 7000101647 三吉・かに楽座　甲羅戯 669-6431 美方郡香美町香住区浦上字前田１１７２－５他７筆 796370345 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社　三吉 代表取締役 藤原 淳男 669-6431 兵庫県美方郡香美町香住区浦上１２０４ 796370345 但馬(豊健)第217-544 令和3年11月22日 令和9年11月30日 令和3年11月22日
000028 7000101672 喫茶　とよおかの里 668-0862 豊岡市香住１２７２番地 796295533 飲食店営業(4)その他 一般 社会福祉法人尚徳会 理事長 大澤 和弘 668-0862 兵庫県豊岡市香住１２７２番地 796295533 但馬(豊健)第190-606 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 7000101674 喫茶　とよおかの里 668-0862 豊岡市香住１２７２番地 796295533 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 社会福祉法人尚徳会 理事長 大澤 和弘 668-0862 兵庫県豊岡市香住１２７２番地 796295533 但馬(豊健)第169-509 平成30年11月28日 令和5年11月30日 平成15年11月20日
000028 7000101677 住吉商店 669-6433 美方郡香美町香住区沖浦９１５ 796370159 水産製品製造業 一般 住吉 治 但馬(豊健)第216-510 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 7000101701 城崎街道　海の駅 669-6116 豊岡市城崎町上山字粟津１４００－５ 796320050 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 スト－ク株式会社 代表取締役 濱名 幸喜 669-6116 兵庫県豊岡市城崎町上山１４００－５ 796320050 但馬(豊健)第190-645 令和4年2月18日 令和10年2月29日 令和4年2月18日
000028 7000101702 城崎街道　海の駅 669-6116 豊岡市城崎町上山字粟津１４００－５ 796320050 魚介類販売業 一般 スト－ク株式会社 代表取締役 濱名 幸喜 669-6116 兵庫県豊岡市城崎町上山１４００－５ 796320050 但馬(豊健)第214-515 令和4年2月18日 令和10年2月29日 令和4年2月18日
000028 7000101721 周 668-0021 豊岡市泉町１２－１０味園センター１階 飲食店営業(4)その他 一般 井関 周二 但馬(豊健)第190-650 令和4年2月22日 令和10年2月29日 令和4年2月22日
000028 7000101726 京 668-0033 豊岡市中央町５－２７ 796247982 飲食店営業(4)その他 一般 川見 光江 但馬(豊健)第190-523 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 7000101745 なつき 668-0012 豊岡市下陰６７６－６漁珍ビル１Ｆ 796291129 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 夏樹 順 但馬(豊健)第190-506 令和4年4月22日 令和10年5月31日 令和4年4月22日
000028 7000101782 キッチンカフェ・サニー 668-0806 豊岡市森字平津１８８－１ 796248333 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社サニーフーズ 代表取締役 伊﨑 敦史 668-0016 兵庫県豊岡市宮島１６４－１ 796240323 但馬(豊健)第190-537 令和4年5月12日 令和10年5月31日 令和4年5月12日
000028 7000101786 有限会社西村屋 669-6546 美方郡香美町香住区七日市３１－１ 796362342 魚介類販売業 一般 有限会社西村屋 代表取締役 西村 彰 669-6546 兵庫県美方郡香美町香住区七日市３１－１ 796362342 但馬(豊健)第214-506 令和4年5月31日 令和10年5月31日 令和4年5月31日
000028 7000101788 かど家 669-6101 豊岡市城崎町湯島７４４－２ 796322126 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長谷川 克己 但馬(豊健)第190-553 令和4年5月25日 令和10年5月31日 令和4年5月25日
000028 7000101792 たんぽぽ 668-0811 豊岡市鎌田１２６ 796226624 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 真由美 但馬(豊健)第190-532 令和4年5月12日 令和10年5月31日 令和4年5月12日
000028 7000101807 本陣　太鼓櫓店 668-0225 豊岡市出石町八木６６－２ 796524440 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社　本陣 代表取締役 中川 政野 668-0246 兵庫県豊岡市出石町日野辺字蔵持７７６－６ 796524459 但馬(豊健)第169-503 令和1年5月13日 令和6年5月31日 平成16年4月30日
000028 7000101813 旬彩dining　膳 669-6544 美方郡香美町香住区香住８０２－６ 796364387 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小西 泰三 但馬(豊健)第190-543 令和4年5月18日 令和10年5月31日 令和4年5月18日
000028 7000101816 本家かまどや　豊岡ジャパン前店 668-0047 豊岡市三坂町４－４０ 796242345 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社本家かまどや 代表取締役 金原 弘周 651-0097 兵庫県神戸市中央区布引町１－１－５ 782513050 但馬(豊健)第190-528 令和4年5月6日 令和10年5月31日 令和4年5月6日
000028 7000101820 いなば鮮魚 669-6101 豊岡市城崎町湯島２２４番地 796322253 魚介類販売業 一般 有限会社いなば鮮魚 代表取締役 稲葉 智也 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島２２４番地 796322253 但馬(豊健)第214-501 令和4年4月21日 令和10年5月31日 令和4年4月21日
000028 7000101823 マルシ商店 669-6542 美方郡香美町香住区一日市３３６ 魚介類販売業 一般 駒居 賢治 但馬(豊健)第178-511 令和2年5月14日 令和8年5月31日 平成16年5月31日



000028 7000101868 おけしょう鮮魚　駅前店 669-6101 豊岡市城崎町湯島８９ 796324522 魚介類販売業 一般 株式会社おけしょう鮮魚 代表取締役 桶生 裕介 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島１３２ 796324522 但馬(豊健)第214-509 令和4年8月12日 令和10年8月31日 令和4年8月12日
000028 7000101869 おけしょう鮮魚　駅前店 669-6101 豊岡市城崎町湯島８９ 796324522 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社おけしょう鮮魚 代表取締役 桶生 裕介 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島１３２ 796324522 但馬(豊健)第190-578 令和4年8月12日 令和10年8月31日 令和4年8月12日
000028 7000101879 茶茶 668-0804 豊岡市野上５１７－２先 796227880 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 塩見 満 但馬(豊健)第190-565 令和4年8月3日 令和10年8月31日 令和4年8月3日
000028 7000101886 ローソン豊岡城南町店 668-0045 豊岡市城南町１３－１３ 796220118 飲食店営業(4)その他 一般 西田 泰代 但馬(豊健)第150-575 平成30年8月9日 令和7年8月31日 平成16年8月9日
000028 7000101998 山口精肉店 668-0225 豊岡市出石町八木２７－２ 796522066 食肉販売業 一般 山口 進 但馬(豊健)第212-509 令和5年1月31日 令和11年2月28日 令和5年1月31日
000028 7000102000 おでん　まどか 668-0032 豊岡市千代田町４－２５ 796232447 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 秦谷 小百合 但馬(豊健)第190-651 令和5年1月26日 令和11年2月28日 令和5年1月26日
000028 7000102026 有限会社蟹かや水産　竹野店 669-6332 豊岡市竹野町森本１０３９ 796480368 魚介類販売業 一般 有限会社蟹かや水産 代表取締役 加悦 博 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１４０ 796361200 但馬(豊健)第214-521 令和5年2月28日 令和11年2月28日 令和5年2月28日
000028 7000102049 朝市茶屋（たけのこ） 669-6334 豊岡市竹野町河内大谷９３１ 796480178 飲食店営業(4)その他 一般 但馬(豊健)第190-516 令和5年4月27日 令和11年5月31日 令和5年4月27日
000028 7000102067 マルカツ水産株式会社　本社工場  カニ工場 669-6424 美方郡香美町香住区隼人４－２ 796380870 そうざい製造業 一般 マルカツ水産株式会社 代表取締役 谷口 真砂 669-6424 兵庫県美方郡香美町香住区隼人４－２ 796380870 但馬(豊健)第158-504 平成29年4月27日 令和5年5月31日 平成17年3月30日
000028 7000102069 ドライブイン春来 667-1353 美方郡香美町村岡区熊波字高山１１７６ 796950235 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤村 俊彦 但馬(豊健)第150-542 令和2年5月18日 令和8年5月31日 昭和62年5月28日
000028 7000102096 ドライブステーション日本海 667-1368 美方郡香美町村岡区入江１２８５－１ 796950157 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中洞 明 但馬(豊健)第190-653 令和4年2月28日 令和10年2月29日 令和4年2月28日
000028 7000102107 いのこ納豆 667-1302 美方郡香美町村岡区山田１６９６ 796951224 納豆製造業 一般 亥子 光信 但馬(豊健)第165-502 令和2年8月4日 令和8年8月31日 平成5年7月27日
000028 7000102127 三信商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 796821215 飲食店営業(4)その他 露店 門脇 信二 但馬(豊健)第150-522 令和3年5月14日 令和8年5月31日 平成9年3月25日
000028 7000102128 ヒュッテブルンネン 667-1347 美方郡香美町村岡区和池字大澤７０９ 796961187 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社むらおか振興公社 代表取締役 西村 学 667-1347 兵庫県美方郡香美町村岡区和池字大澤７０９ 796981129 但馬(豊健)第150-540 令和3年5月27日 令和9年5月31日 平成9年5月29日
000028 7000102153 大鳳 669-6702 美方郡新温泉町浜坂２３４２ 796821136 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 金 鳳洙 但馬(豊健)第150-625 平成29年11月29日 令和5年11月30日 昭和54年11月19日
000028 7000102158 吾妻 669-6702 美方郡新温泉町浜坂２３３４－１ 796821024 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 古本 裕 但馬(豊健)第150-674 令和3年2月8日 令和8年2月28日 昭和61年2月22日
000028 7000102162 路 669-6701 美方郡新温泉町芦屋３２３－６ 796823191 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宇多 隆 但馬(豊健)第150-503 令和2年4月27日 令和8年5月31日 昭和61年5月28日
000028 7000102163 浜龍 669-6701 美方郡新温泉町芦屋３２３－６ 796823191 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宇多 隆 但馬(豊健)第150-502 令和2年4月27日 令和8年5月31日 昭和61年5月28日
000028 7000102176 寿し吉 669-6714 美方郡新温泉町芦屋字中池１４２－１ 796824119 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 向井 理 但馬(豊健)第150-608 令和2年10月23日 令和8年11月30日 昭和63年10月12日
000028 7000102181 すし亀 669-6702 美方郡新温泉町浜坂２３４７－３ 796821102 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小林 陽次 但馬(豊健)第150-675 令和3年2月8日 令和9年2月28日 平成1年2月22日
000028 7000102193 浜本屋 669-6702 美方郡新温泉町浜坂１４８５－１ 796820001 飲食店営業(3)旅館 一般 髙垣 澄子 但馬(豊健)第183-519 令和2年7月31日 令和8年8月31日 昭和62年8月25日
000028 7000102196 山米 669-6747 美方郡新温泉町三谷字フシ上２２４－１ 796825028 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社山米鮮魚 代表取締役 山本 静夫 669-6702 兵庫県美方郡新温泉町浜坂９２９ 796825028 但馬(豊健)第150-581 平成30年8月10日 令和6年8月31日 昭和62年7月21日
000028 7000102197 下田精肉店 669-6702 美方郡新温泉町浜坂２３４８－２ 796821015 飲食店営業(4)その他 一般 下田 良一 但馬(豊健)第150-650 平成31年2月19日 令和7年2月28日 昭和63年1月19日
000028 7000102198 宇野鮮魚店 669-6702 美方郡新温泉町浜坂１９７０－１ 796821383 水産製品製造業 一般 宇野 幸雄 但馬(豊健)第216-504 令和4年5月25日 令和10年5月31日 令和4年5月25日
000028 7000102201 松岡月見堂 669-6702 美方郡新温泉町浜坂２３４１ 796821427 菓子製造業 一般 松岡 尚正 但馬(豊健)第152-514 令和1年11月8日 令和7年11月30日 昭和61年11月21日
000028 7000102202 泉屋 669-6702 美方郡新温泉町浜坂２６６６－１ 796821553 菓子製造業 一般 小林 正吉 但馬(豊健)第152-502 令和2年5月1日 令和8年5月31日 昭和62年5月28日
000028 7000102207 宇野鮮魚店 669-6702 美方郡新温泉町浜坂１９７０－１ 796821383 魚介類販売業 一般 宇野 幸雄 但馬(豊健)第178-516 令和1年8月19日 令和7年8月31日 昭和61年8月30日
000028 7000102208 山米 669-6747 美方郡新温泉町三谷字フシ上２２４－１ 796825028 魚介類販売業 一般 有限会社山米鮮魚 代表取締役 山本 静夫 669-6702 兵庫県美方郡新温泉町浜坂９２９ 796825028 但馬(豊健)第178-524 平成30年8月10日 令和6年8月31日 昭和62年7月21日
000028 7000102211 本所荷捌所 669-6701 美方郡新温泉町芦屋６６２番地先 796823020 魚介類せり売営業 一般 浜坂漁業協同組合 代表理事組合長 川越 一男 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋６６３－１ 796823020 但馬(豊健)第179-501 平成30年5月17日 令和6年5月31日 昭和60年5月17日
000028 7000102212 浜坂漁協新卸売市場（第2市場） 669-6701 美方郡新温泉町芦屋６６２番地先 796823020 魚介類せり売営業 一般 浜坂漁業協同組合 代表理事組合長 川越 一男 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋６６３－１ 796823020 但馬(豊健)第179-501 令和2年5月1日 令和8年5月31日 昭和61年5月29日
000028 7000102213 三信商店 669-6702 美方郡新温泉町浜坂１３３９－２ 796821215 魚肉ねり製品製造業 一般 門脇 信二 但馬(豊健)第180-501 平成30年5月17日 令和6年5月31日 昭和60年5月16日
000028 7000102243 株式会社たじみや 669-6701 美方郡新温泉町芦屋４５１ 796823011 水産製品製造業 一般 株式会社たじみや 代表取締役 山本 達也 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋４５１ 796823011 但馬(豊健)第216-520 令和4年2月10日 令和10年2月29日 令和4年2月10日
000028 7000102256 日本海 669-6701 美方郡新温泉町芦屋字園４０３ 796823206 飲食店営業(3)旅館 一般 宮崎 良彦 但馬(豊健)第217-538 令和3年11月11日 令和9年11月30日 令和3年11月11日
000028 7000102257 ㈲別館カワナツ 669-6702 美方郡新温泉町浜坂２８５４－１ 796823388 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社　別館カワナツ 代表取締役 川夏 博志 669-6702 兵庫県美方郡新温泉町浜坂２８５４－１ 796823388 但馬(豊健)第183-518 令和2年7月31日 令和8年8月31日 平成5年7月2日
000028 7000102258 浜坂漁業協同組合 669-6714 美方郡新温泉町芦屋６６３－１ 796823020 魚介類販売業 一般 浜坂漁業協同組合 代表理事組合長 川越 一男 669-6714 兵庫県美方郡新温泉町芦屋６６３－１ 796823020 但馬(豊健)第178-523 令和2年8月11日 令和8年8月31日 平成5年8月30日
000028 7000102262 但馬ビーフはまだ 669-6702 美方郡新温泉町浜坂１１８１－１ 796821380 食肉販売業 一般 濵田 俊男 但馬(豊健)第176-523 令和3年1月28日 令和9年2月28日 平成3年12月17日
000028 7000102263 但馬ビーフはまだ 669-6702 美方郡新温泉町浜坂１１８１－１ 796821380 飲食店営業(4)その他 一般 濵田 俊男 但馬(豊健)第150-652 令和3年1月28日 令和9年2月28日 平成3年12月17日
000028 7000102265 ㈲下田鮮魚店 669-6702 美方郡新温泉町浜坂１６９６－５ 796823768 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社下田鮮魚店 代表取締役 下田 聖治 669-6702 兵庫県美方郡新温泉町浜坂１６９６－５ 796823768 但馬(豊健)第150-670 令和3年2月4日 令和9年2月28日 平成4年2月7日
000028 7000102266 ㈲下田鮮魚店 669-6702 美方郡新温泉町浜坂１６９６－５ 796823768 魚介類販売業 一般 有限会社下田鮮魚店 代表取締役 下田 聖治 669-6702 兵庫県美方郡新温泉町浜坂１６９６－５ 796823768 但馬(豊健)第178-557 令和3年2月4日 令和9年2月28日 平成4年2月7日
000028 7000102267 但馬ビーフはまだ 669-6702 美方郡新温泉町浜坂１１８１－１ 796821503 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 濵田 俊男 但馬(豊健)第150-651 令和3年1月28日 令和9年2月28日 平成4年2月25日
000028 7000102268 スナックモア 669-6714 美方郡新温泉町芦屋１３４－１ 796825278 飲食店営業(4)その他 一般 森山 あけみ 但馬(豊健)第150-535 令和2年5月18日 令和7年5月31日 平成4年5月6日
000028 7000102269 有限会社オトノ商店 669-6701 美方郡新温泉町芦屋地内 796821550 魚肉ねり製品製造業 一般 有限会社オトノ商店 代表取締役 乙野 宇一 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋５３２ 796821550 但馬(豊健)第180-501 令和3年4月26日 令和9年5月31日 平成4年5月23日
000028 7000102273 住田屋商店 669-6702 美方郡新温泉町浜坂１０６７ 796821903 豆腐製造業 一般 石原 照彦 但馬(豊健)第164-501 令和2年10月23日 令和8年11月30日 平成4年10月3日
000028 7000102274 浜石 669-6714 美方郡新温泉町芦屋字浜岡７６４－１ 796820724 飲食店営業(3)旅館 一般 濱田 すみ子 但馬(豊健)第217-539 令和3年11月11日 令和9年11月30日 令和3年11月11日
000028 7000102277 みさきや 669-6702 美方郡新温泉町浜坂１３４１－２ 796821089 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 門脇 涼一 但馬(豊健)第190-636 令和4年2月14日 令和10年2月29日 令和4年2月14日
000028 7000102278 株式会社マルワ渡辺水産 669-6714 美方郡新温泉町芦屋８５３ 796825005 水産製品製造業 一般 株式会社マルワ渡辺水産 代表取締役 渡辺 隆一 669-6714 兵庫県美方郡新温泉町芦屋３６５ 796825005 但馬(豊健)第216-502 令和4年5月17日 令和10年5月31日 令和4年5月17日
000028 7000102286 網元 669-6714 美方郡新温泉町芦屋５１２－１、５１３ 796820733 飲食店営業(3)旅館 一般 松岡 秀明 但馬(豊健)第183-558 平成30年11月28日 令和6年11月30日 平成7年11月2日
000028 7000102287 あかつき商店 669-6702 美方郡新温泉町浜坂２３３５ー１ 796821573 魚介類販売業 一般 山田 満子 但馬(豊健)第178-535 平成30年11月29日 令和5年11月30日 平成7年11月9日
000028 7000102299 緑風荘 669-6702 美方郡新温泉町浜坂２８６４－１ 796820568 飲食店営業(3)旅館 一般 加藤 好顕 但馬(豊健)第183-501 令和3年4月26日 令和9年5月31日 平成9年4月9日
000028 7000102303 ナカケー白川店 669-6702 美方郡新温泉町浜坂字白川７３８ 796822500 魚介類販売業 一般 株式会社ナカケー 代表取締役 仲山 茂生 669-6747 兵庫県美方郡新温泉町浜坂７３８ 796822500 但馬(豊健)第214-502 令和3年7月30日 令和10年8月31日 令和3年7月30日
000028 7000102305 ナカケー白川店 669-6702 美方郡新温泉町浜坂字白川７３８ 796822500 食肉販売業 一般 株式会社ナカケー 代表取締役 仲山 茂生 669-6747 兵庫県美方郡新温泉町浜坂７３８ 796822500 但馬(豊健)第212-501 令和3年7月30日 令和10年8月31日 令和3年7月30日
000028 7000102306 ナカケー白川店 669-6702 美方郡新温泉町浜坂字白川７３８ 796822500 そうざい製造業 一般 株式会社ナカケー 代表取締役 仲山 茂生 669-6747 兵庫県美方郡新温泉町浜坂７３８ 796822500 但馬(豊健)第195-501 令和3年7月30日 令和10年8月31日 令和3年7月30日
000028 7000102315 コーヒーハウスブンブン 669-6702 美方郡新温泉町浜坂字西高見２７１２－１ 796820905 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 但馬(豊健)第190-626 令和4年2月10日 令和10年2月29日 令和4年2月10日
000028 7000102317 海潮館 669-6714 美方郡新温泉町芦屋８５３ 796821525 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社隆栄水産 代表取締役 渡辺 由貴 669-6714 兵庫県美方郡新温泉町芦屋８５３ 796821525 但馬(豊健)第190-541 令和4年5月17日 令和10年5月31日 令和4年5月17日
000028 7000102319 海潮館 669-6714 美方郡新温泉町芦屋８５３ 796821525 水産製品製造業 一般 株式会社隆栄水産 代表取締役 渡辺 由貴 669-6714 兵庫県美方郡新温泉町芦屋８５３ 796821525 但馬(豊健)第216-501 令和4年5月17日 令和10年5月31日 令和4年5月17日
000028 7000102333 荒岩 669-6714 美方郡新温泉町芦屋字西岡２６３－１ 796821420 飲食店営業(3)旅館 一般 但馬(豊健)第183-533 平成29年8月25日 令和5年8月31日 平成11年6月16日
000028 7000102338 味処　浜っ子 669-6702 美方郡新温泉町浜坂２５８０ 796821805 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小西 正治 但馬(豊健)第150-531 平成30年5月17日 令和6年5月31日 平成12年3月7日
000028 7000102341 ビーンズキッチンおかもと 669-6702 美方郡新温泉町浜坂９３１ 796821212 飲食店営業(4)その他 一般 岡本 豊美 但馬(豊健)第150-624 平成30年11月29日 令和6年11月30日 平成12年10月2日
000028 7000102344 海べのおやど丸文 669-6702 美方郡新温泉町浜坂字浜町１５７１ 796820569 飲食店営業(3)旅館 一般 田熊 竜治 但馬(豊健)第183-559 平成30年11月28日 令和6年11月30日 平成12年10月3日
000028 7000102345 ゆかや 669-6702 美方郡新温泉町浜坂１９７２－４ 796821370 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 船岡 俊郎 但馬(豊健)第150-625 平成30年11月29日 令和6年11月30日 平成12年11月22日
000028 7000102348 かれん 669-6702 美方郡新温泉町浜坂字八幡２１４９－３ 796821175 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 君和田 洋子 但馬(豊健)第150-648 平成31年2月19日 令和7年2月28日 平成12年12月15日
000028 7000102349 まつもり 669-6753 美方郡新温泉町諸寄字岡２７７－９ 796823606 飲食店営業(4)その他 一般 松森 早苗 但馬(豊健)第150-629 令和2年2月26日 令和8年2月28日 昭和61年2月21日
000028 7000102353 松森 669-6753 美方郡新温泉町諸寄２７７－９ 796823606 飲食店営業(3)旅館 一般 松森 早苗 但馬(豊健)第183-508 令和2年5月18日 令和8年5月31日 昭和61年5月28日
000028 7000102354 福周旅館 669-6751 美方郡新温泉町居組２０７ 796824012 飲食店営業(3)旅館 一般 西垣 君枝 但馬(豊健)第183-535 令和2年8月24日 令和8年8月31日 昭和61年8月13日
000028 7000102356 なかむら 669-6753 美方郡新温泉町諸寄２６９－２ 796820432 飲食店営業(3)旅館 一般 中村 忠明 但馬(豊健)第183-572 平成30年2月28日 令和6年2月29日 昭和60年2月19日
000028 7000102361 ユースホステル諸寄荘 669-6753 美方郡新温泉町諸寄４６１ 796821279 飲食店営業(3)旅館 一般 中家 妙子 但馬(豊健)第217-508 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 7000102368 フレッシュフードうらき 669-6753 美方郡新温泉町諸寄６６８ 796821559 魚介類販売業 一般 浦木 博 但馬(豊健)第178-559 令和3年2月8日 令和8年2月28日 昭和63年2月1日
000028 7000102369 浜坂漁協諸寄支所 669-6753 美方郡新温泉町諸寄３２２８－２ 796821140 魚介類せり売営業 一般 浜坂漁業協同組合 代表理事組合長 川越 一男 669-6714 兵庫県美方郡新温泉町芦屋６６３－１ 796823020 但馬(豊健)第179-501 平成29年4月28日 令和5年5月31日 平成1年5月31日
000028 7000102371 株式会社森甚商店 669-6753 美方郡新温泉町諸寄４７１ 796821216 魚肉ねり製品製造業 一般 株式会社森甚商店 代表取締役 森塚 久志 669-6753 兵庫県美方郡新温泉町諸寄４７１ 796821216 但馬(豊健)第180-502 平成31年2月20日 令和7年2月28日 昭和61年2月21日
000028 7000102379 フレッシュフードうらき 669-6753 美方郡新温泉町諸寄６６８ 796821559 食肉販売業 一般 浦木 博 但馬(豊健)第176-506 令和1年8月2日 令和7年8月31日 昭和61年8月14日
000028 7000102384 木谷商店 669-6751 美方郡新温泉町居組３１５－２ 796824020 そうざい製造業 一般 木谷 重幸 但馬(豊健)第158-519 平成29年11月29日 令和5年11月30日 昭和59年11月13日
000028 7000102389 濱惣商店 669-6751 美方郡新温泉町居組浜頭３３６ 796823807 そうざい製造業 一般 濱本 惣吉 但馬(豊健)第158-514 令和2年10月23日 令和8年11月30日 昭和62年11月16日
000028 7000102396 河﨑商店 669-6751 美方郡新温泉町居組１９１－８ 796823810 水産製品製造業 一般 河﨑 昌枝 但馬(豊健)第216-521 令和4年2月24日 令和10年2月29日 令和4年2月24日
000028 7000102403 喫茶・軽食　待夢 669-6753 美方郡新温泉町諸寄５０６ 796820526 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷口 美恵 但馬(豊健)第150-626 平成29年11月29日 令和5年11月30日 平成3年10月7日
000028 7000102408 有限会社小林鮮魚店 669-6751 美方郡新温泉町居組１３９－１ 796824175 魚介類販売業 一般 有限会社小林鮮魚店 代表取締役 小林 文成 669-6751 兵庫県美方郡新温泉町居組１３９－１ 796824175 但馬(豊健)第178-507 令和3年5月17日 令和9年5月31日 平成9年5月29日
000028 7000102409 有限会社小林鮮魚店 669-6751 美方郡新温泉町居組１３９－１ 796824175 そうざい製造業 一般 有限会社小林鮮魚店 代表取締役 小林 文成 669-6751 兵庫県美方郡新温泉町居組１３９－１ 796824175 但馬(豊健)第158-505 令和3年5月17日 令和9年5月31日 平成9年5月29日
000028 7000102414 奥沢旅館 669-6741 美方郡新温泉町七釜７４４ 796821580 飲食店営業(3)旅館 一般 奥澤 計男 但馬(豊健)第183-562 平成30年2月9日 令和6年2月29日 昭和60年2月19日
000028 7000102415 清水や 669-6741 美方郡新温泉町七釜７５６ 796821781 飲食店営業(3)旅館 一般 清水 左知子 但馬(豊健)第183-526 令和1年10月21日 令和7年11月30日 昭和60年11月2日
000028 7000102417 みつわ荘 669-6741 美方郡新温泉町七釜字前河原３３０－１ 796821158 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社みつわ荘 代表取締役 上田 昭博 669-6741 兵庫県美方郡新温泉町七釜３３０－１ 796821158 但馬(豊健)第183-517 令和2年7月31日 令和8年8月31日 昭和61年8月13日
000028 7000102421 旅館あさひ荘 669-6741 美方郡新温泉町七釜３３５－１ 796822498 飲食店営業(3)旅館 一般 池水 勇 但馬(豊健)第217-537 令和3年11月10日 令和9年11月30日 令和3年11月10日
000028 7000102429 フジッコ株式会社　浜坂工場 669-6732 美方郡新温泉町福富字定利１７８ 796823181 そうざい製造業 一般 フジッコ株式会社 代表取締役 福井 正一 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町６丁目１３－４ 783035911 但馬(豊健)第158-523 令和3年2月26日 令和9年2月28日 昭和62年2月27日
000028 7000102439 商栄 669-6741 美方郡新温泉町七釜７６７ 796825036 そうざい製造業 一般 有限会社商栄 代表取締役 沼田 秀治 669-6741 兵庫県美方郡新温泉町七釜７６０ 796825023 但馬(豊健)第158-517 令和2年1月28日 令和7年2月28日 平成4年2月28日
000028 7000102441 株式会社　森昌食品 669-6722 美方郡新温泉町高末字要ヶ池７－２４ 796821425 そうざい製造業 一般 株式会社　森昌食品 代表取締役 中井 修 669-6702 兵庫県美方郡新温泉町浜坂２１０１－９ 796824466 但馬(豊健)第158-514 令和1年11月8日 令和7年11月30日 平成4年10月26日
000028 7000102442 料理旅館大田荘 669-6741 美方郡新温泉町七釜３８２ 796822480 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社大田荘 代表取締役 大田 昭彦 669-6741 兵庫県美方郡新温泉町七釜３８２ 796822480 但馬(豊健)第183-516 令和2年7月31日 令和8年8月31日 平成5年7月26日
000028 7000102445 デイリーストアーステップ 669-6731 美方郡新温泉町二日市７４９－１ 796820439 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 宮谷 修次 但馬(豊健)第190-634 令和4年2月14日 令和10年2月29日 令和4年2月14日
000028 7000102446 デイリーストアーステップ 669-6731 美方郡新温泉町二日市７４９－１ 796820439 魚介類販売業 一般 宮谷 修次 但馬(豊健)第214-514 令和4年2月14日 令和10年2月29日 令和4年2月14日
000028 7000102448 デイリーストアーステップ 669-6731 美方郡新温泉町二日市７４９－１ 796820439 食肉販売業 一般 宮谷 修次 但馬(豊健)第176-501 令和3年4月26日 令和9年5月31日 平成5年4月17日
000028 7000102456 七釜荘 669-6741 美方郡新温泉町七釜３３７ 796822458 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社七釜荘 代表取締役 沼田 宏一 669-6741 兵庫県美方郡新温泉町七釜３３７ 796822458 但馬(豊健)第183-564 令和2年11月20日 令和8年11月30日 平成8年10月18日
000028 7000102470 新屋（あたらしや） 669-6722 美方郡新温泉町高末２５６ 796821986 菓子製造業 一般 岡村 安子 但馬(豊健)第152-512 平成30年11月29日 令和6年11月30日 平成12年11月6日
000028 7000102474 喫茶なかむら 669-6741 美方郡新温泉町七釜１１－１ 796821998 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 榊原 正 但馬(豊健)第150-649 平成31年2月19日 令和7年2月28日 平成12年12月14日
000028 7000102476 デ－ジ－ 669-6822 美方郡新温泉町細田５１２－１ 796921962 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福田 寿文 但馬(豊健)第150-533 平成30年5月17日 令和6年5月31日 昭和60年5月16日
000028 7000102482 えびすや食堂 669-6821 美方郡新温泉町湯１３１７－３ 796920657 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中井 明彦 但馬(豊健)第150-550 平成30年5月24日 令和6年5月31日 昭和62年4月22日
000028 7000102483 リフレッシュ館 669-6821 美方郡新温泉町湯１３７１ 796922002 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社温泉町夢公社 代表取締役 猪坂 悦司 669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯１３７１ 796922002 但馬(豊健)第150-592 令和2年8月19日 令和8年8月31日 昭和63年7月19日
000028 7000102486 さんきん旅館 669-6821 美方郡新温泉町湯１２１７ 796920014 飲食店営業(3)旅館 一般 鐘谷 雄三 但馬(豊健)第183-569 平成30年2月22日 令和6年2月29日 昭和60年2月14日
000028 7000102494 にしむら荘 669-6821 美方郡新温泉町湯１１７６ 796920438 飲食店営業(3)旅館 一般 西村 良一 但馬(豊健)第183-590 令和3年2月9日 令和9年2月28日 昭和62年2月18日
000028 7000102499 松岡鮮魚店 669-6821 美方郡新温泉町湯１５４６－１ 796920130 魚介類販売業 一般 松岡 美基男 但馬(豊健)第178-504 令和2年5月1日 令和8年5月31日 昭和61年5月9日
000028 7000102510 ゆむら観光伯雲亭 669-6822 美方郡新温泉町細田５２５ 796920116 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社ゆむら観光伯雲亭 代表取締役 669-6822 兵庫県美方郡新温泉町細田５２５ 796920116 但馬(豊健)第217-510 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 7000102524 佳泉郷井づつや 669-6821 美方郡新温泉町湯１５３５ 796921111 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社井筒屋 代表取締役 丸上 宗慈 669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯１５３５ 796921111 但馬(豊健)第183-561 平成30年2月9日 令和6年2月29日 平成3年12月13日
000028 7000102530 ㈱北村水産 669-6821 美方郡新温泉町湯１１７１ 796920153 魚介類販売業 一般 株式会社北村水産 代表取締役 北村 富一 669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯１１７１ 796920153 但馬(豊健)第178-530 令和1年11月25日 令和7年11月30日 平成4年11月30日
000028 7000102531 ㈱北村水産 669-6821 美方郡新温泉町湯１１７１ 796920153 そうざい製造業 一般 株式会社北村水産 代表取締役 北村 富一 669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯１１７１ 796920153 但馬(豊健)第158-515 令和1年11月25日 令和7年11月30日 平成4年11月30日
000028 7000102533 笑来園 669-6821 美方郡新温泉町湯１３１７－１６ 796920486 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 坂本 亘 但馬(豊健)第150-580 令和2年8月11日 令和8年8月31日 平成5年7月13日
000028 7000102536 但馬ビーフレストラン楓 669-6821 美方郡新温泉町湯１３７１ 796922001 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社温泉町夢公社 代表取締役 猪坂 悦司 669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯１３７１ 796922002 但馬(豊健)第150-628 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成3年10月8日
000028 7000102537 朝野家 669-6821 美方郡新温泉町湯１２６９他２５筆 796921000 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社朝野家 代表取締役 朝野 泰昌 669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯１２６９ 796921000 但馬(豊健)第183-565 令和2年11月20日 令和8年11月30日 平成3年10月15日
000028 7000102560 但馬ビーフはまだ 669-6821 美方郡新温泉町湯８１ 796920080 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社但馬ビーフはまだ 代表取締役 浜田 博己 669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯８１ 796920080 但馬(豊健)第150-572 平成29年8月18日 令和5年8月31日 平成11年7月13日
000028 7000102561 但馬ビーフはまだ 669-6821 美方郡新温泉町湯８１ 796920080 食肉販売業 一般 有限会社但馬ビーフはまだ 代表取締役 浜田 博己 669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯８１ 796920080 但馬(豊健)第176-516 平成29年8月18日 令和5年8月31日 平成11年7月13日
000028 7000102564 壽製菓株式会社　但馬工場 669-6822 美方郡新温泉町細田６－６ 796922366 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 壽製菓株式会社 代表取締役社長 城内 正行 683-0845 鳥取県米子市旗ケ崎２０２８ 859227456 但馬(豊健)第168-503 平成30年5月24日 令和7年5月31日 平成12年4月7日
000028 7000102569 ㈱ナカケー湯村店 669-6831 美方郡新温泉町竹田８５ 796922700 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ナカケー 代表取締役 仲山 茂生 669-6702 兵庫県美方郡新温泉町浜坂７３８ 796922700 但馬(豊健)第150-551 平成30年5月25日 令和6年5月31日 平成12年5月25日
000028 7000102570 ㈱ナカケー湯村店 669-6831 美方郡新温泉町竹田８５ 796922700 魚介類販売業 一般 株式会社ナカケー 代表取締役 仲山 茂生 669-6702 兵庫県美方郡新温泉町浜坂７３８ 796922700 但馬(豊健)第178-513 平成30年5月25日 令和6年5月31日 平成12年5月25日
000028 7000102572 ㈱ナカケー湯村店 669-6831 美方郡新温泉町竹田８５ 796922700 食肉販売業 一般 株式会社ナカケー 代表取締役 仲山 茂生 669-6702 兵庫県美方郡新温泉町浜坂７３８ 796922700 但馬(豊健)第176-512 平成30年5月25日 令和6年5月31日 平成12年5月25日
000028 7000102576 保養所ゆめ春来 669-6821 美方郡新温泉町湯１５６９－６ 796992211 飲食店営業(3)旅館 一般 兵庫県市町村職員共済組合 理事長 福元 昌三 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通４－１６－３ 783210621 但馬(豊健)第183-560 平成30年11月29日 令和6年11月30日 平成12年10月5日
000028 7000102581 宮の下荘 669-6813 美方郡新温泉町丹土１３７ 796920389 飲食店営業(3)旅館 一般 杉岡 詳二 但馬(豊健)第183-573 平成30年2月28日 令和6年2月29日 昭和62年2月25日
000028 7000102588 岩本鮮魚 669-6808 美方郡新温泉町歌長１１４ 796920198 魚介類販売業 一般 岩本 三千子 但馬(豊健)第178-560 令和3年2月10日 令和9年2月28日 昭和62年2月27日



000028 7000102617 力餅 669-6807 美方郡新温泉町春来３３ 796920783 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福井 廣美 但馬(豊健)第150-520 令和3年5月14日 令和9年5月31日 平成9年5月30日
000028 7000102618 力餅 669-6807 美方郡新温泉町春来３３ 796920783 菓子製造業 一般 福井 廣美 但馬(豊健)第152-506 令和3年5月14日 令和9年5月31日 平成9年5月30日
000028 7000102619 レストランふるさと 669-6813 美方郡新温泉町丹土１０３３ 796921005 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社湯村温泉愛宕山観光 代表取締役 西坂 修 669-6813 兵庫県美方郡新温泉町丹土１０３３ 796921005 但馬(豊健)第217-557 令和4年2月15日 令和10年2月29日 令和4年2月15日
000028 7000102630 本多荘 669-6831 美方郡新温泉町竹田３２８－１ 796921298 飲食店営業(3)旅館 一般 本多 敦 但馬(豊健)第217-556 令和5年2月2日 令和11年2月28日 令和5年2月2日
000028 7000102659 宇野商事 669-6801 美方郡新温泉町井土１６－１ジャンボ西村入口 飲食店営業(4)その他 露店 宇野 隆 但馬(豊健)第150-629 令和2年10月30日 令和7年11月30日 平成3年10月25日
000028 7000102668 エル 669-6801 美方郡新温泉町井土１６－１ 796922686 菓子製造業 一般 古川 たまえ 但馬(豊健)第152-510 令和2年5月22日 令和8年5月31日 平成8年4月18日
000028 7000102672 健康公園食堂 669-6821 美方郡新温泉町湯１６８４－５ 796921713 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社温泉町夢公社 代表取締役 猪坂 悦司 669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯１３７１ 796922002 但馬(豊健)第150-530 令和3年5月17日 令和9年5月31日 平成9年3月25日
000028 7000102676 ㈲湯村炊飯センター 669-6831 美方郡新温泉町竹田９４６－１１ 796922582 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社 湯村炊飯センター 代表取締役 大麻 義彦 669-6831 兵庫県美方郡新温泉町竹田９４６－１１ 796922582 但馬(豊健)第150-659 平成31年2月20日 令和7年2月28日 平成13年1月24日
000028 7000102682 ミスタ－ム－ンライト 667-1502 美方郡香美町小代区城山２６６－１ 796972300 飲食店営業(4)その他 一般 岡村 朋子 但馬(豊健)第150-554 令和2年5月26日 令和8年5月31日 平成1年4月27日
000028 7000102684 松田屋 667-1503 美方郡香美町小代区大谷６３４ 796972151 飲食店営業(3)旅館 一般 松田 豊子 但馬(豊健)第150-520 平成30年5月2日 令和6年5月31日 昭和60年5月14日
000028 7000102686 中村荘 667-1502 美方郡香美町小代区城山３４５－１ 796972490 飲食店営業(3)旅館 一般 中村 正直 但馬(豊健)第183-547 平成29年11月22日 令和5年11月30日 昭和60年11月13日
000028 7000102690 中佐屋旅館 667-1503 美方郡香美町小代区大谷５０ 796972018 飲食店営業(3)旅館 一般 中安 基夫 但馬(豊健)第183-528 令和2年8月4日 令和8年8月31日 昭和61年8月19日
000028 7000102691 美方パレス 667-1502 美方郡香美町小代区城山１１ 796972220 飲食店営業(3)旅館 一般 美方パレス株式会社 代表取締役 吉田 範明 667-1502 兵庫県美方郡香美町小代区城山１１ 796972220 但馬(豊健)第183-562 令和2年11月20日 令和8年11月30日 昭和61年11月13日
000028 7000102702 フードショップまとば 667-1503 美方郡香美町小代区大谷２１４ 796972051 魚介類販売業 一般 間戸場 千佳嗣 但馬(豊健)第178-519 令和2年8月6日 令和8年8月31日 昭和61年8月27日
000028 7000102703 チコマート美方店 667-1503 美方郡香美町小代区大谷５１ 796972013 魚介類販売業 一般 吉田 勇 但馬(豊健)第178-520 令和2年8月6日 令和8年8月31日 昭和61年8月27日
000028 7000102721 フードショップまとば 667-1503 美方郡香美町小代区大谷２１４ 796972051 飲食店営業(4)その他 一般 間戸場 千佳嗣 但馬(豊健)第150-648 平成30年2月13日 令和6年2月29日 昭和62年1月20日
000028 7000102731 西日本リゾート観光株式会社 667-1532 美方郡香美町小代区新屋１０２４ 796972297 そうざい製造業 一般 西日本リゾート観光株式会社 代表取締役 石田 信之 667-1532 兵庫県美方郡香美町小代区新屋１０２４ 796972297 但馬(豊健)第158-509 平成29年8月7日 令和5年8月31日 平成4年7月9日
000028 7000102747 あきおか農産加工所 667-1533 美方郡香美町小代区秋岡５６１秋岡集落センター内 796973258 菓子製造業 一般 山本 貴美子 但馬(豊健)第152-526 平成30年1月29日 令和6年2月29日 平成12年2月21日
000028 7000102755 矢田川フィッシングセンタ－ 667-1311 美方郡香美町村岡区村岡中小屋１６５４ 796940652 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小林 正 但馬(豊健)第150-535 平成30年5月16日 令和6年5月31日 昭和61年5月29日
000028 7000102762 かじや旅館 667-1311 美方郡香美町村岡区村岡３００－１ 796940136 飲食店営業(3)旅館 一般 小倉 玲子 但馬(豊健)第183-527 令和2年8月4日 令和8年8月31日 昭和61年8月15日
000028 7000102800 マロニエ浜坂店 669-6702 美方郡新温泉町浜坂字細田２８３－１ 796823860 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松岡 昌弘 但馬(豊健)第150-501 令和3年4月26日 令和9年5月31日 平成4年5月6日
000028 7000102801 マロニエ浜坂店 669-6702 美方郡新温泉町浜坂字細田２８３－１ 796823860 菓子製造業 一般 松岡 昌弘 但馬(豊健)第152-501 令和3年4月26日 令和9年5月31日 平成4年5月6日
000028 7000102804 ナカケー村岡店 667-1321 美方郡香美町村岡区大糠２３０ 796981600 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ナカケー 代表取締役 仲山 茂生 669-6747 兵庫県美方郡新温泉町浜坂７３８ 796822500 但馬(豊健)第190-602 令和4年10月19日 令和10年11月30日 令和4年10月19日
000028 7000102805 ナカケー村岡店 667-1321 美方郡香美町村岡区大糠２３０ 796981600 魚介類販売業 一般 株式会社ナカケー 代表取締役 仲山 茂生 669-6747 兵庫県美方郡新温泉町浜坂７３８ 796822500 但馬(豊健)第214-513 令和4年10月19日 令和10年11月30日 令和4年10月19日
000028 7000102807 ナカケー村岡店 667-1321 美方郡香美町村岡区大糠２３０ 796981600 食肉販売業 一般 株式会社ナカケー 代表取締役 仲山 茂生 669-6747 兵庫県美方郡新温泉町浜坂７３８ 796822500 但馬(豊健)第212-505 令和4年10月19日 令和10年11月30日 令和4年10月19日
000028 7000102828 水舟 667-1322 美方郡香美町村岡区寺河内１２－１ 796940629 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中村 元子 但馬(豊健)第190-584 令和3年11月11日 令和9年11月30日 令和3年11月11日
000028 7000102832 秋桜 667-1322 美方郡香美町村岡区寺河内２７０ 796981431 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 福井 正之 但馬(豊健)第150-567 平成30年8月3日 令和6年8月31日 昭和62年6月15日
000028 7000102833 旅館西村屋 667-1344 美方郡香美町村岡区大笹１１２－１ 796960737 飲食店営業(3)旅館 一般 西村 啓三 但馬(豊健)第183-567 平成30年2月16日 令和6年2月29日 昭和60年2月19日
000028 7000102834 ニュ－向畑 667-1344 美方郡香美町村岡区大笹７５２－１ 796960234 飲食店営業(3)旅館 一般 西村 清志 但馬(豊健)第183-555 平成30年2月1日 令和6年2月29日 昭和60年2月19日
000028 7000102835 さかえ 667-1344 美方郡香美町村岡区大笹６８８ 796961111 飲食店営業(3)旅館 一般 西谷 長生 但馬(豊健)第183-558 平成30年2月6日 令和6年2月29日 昭和60年2月19日
000028 7000102836 ニュ－みはらしや 667-1344 美方郡香美町村岡区大笹７２９ 796960604 飲食店営業(3)旅館 一般 西山 豊市 但馬(豊健)第183-568 平成30年2月19日 令和6年2月29日 昭和60年2月19日
000028 7000102837 ロッジあさひ 667-1344 美方郡香美町村岡区大笹字中山５７６－１ 796960245 飲食店営業(3)旅館 一般 西田 康成 但馬(豊健)第183-584 令和3年2月2日 令和9年2月28日 昭和60年2月27日
000028 7000102839 旅館なかや 667-1344 美方郡香美町村岡区大笹字向新田７５５－１ 796960231 飲食店営業(3)旅館 一般 田野 俊幸 但馬(豊健)第183-538 令和1年11月13日 令和7年11月30日 昭和60年11月5日
000028 7000102840 ホテルマセンジョ－ 667-1344 美方郡香美町村岡区大笹字西の野８２４ 796960236 飲食店営業(3)旅館 一般 ハチ伏観光㈲ 代表取締役 田渕 聡 667-1344 兵庫県美方郡香美町村岡区大笹２０６ 796960236 但馬(豊健)第183-555 平成30年11月27日 令和6年11月30日 昭和60年11月28日
000028 7000102846 新館わさびや 667-1344 美方郡香美町村岡区大笹字向新田７５８－３ 796960753 飲食店営業(3)旅館 一般 田辺 鎮雄 但馬(豊健)第183-574 令和3年1月28日 令和9年2月28日 昭和62年2月13日
000028 7000102865 旅館えびすや 667-1344 美方郡香美町村岡区大笹１１３８ 796960749 飲食店営業(3)旅館 一般 西村 政良 但馬(豊健)第217-553 令和5年1月26日 令和11年2月28日 令和5年1月26日
000028 7000102876 展望レストランハチ北 667-1344 美方郡香美町村岡区大笹字丸岡９４０－２ 796960301 飲食店営業(3)旅館 一般 鉢伏開発観光株式会社 代表取締役 岡田 浩和 577-0012 大阪府東大阪市長田東三丁目3番3号 667480353 但馬(豊健)第183-505 令和3年4月28日 令和9年5月31日 昭和62年5月13日
000028 7000102888 生活工房香味煙 667-1334 美方郡香美町村岡区福岡569-4 796960069 食肉製品製造業 一般 井上 利夫 但馬(豊健)第177-501 平成30年2月5日 令和6年2月29日 昭和62年12月21日
000028 7000102890 坂本屋 667-1344 美方郡香美町村岡区大笹字荒掘1019 796960711 飲食店営業(3)旅館 一般 田野 嘉美 但馬(豊健)第183-546 平成29年11月22日 令和5年11月30日 昭和59年11月19日
000028 7000102892 なるほどバーガー 667-1344 美方郡香美町村岡区大笹字西ノ野８７５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西村 啓三 但馬(豊健)第150-685 令和3年2月25日 令和9年2月28日 平成1年12月27日
000028 7000102894 米子屋 667-1344 美方郡香美町村岡区大笹字休場１０２９ 796960754 飲食店営業(3)旅館 一般 田渕 衛 但馬(豊健)第217-506 令和4年5月12日 令和10年5月31日 令和4年5月12日
000028 7000102910 レストハウスマミ 667-1344 美方郡香美町村岡区大笹８２５－２ 796960236 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ハチ伏観光有限会社 代表取締役 田渕 聡 667-1344 兵庫県美方郡香美町村岡区大笹２０６ 796960236 但馬(豊健)第150-642 平成31年2月7日 令和7年2月28日 平成4年12月24日
000028 7000102961 アイガモの谷口 669-6728 美方郡新温泉町対田４０９ 796824660 そうざい製造業 一般 有限会社福寿 代表取締役 谷口 雄造 669-6728 兵庫県美方郡新温泉町対田４０９ 796824660 但馬(豊健)第158-503 令和1年5月9日 令和7年5月31日 平成13年5月28日
000028 7000102962 アイガモの谷口 669-6728 美方郡新温泉町対田４０９ 796824660 菓子製造業 一般 有限会社福寿 代表取締役 谷口 雄造 669-6728 兵庫県美方郡新温泉町対田４０９ 796824660 但馬(豊健)第152-502 令和1年5月9日 令和7年5月31日 平成13年5月28日
000028 7000102965 アイガモの谷口 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 有限会社福寿 代表取締役 谷口 雄造 669-6728 兵庫県美方郡新温泉町対田４０９ 796824660 但馬(豊健)第190-537 令和3年8月19日 令和8年8月31日 令和3年8月19日
000028 7000102968 のんきや入江店 667-1368 美方郡香美町村岡区入江１１５３ 796950964 魚介類販売業 一般 有限会社田中商店 代表取締役 田中 清司 669-6822 兵庫県美方郡新温泉町細田４９３－７ 796920134 但馬(豊健)第178-513 令和1年8月2日 令和7年8月31日 平成13年8月1日
000028 7000102970 フレッシュフードうらき 669-6753 美方郡新温泉町諸寄６６８ 796821559 飲食店営業(4)その他 一般 浦木 博 但馬(豊健)第150-545 令和1年8月2日 令和7年8月31日 平成13年8月17日
000028 7000102977 焼肉永楽 667-1321 美方郡香美町村岡区大糠９１－１ 796981414 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中村 猛 但馬(豊健)第150-592 令和1年11月26日 令和7年11月30日 平成13年10月15日
000028 7000102978 中村精肉店 667-1321 美方郡香美町村岡区大糠９１－１ 796981414 食肉販売業 一般 中村 猛 但馬(豊健)第176-513 令和1年11月26日 令和7年11月30日 平成13年10月15日
000028 7000102983 (有)ミートショップ　肉のキタムラ 669-6821 美方郡新温泉町湯１５４７－２ 796920032 食肉販売業 一般 有限会社　ミートショップ　肉のキタムラ 代表取締役 北村 信一 669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯１５４７－２ 796920032 但馬(豊健)第176-514 令和2年1月27日 令和8年2月28日 平成14年1月28日
000028 7000102984 (有)ミートショップ　肉のキタムラ 669-6821 美方郡新温泉町湯１５４７－２ 796920032 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　ミートショップ　肉のキタムラ 代表取締役 北村 信一 669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯１５４７－２ 796920032 但馬(豊健)第150-605 令和2年1月31日 令和8年2月28日 平成14年1月28日
000028 7000103577 有限会社三重水産 669-6701 美方郡新温泉町芦屋８５３番地９８ 796825115 そうざい製造業 一般 有限会社三重水産 代表取締役 木村 幸睦 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋８５３番地９８ 796825115 但馬(豊健)第158-501 令和2年5月1日 令和8年5月31日 平成14年4月19日
000028 7000103578 有限会社三重水産 669-6701 美方郡新温泉町芦屋８５３番地９８ 796825115 魚介類販売業 一般 有限会社三重水産 代表取締役 木村 幸睦 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋８５３番地９８ 796825115 但馬(豊健)第178-505 令和2年5月1日 令和8年5月31日 平成14年4月19日
000028 7000103580 ビストロ・25 669-6702 美方郡新温泉町浜坂１５７９－１８ 796821210 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 浦田 浩孝 但馬(豊健)第150-534 令和2年5月18日 令和8年5月31日 平成14年5月10日
000028 7000103581 アイガモの谷口 669-6728 美方郡新温泉町対田４０９ 796824660 みそ製造業 一般 有限会社福寿 代表取締役 谷口 雄造 669-6728 兵庫県美方郡新温泉町対田４０９ 796824660 但馬(豊健)第160-501 令和2年5月1日 令和8年5月31日 平成14年5月14日
000028 7000103584 ㈱マルワ渡辺水産 669-6701 美方郡新温泉町芦屋８５３ 796825000 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社　マルワ渡辺水産 代表取締役 渡辺 隆一 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋３６５ 796825005 但馬(豊健)第168-502 令和2年5月18日 令和8年5月31日 平成14年5月23日
000028 7000103586 かどや新館 667-1344 美方郡香美町村岡区大笹７４８ 796960756 飲食店営業(3)旅館 一般 田邊 文夫 但馬(豊健)第183-505 令和2年4月27日 令和8年5月31日 平成14年5月27日
000028 7000103596 福寿荘 669-6741 美方郡新温泉町七釜字前田７０５，７０６－９ 796822478 飲食店営業(3)旅館 一般 奥田 良夫 但馬(豊健)第183-563 令和2年11月20日 令和8年11月30日 平成14年10月18日
000028 7000103598 藤乃 667-1523 美方郡香美町小代区平野６１５－１ 796972522 飲食店営業(3)旅館 一般 藤井 伸也 但馬(豊健)第183-561 令和2年11月20日 令和8年11月30日 平成14年11月12日
000028 7000103602 ヤマト 667-1344 美方郡香美町村岡区大笹１２０９－１７ 796960771 飲食店営業(4)その他 一般 小佐 義行 但馬(豊健)第150-669 令和3年2月4日 令和9年2月28日 平成14年12月27日
000028 7000103603 ハチ北温泉湯治の郷 667-1344 美方郡香美町村岡区大笹１２９－１ 796961666 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ハチ北温泉協同組合 代表理事 西村 昌樹 667-1344 兵庫県美方郡香美町村岡区大笹１２９－１ 796961666 但馬(豊健)第150-668 令和3年2月4日 令和9年2月28日 平成14年12月27日
000028 7000103621 焼肉但馬牛料理はまだ 669-6807 美方郡新温泉町歌長字湯谷１４３６－３ 796922233 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 濵田 昇大 但馬(豊健)第150-521 令和3年5月14日 令和9年5月31日 平成15年4月18日
000028 7000103627 魚の店　浜光 669-6753 美方郡新温泉町諸寄２７７番地５３ 796831893 魚介類販売業 一般 熊本 敏則 但馬(豊健)第214-503 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 7000103635 本家かまどや　かにの里浜坂店 669-6747 美方郡新温泉町三谷字平田１６９ 796825547 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 山本 幸子 但馬(豊健)第190-575 令和3年11月11日 令和9年11月30日 令和3年11月11日
000028 7000103637 ゲレンデコンビニハチ北 667-1344 美方郡香美町村岡区大笹字西ノ野828-1 796960071 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鉢伏開発観光株式会社 代表取締役 岡田 浩和 577-0012 大阪府東大阪市長田東三丁目3番3号 667480353 但馬(豊健)第190-622 令和4年2月7日 令和10年2月29日 令和4年2月7日
000028 7000103638 クリスタＫＡＺＡＯ 667-1344 美方郡香美町村岡区大笹字風尾937-7 796961035 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鉢伏開発観光株式会社 代表取締役 岡田 浩和 577-0012 大阪府東大阪市長田東三丁目3番3号 667480353 但馬(豊健)第190-621 令和4年2月7日 令和10年2月29日 令和4年2月7日
000028 7000103655 道の駅　村岡ファームガーデン 667-1321 美方郡香美町村岡区大糠３２－１ 796981129 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社むらおか振興公社 代表取締役 西村 学 667-1347 兵庫県美方郡香美町村岡区和池字大澤７０９ 796961187 但馬(豊健)第169-501 令和1年5月7日 令和6年5月31日 平成16年4月2日
000028 7000103661 滝見亭 667-1503 美方郡香美町小代区久須部字北ヒナタ２８４ 796972330 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中安 基夫 但馬(豊健)第190-535 令和4年5月12日 令和10年5月31日 令和4年5月12日
000028 7000103668 ファミリーマートマツモト湯村店 669-6801 美方郡新温泉町井土８４０－１ 796922016 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社松元商店 代表取締役 松元 襄司 669-6801 兵庫県美方郡新温泉町井土９５２－２ 796920016 但馬(豊健)第190-561 令和4年7月27日 令和10年8月31日 令和4年7月27日
000028 7000103703 地域活動支援センター　てっせんの会 668-0256 豊岡市出石町小人１２９－２３ 796525642 菓子製造業 一般 西川 欽吾 但馬(豊健)第192-503 令和5年4月24日 令和11年5月31日 令和5年4月24日
000028 7000103707 ジョイフル但馬豊岡店 668-0053 豊岡市九日市中町字権現１３２ 796290302 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ジョイフル関西 代表取締役 松元 隆彰 870-0141 大分県大分市三川新町１－１－４５ 975517131 但馬(豊健)第150-505 平成29年4月21日 令和5年5月31日 平成17年4月13日
000028 7000103708 味処　喜いち 669-6544 美方郡香美町香住区香住１０３７ 796371130 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鎌田 喜一 但馬(豊健)第190-503 令和5年4月17日 令和11年5月31日 令和5年4月17日
000028 7000103715 喫茶キャノン 669-6702 美方郡新温泉町浜坂２１４３－３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 池田 裕子 但馬(豊健)第190-505 令和5年4月19日 令和11年5月31日 令和5年4月19日
000028 7000103739 株式会社日本海フーズ香住さかえ工場 669-6541 美方郡香美町香住区境１１２２－３ 796360303 そうざい製造業 一般 株式会社日本海フーズ 代表取締役 西川 博文 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１４５２番地 796362578 但馬(豊健)第158-501 平成29年4月18日 令和5年5月31日 平成17年5月13日
000028 7000103764 珈琲蔵・風空路欧 668-0214 豊岡市出石町内町１６ 796531717 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷垣 渡 但馬(豊健)第190-508 令和5年4月24日 令和11年5月31日 令和5年4月24日
000028 7000103780 フレッシュバザール豊岡九日市店 668-0051 豊岡市九日市上町８１－１ 796220005 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋１５ 773220001 但馬(豊健)第150-576 平成29年8月21日 令和5年8月31日 平成17年6月28日
000028 7000103782 フレッシュバザール豊岡九日市店 668-0051 豊岡市九日市上町８１－１ 796220005 食肉販売業 一般 株式会社　さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋１５ 773220001 但馬(豊健)第176-520 平成29年8月21日 令和5年8月31日 平成17年6月28日
000028 7000103783 フレッシュバザール豊岡九日市店 668-0051 豊岡市九日市上町８１－１ 796220005 魚介類販売業 一般 株式会社　さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋１５ 773220001 但馬(豊健)第178-509 平成29年8月21日 令和5年8月31日 平成17年6月28日
000028 7000103786 ル･サンピェ－ル 668-0852 豊岡市江本２６６－５ 796245505 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佐藤 雅弘 但馬(豊健)第150-555 平成29年8月7日 令和5年8月31日 平成17年6月30日
000028 7000103794 株式会社森昌食品 669-6722 美方郡新温泉町高末字要ヶ池７－２４ 796821425 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社　森昌食品 代表取締役 中井 修 669-6702 兵庫県美方郡新温泉町浜坂２１０１－９ 796824466 但馬(豊健)第168-503 平成29年7月26日 令和5年8月31日 平成17年7月1日
000028 7000103798 伊賀屋 669-6101 豊岡市城崎町湯島５２９ 796322657 飲食店営業(4)その他 露店 有限会社伊賀屋 代表取締役 伊賀 裕晃 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島５２９ 796322657 但馬(豊健)第150-584 令和2年8月17日 令和7年8月31日 平成17年7月6日
000028 7000103818 フレッシュバザール浜坂店 669-6747 美方郡新温泉町三谷大亀田３７５－１ 796831010 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第150-540 平成29年7月26日 令和5年8月31日 平成17年7月13日
000028 7000103822 フレッシュバザール浜坂店 669-6747 美方郡新温泉町三谷大亀田３７５－１ 796831010 菓子製造業 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第152-506 平成29年7月26日 令和5年8月31日 平成17年7月13日
000028 7000103831 フレッシュバザール豊岡正法寺パーク店 668-0063 豊岡市正法寺１１２ 796293377 魚介類販売業 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第178-507 平成29年8月7日 令和5年8月31日 平成17年7月22日
000028 7000103832 あん豆 668-0065 豊岡市戸牧７－１６ 796220216 菓子製造業 一般 北村 地佳子 但馬(豊健)第152-507 平成29年8月7日 令和5年8月31日 平成17年7月22日
000028 7000103833 あん豆 668-0065 豊岡市戸牧７－１６ 796220216 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北村 地佳子 但馬(豊健)第150-554 平成29年8月7日 令和5年8月31日 平成17年7月22日
000028 7000103835 れんが亭 669-6544 美方郡香美町香住区香住１４５２－１ 796364722 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社日本海フーズ 代表取締役 西川 博文 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１４５２ 796361500 但馬(豊健)第150-550 平成29年8月2日 令和5年8月31日 平成17年7月21日
000028 7000103836 日本海フーズ 669-6544 美方郡香美町香住区香住１４５２－１ 796361500 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社日本海フーズ 代表取締役 西川 博文 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１４５２ 796361500 但馬(豊健)第150-547 平成29年7月31日 令和5年8月31日 平成17年7月21日
000028 7000103837 日本海フーズ 669-6544 美方郡香美町香住区香住１４５２－１ 796361500 魚介類販売業 一般 株式会社日本海フーズ 代表取締役 西川 博文 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１４５２ 796361500 但馬(豊健)第178-504 平成29年7月31日 令和5年8月31日 平成17年7月21日
000028 7000103838 ガンピー穀物倉庫 669-5341 豊岡市日高町国分寺２２８－１ 796425195 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社　ガンピー 代表取締役社長 田中 喜久雄 669-5341 兵庫県豊岡市日高町国分寺字薮の内２１３番地 796425540 但馬(豊健)第150-573 平成29年8月17日 令和5年8月31日 平成17年7月22日
000028 7000103852 株式会社トキワ(ワイン工場） 669-6553 美方郡香美町香住区三谷７３５ 796364001 清涼飲料水製造業 一般 株式会社トキワ 代表取締役 柴崎 明郎 669-6553 兵庫県美方郡香美町香住区三谷７３５ 796364001 但馬(豊健)第154-501 平成29年8月17日 令和5年8月31日 平成17年8月5日
000028 7000103854 焼肉　丸善 668-0052 豊岡市九日市下町字下荒原１７４番地６ 796243345 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社丸善チェーン 代表取締役 東 昇志 668-0052 兵庫県豊岡市九日市下町字下荒原１７４番地６ 796243345 但馬(豊健)第150-549 平成29年7月31日 令和5年8月31日 平成17年8月18日
000028 7000103855 喫茶　葵 668-0021 豊岡市泉町４－５ 796230558 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小崎 愛子 但馬(豊健)第150-542 平成29年7月31日 令和5年8月31日 平成17年8月18日
000028 7000103896 スナックぼちぼち 669-6101 豊岡市城崎町湯島字柳６８５ 796323650 飲食店営業(4)その他 一般 森中 秀子 但馬(豊健)第150-623 平成29年11月28日 令和5年11月30日 平成17年9月16日
000028 7000103904 スナック　なな 669-6101 豊岡市城崎町湯島２００ 796320019 飲食店営業(4)その他 一般 西﨑 育美 但馬(豊健)第150-621 平成29年11月27日 令和5年11月30日 平成17年10月12日
000028 7000103905 満腹屋 000-0000 県下一円（ただし神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 796451331 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社日高振興公社 代表取締役 岡森 且哉 669-5372 兵庫県豊岡市日高町栗栖野５９－１３ 796451331 但馬(豊健)第150-607 令和2年10月26日 令和7年11月30日 平成17年10月12日
000028 7000103906 すみれ堂 668-0033 豊岡市中央町９－３２ 796235577 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 打越 浩平 但馬(豊健)第150-587 平成29年10月27日 令和5年11月30日 平成17年10月12日
000028 7000103909 サーティワンアイスクリーム  コープデイズ豊岡店 668-0023 豊岡市加広町７－２３（コープデイズ豊岡店　１Ｆフードコート） 796232131 菓子製造業 一般 株式会社マックアースフーズ 代表取締役社長 一ノ本 三千代 667-1124 兵庫県養父市丹戸８９６－２ 796673320 但馬(豊健)第152-513 平成29年10月25日 令和5年11月30日 平成17年10月20日
000028 7000103910 シャイン 668-0221 豊岡市出石町町分４０－２ 796524416 飲食店営業(4)その他 一般 山本 洋子 但馬(豊健)第150-600 平成29年11月14日 令和5年11月30日 平成17年10月20日
000028 7000103913 旬食旬菜　すってんてん 668-0064 豊岡市高屋１１０－１ 796233998 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　アクティブジャパン 代表取締役 吉岡 大志 629-2503 京都府京丹後市大宮町周枳１９０８ 772680290 但馬(豊健)第150-590 平成29年10月31日 令和5年11月30日 平成17年10月21日
000028 7000103914 如月 668-0225 豊岡市出石町八木２３ 796525591 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中嶋 勝己 但馬(豊健)第150-593 平成29年11月1日 令和5年11月30日 平成17年10月21日
000028 7000103917 菜屋　とも 668-0025 豊岡市幸町３－３６ 796224088 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 友田 みき子 但馬(豊健)第150-586 平成29年10月30日 令和5年11月30日 平成17年10月28日
000028 7000103930 百果園 668-0065 豊岡市戸牧２１３－２ 796236634 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　百果園 代表取締役 迫田 茂夫 668-0065 兵庫県豊岡市戸牧２１３－２ 796236634 但馬(豊健)第150-591 平成29年11月1日 令和5年11月30日 平成17年11月7日
000028 7000103931 貝殻荘 669-6402 美方郡香美町香住区訓谷１１０－２ 796380412 飲食店営業(3)旅館 一般 永田 伸也 但馬(豊健)第183-540 平成29年11月6日 令和5年11月30日 平成17年11月8日
000028 7000103933 カフェレスト　ランブル 668-0053 豊岡市九日市中町１１３ 796224704 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 奥 嘉雄 但馬(豊健)第150-589 平成29年10月31日 令和5年11月30日 平成17年11月10日
000028 7000103939 フードショップ　日足 668-0233 豊岡市出石町田結庄６－１ 796523215 魚介類販売業 一般 有限会社　日足 代表取締役 日足 勝己 668-0233 兵庫県豊岡市出石町田結庄６－１ 796523215 但馬(豊健)第178-521 平成29年11月24日 令和5年11月30日 平成17年11月10日
000028 7000103949 江んや 669-6201 豊岡市竹野町竹野５２０－２ 796470155 魚介類販売業 一般 塩谷 俊成 但馬(豊健)第178-523 平成29年11月27日 令和5年11月30日 平成17年11月17日
000028 7000103950 田中屋 668-0278 豊岡市出石町三木１４８ 796523739 菓子製造業 一般 田中 始 但馬(豊健)第152-517 平成29年11月24日 令和5年11月30日 平成17年11月17日
000028 7000103963 ㈱マルワ渡辺水産 669-6701 美方郡新温泉町芦屋８５３ 796825000 魚介類販売業 一般 ㈱マルワ渡辺水産 代表取締役社長 渡辺 隆一 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋３６５ 796825005 但馬(豊健)第178-526 平成29年11月29日 令和5年11月30日 平成17年11月25日
000028 7000103969 香美町小代内水面組合 667-1511 美方郡香美町小代区神水７４４－１ 796973125 魚介類販売業 一般 増田 時雄 但馬(豊健)第178-550 令和2年11月20日 令和7年11月30日 平成17年11月30日
000028 7000104032 花林 669-5364 豊岡市日高町庄境９５－２ 796441230 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 林 昭一 但馬(豊健)第150-660 平成30年2月28日 令和6年2月29日 平成18年1月16日
000028 7000104042 民宿　はし本 669-6124 豊岡市気比４５０９ 796282834 飲食店営業(3)旅館 一般 はし本観光株式会社 代表取締役 橋本 豊 669-6124 兵庫県豊岡市気比４５０９ 796283544 但馬(豊健)第183-570 平成30年2月26日 令和6年2月29日 平成18年2月13日



000028 7000104043 株式会社丸共食品 669-6543 美方郡香美町香住区若松５２６ 796360631 そうざい製造業 一般 株式会社丸共食品 代表取締役 長谷川 雄一 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松５２６ 796360631 但馬(豊健)第158-520 平成30年1月25日 令和6年2月29日 平成18年2月16日
000028 7000104047 橋本菓子舗 669-6821 美方郡新温泉町湯１３４６ 796920093 菓子製造業 一般 橋本 一美 但馬(豊健)第152-533 平成30年2月28日 令和6年2月29日 平成18年2月27日
000028 7000104049 荒波　味波季　地下厨房 669-6701 美方郡新温泉町芦屋８５３ 796825001 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社マル海渡辺水産 代表取締役 渡辺 義己 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋８５３ 796825001 但馬(豊健)第150-653 平成30年2月26日 令和6年2月29日 平成18年2月28日
000028 7000104050 海岸通り 669-6701 美方郡新温泉町芦屋８５３ 796825001 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社マル海渡辺水産 代表取締役 渡辺 義己 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋８５３ 796825001 但馬(豊健)第150-654 平成30年2月26日 令和6年2月29日 平成18年2月28日
000028 7000104052 初恵 669-6432 美方郡香美町香住区上計９８６－７ 796370225 飲食店営業(3)旅館 一般 但馬(豊健)第183-563 平成30年2月9日 令和6年2月29日 平成18年2月28日
000028 7000104056 さとう豊岡店 668-0031 豊岡市大手町４－５ 796220001 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-8503 京都府福知山市字上紺屋１５ 773220001 但馬(豊健)第150-504 平成30年4月19日 令和6年5月31日 平成18年3月8日
000028 7000104057 ラーメン八戒 669-6801 美方郡新温泉町井土字高手６５７ 796920301 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福井 忠幸 但馬(豊健)第150-538 平成30年5月17日 令和6年5月31日 平成18年3月9日
000028 7000104060 梟 669-5311 豊岡市日高町日置２２－１４ 796422983 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社但馬畜産 代表取締役 小林 秀明 669-5311 兵庫県豊岡市日高町日置２２－１４ 796422983 但馬(豊健)第150-506 平成30年4月19日 令和6年5月31日 平成18年3月13日
000028 7000104061 西村屋 669-6404 美方郡香美町香住区相谷４４番地 796380175 飲食店営業(3)旅館 一般 西村 早苗 但馬(豊健)第183-505 平成30年5月9日 令和6年5月31日 平成18年3月14日
000028 7000104062 但熊 668-0363 豊岡市但東町栗尾９１６番地 796550901 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西垣 源正 但馬(豊健)第150-514 平成30年4月26日 令和6年5月31日 平成18年3月17日
000028 7000104063 まるやま館 669-6124 豊岡市気比３６６９ 796282738 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 竹内 祐貴 但馬(豊健)第150-524 平成30年5月14日 令和6年5月31日 平成18年3月22日
000028 7000104066 ラーメン　とんちんかん 669-5328 豊岡市日高町西芝２４０ 796422113 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 清田 智宏 但馬(豊健)第150-521 平成30年5月11日 令和6年5月31日 平成18年3月24日
000028 7000104067 ダイブカフェ 669-6122 豊岡市瀬戸１０６４ 796282111 喫茶店営業 一般 日和山観光株式会社 代表取締役 西松 伸二 669-6122 兵庫県豊岡市瀬戸１０９０ 796282500 但馬(豊健)第151-504 平成30年5月23日 令和6年5月31日 平成18年3月28日
000028 7000104079 かに寿し工房 668-0012 豊岡市下陰２３８－９ 796242605 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 水戸 登 但馬(豊健)第150-502 平成30年4月19日 令和6年5月31日 平成18年4月14日
000028 7000104082 旅館きのさき 669-6103 豊岡市城崎町今津９－２ 796324550 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社　旅館きのさき 寺川 百合子 669-6103 兵庫県豊岡市城崎町今津９－２ 796324550 但馬(豊健)第183-514 平成30年5月22日 令和6年5月31日 平成18年4月18日
000028 7000104085 飲食店　ドン 669-6101 豊岡市城崎町湯島７６１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松尾 幸子 但馬(豊健)第150-516 平成30年4月27日 令和6年5月31日 平成18年4月19日
000028 7000104092 香美町小代高齢者生活支援センター  「いこいの里」 667-1543 美方郡香美町小代区忠宮２８７ 796972202 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 社会福祉法人香美町社会福祉協議会 会長 太田 培男 669-6545 兵庫県美方郡香美町香住区森３１ー１ 796392050 但馬(豊健)第150-544 令和2年5月18日 令和9年5月31日 平成18年4月25日
000028 7000104120 たんぽぽそば 668-0811 豊岡市鎌田１２６ 796226624 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 真由美 但馬(豊健)第150-509 平成30年4月24日 令和6年5月31日 平成18年5月31日
000028 7000104125 蘇武の里 669-5376 豊岡市日高町万劫１９０－１ 796452692 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川田 四郎 但馬(豊健)第150-542 平成30年5月21日 令和6年5月31日 平成18年5月29日
000028 7000104126 蘇武の里 669-5376 豊岡市日高町万劫１９０－１ 796452692 豆腐製造業 一般 川田 四郎 但馬(豊健)第164-501 平成30年5月21日 令和6年5月31日 平成18年5月29日
000028 7000104131 嵯峨野 669-6101 豊岡市城崎町湯島８７６ 796323964 飲食店営業(4)その他 一般 古西 美智子 但馬(豊健)第150-530 平成30年5月15日 令和6年5月31日 平成18年5月31日
000028 7000104138 ヤマニ水産 669-6541 美方郡香美町香住区境１１１４－１ 796364620 魚介類販売業 一般 株式会社ヤマニ水産 代表取締役 鎌田 剛幸 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１２３７－８ 796360800 但馬(豊健)第178-522 平成30年8月8日 令和6年8月31日 平成18年6月7日
000028 7000104140 ヤマニ水産 669-6544 美方郡香美町香住区香住１２３８－１２ 796360800 そうざい製造業 一般 株式会社ヤマニ水産 代表取締役 鎌田 剛幸 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１２３７－８ 796360800 但馬(豊健)第158-511 平成30年8月8日 令和6年8月31日 平成18年6月7日
000028 7000104159 酒膳めいぷる 669-6544 美方郡香美町香住区香住１４５９の１ 796362862 飲食店営業(4)その他 一般 藤平 とも子 但馬(豊健)第150-553 平成30年7月20日 令和6年8月31日 平成18年6月22日
000028 7000104161 海の家　つるだ 669-6753 美方郡新温泉町諸寄２６９－２ 796821409 飲食店営業(3)旅館 一般 鶴田 早人 但馬(豊健)第183-548 平成30年8月21日 令和6年8月31日 平成18年6月28日
000028 7000104163 ホテル金波楼(三階　餐） 669-6122 豊岡市瀬戸１０９０番地の１ 796282500 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日和山観光株式会社 代表取締役 西松 伸二 669-6122 兵庫県豊岡市瀬戸１０９０ 796282500 但馬(豊健)第150-549 令和1年8月6日 令和8年8月31日 平成18年6月30日
000028 7000104164 床瀬そば 669-6344 豊岡市竹野町椒６４１－１ 796480406 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 律也 但馬(豊健)第150-598 平成30年8月28日 令和6年8月31日 平成18年6月30日
000028 7000104171 竹 667-1321 美方郡香美町村岡区大糠１３２－１５ 796981225 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 宅見 公 但馬(豊健)第150-566 平成30年8月3日 令和6年8月31日 平成18年7月6日
000028 7000104174 左京（城崎店） 669-6101 豊岡市城崎町湯島１２２ 796323390 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森本 義夫 但馬(豊健)第150-597 平成30年8月28日 令和6年8月31日 平成18年7月18日
000028 7000104180 民宿　みさき 669-6544 美方郡香美町香住区香住１２３７－８ 796364760 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社ヤマニ水産 代表取締役 鎌田 剛幸 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１２３７－８ 796360800 但馬(豊健)第183-535 平成30年8月8日 令和6年8月31日 平成18年7月27日
000028 7000104184 太湖 668-0021 豊岡市泉町１１－２１ 796237113 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 近本 真一 但馬(豊健)第150-552 平成30年7月18日 令和6年8月31日 平成18年7月31日
000028 7000104188 上山高原ふるさと館 669-6953 美方郡新温泉町石橋７５７－１ 796994600 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人　上山高原エコミュージアム 代表理事 中村 幸夫 669-6953 兵庫県美方郡新温泉町石橋７５７－１ 796994600 但馬(豊健)第150-594 平成30年8月21日 令和6年8月31日 平成18年7月28日
000028 7000104202 エル 669-6801 美方郡新温泉町井土１６－１ジャンボ西村敷地内 796922686 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 古川 たまえ 但馬(豊健)第150-583 平成30年8月17日 令和6年8月31日 平成18年8月14日
000028 7000104218 ローソン新温泉七釜店 669-6741 美方郡新温泉町七釜４８ 796831555 飲食店営業(4)その他 一般 中道 良一 但馬(豊健)第150-562 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成18年8月24日
000028 7000104229 清水肉店 668-0033 豊岡市中央町１２－２３（魚飯菜内） 796220626 食肉販売業 一般 清水 雅夫 但馬(豊健)第176-516 平成30年8月9日 令和6年8月31日 平成18年8月30日
000028 7000104244 ピッツェリア　サカイ 668-0237 豊岡市出石町馬場４７番地 796522057 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 酒井 啓介 但馬(豊健)第150-622 平成30年11月21日 令和6年11月30日 平成18年9月25日
000028 7000104255 レストハウスＵＦＯ豊岡 668-0061 豊岡市上佐野１４１７ 796228018 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　味彩・さかゑ 代表取締役 玉川 政一 680-0912 鳥取県鳥取市商栄町２５１－８ 857390700 但馬(豊健)第150-617 平成30年11月16日 令和6年11月30日 平成18年10月10日
000028 7000104256 レストハウスＵＦＯ豊岡 668-0061 豊岡市上佐野１４１７ 796228018 喫茶店営業 一般 有限会社　味彩・さかゑ 代表取締役 玉川 政一 680-0912 鳥取県鳥取市商栄町２５１－８ 857390700 但馬(豊健)第151-510 平成30年11月16日 令和6年11月30日 平成18年10月10日
000028 7000104258 株式会社　マルワフーズ渡辺水産  食品部 669-6803 美方郡新温泉町今岡２３４－１ 796922590 そうざい製造業 一般 株式会社　マルワフーズ渡辺水産 代表取締役 渡辺 敏孝 680-0908 鳥取県鳥取市賀露町西４丁目１８０３番地７ 857286200 但馬(豊健)第158-515 平成30年11月29日 令和6年11月30日 平成18年10月6日
000028 7000104261 神楽 668-0033 豊岡市中央町１４－１７ 796221503 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 太田 典広 但馬(豊健)第150-604 平成30年10月31日 令和6年11月30日 平成18年10月17日
000028 7000104269 ローソン豊岡大手町店 668-0031 豊岡市大手町２２番、２２４番 796293005 飲食店営業(4)その他 一般 増田 久男 但馬(豊健)第150-613 令和2年10月21日 令和9年11月30日 平成18年10月19日
000028 7000104293 フードあさの 669-6821 美方郡新温泉町湯２２５の２ 796921106 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社フードショップあさの 代表取締役 朝野 和信 669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯２２５の２ 796921106 但馬(豊健)第150-623 平成30年11月29日 令和6年11月30日 平成18年11月1日
000028 7000104324 ローソン城崎湯島店 669-6101 豊岡市城崎町湯島字大谷９０１－１ 796322075 飲食店営業(4)その他 一般 増田 久男 但馬(豊健)第150-615 令和2年10月30日 令和9年11月30日 平成18年11月17日
000028 7000104340 ときわ野 669-5379 豊岡市日高町名色１３２８－１ 796450258 飲食店営業(3)旅館 一般 岡森 敏幸 但馬(豊健)第183-557 平成30年11月28日 令和6年11月30日 平成18年11月30日
000028 7000104349 上山高原ふるさと館 669-6953 美方郡新温泉町石橋７５７－１ 796994600 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人　上山高原エコミュージアム 代表理事 中村 幸夫 669-6953 兵庫県美方郡新温泉町石橋７５７－１ 796994600 但馬(豊健)第152-516 平成31年2月19日 令和7年2月28日 平成18年12月6日
000028 7000104350 上山高原ふるさと館 669-6953 美方郡新温泉町石橋７５７－１ 796994600 そうざい製造業 一般 特定非営利活動法人　上山高原エコミュージアム 代表理事 中村 幸夫 669-6953 兵庫県美方郡新温泉町石橋７５７－１ 796994600 但馬(豊健)第158-516 平成31年2月19日 令和7年2月28日 平成18年12月6日
000028 7000104351 スシロー豊岡店 668-0013 豊岡市中陰字大工６１７ 796291771 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社あきんどスシロー 代表取締役 新居 耕平 564-0063 大阪府吹田市江坂町一丁目２２番２号 663681001 但馬(豊健)第150-664 平成31年2月21日 令和7年2月28日 平成18年12月8日
000028 7000104354 みやま 668-0033 豊岡市中央町１０－１０ 796225186 飲食店営業(4)その他 一般 友田 幸男 但馬(豊健)第150-656 平成31年2月20日 令和7年2月28日 平成18年12月15日
000028 7000104359 ミニストップ豊岡戸牧店 668-0065 豊岡市戸牧２１３番地の７ 796243336 飲食店営業(4)その他 一般 中村 明文 但馬(豊健)第190-638 令和4年2月15日 令和10年2月29日 令和4年2月15日
000028 7000104361 特別養護老人ホーム　楽々むら 669-6111 豊岡市城崎町楽々浦字深原４１９番１ 796320160 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ナリコマエンタープライズ 代表取締役 竹内 美夫 567-0005 大阪府茨木市五日市１-７-２７ 726270145 但馬(豊健)第150-679 令和3年2月25日 令和10年2月29日 平成18年12月19日
000028 7000104376 ラーメン処　みかんのいえ 669-5326 豊岡市日高町池上１２６－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橋本 堅 但馬(豊健)第150-654 平成31年2月20日 令和7年2月28日 平成18年12月18日
000028 7000104380 PATISSERIE　H〔a∫〕・KATO 668-0256 豊岡市出石町小人７９－１４ 796522306 菓子製造業 一般 加藤 博章 但馬(豊健)第152-515 平成31年2月7日 令和7年2月28日 平成18年12月26日
000028 7000104389 アミタ 668-0005 豊岡市滝９４番地 796241116 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 後藤 憲彦 但馬(豊健)第150-635 平成31年1月30日 令和7年2月28日 平成19年1月5日
000028 7000104390 クローバー 668-0033 豊岡市中央町１－２０サファリービル２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 国子 但馬(豊健)第150-640 平成31年2月5日 令和7年2月28日 平成19年1月11日
000028 7000104391 いわや 669-6431 美方郡香美町香住区浦上１２５３－２ 796370508 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社いわや 代表取締役 岩本 耕治 669-6431 兵庫県美方郡香美町香住区浦上１２５３－２ 796370508 但馬(豊健)第183-569 平成31年2月20日 令和7年2月28日 平成19年1月16日
000028 7000104395 料理旅館　大平山荘 667-1503 美方郡香美町小代区大谷８２９ 796972120 飲食店営業(3)旅館 一般 邊見 八郎 但馬(豊健)第183-565 平成31年2月20日 令和7年2月28日 平成19年1月26日
000028 7000104408 ファミリーマート城崎来日店 669-6115 豊岡市城崎町来日字小島２２１番地 796294330 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社髙倉商店 代表取締役 髙倉 由吏 670-0871 兵庫県姫路市伊伝居３７－４ 792233333 但馬(豊健)第150-628 平成31年1月28日 令和7年2月28日 平成19年2月21日
000028 7000104418 酒菜哉 668-0023 豊岡市加広町１－１１中川ビル１０１号 796228310 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 河村 友哉 但馬(豊健)第150-639 平成31年2月5日 令和7年2月28日 平成19年2月23日
000028 7000104435 ラウンジ　パペポ 669-6544 美方郡香美町香住区香住１３００ 796362889 飲食店営業(4)その他 一般 山本 眞智子 但馬(豊健)第150-529 令和1年5月22日 令和7年5月31日 平成19年3月5日
000028 7000104437 楽 668-0033 豊岡市中央町１４－２３グランディア５Ｆ-Ｂ 796238780 飲食店営業(4)その他 一般 山中 茂美 但馬(豊健)第150-513 令和1年5月9日 令和7年5月31日 平成19年3月7日
000028 7000104440 山源商店 667-1311 美方郡香美町村岡区村岡３０６ 796940426 魚介類販売業 一般 山田 桂司 但馬(豊健)第178-501 平成31年4月15日 令和7年5月31日 平成19年3月14日
000028 7000104457 小りん 669-6702 美方郡新温泉町浜坂２０１８－１ 796822068 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佐藤 晴美 但馬(豊健)第150-502 令和1年5月9日 令和7年5月31日 平成19年3月23日
000028 7000104466 介護老人保健施設　出石愛の園 668-0263 豊岡市出石町福住１３１３ 796527001 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　ナリコマエンタープライズ 代表取締役 竹内 美夫 567-0005 大阪府茨木市五日市１－７－２７ 726270145 但馬(豊健)第150-534 令和3年5月28日 令和10年5月31日 平成19年3月30日
000028 7000104468 Ａｂｏｕｔ 668-0033 豊岡市中央町１４－２３　５Ｆ－Ｃ 飲食店営業(4)その他 一般 岸田 砂智子 但馬(豊健)第150-522 令和1年5月20日 令和7年5月31日 平成19年3月30日
000028 7000104469 酒処　丸喜舟 668-0032 豊岡市千代田町５－８ 飲食店営業(4)その他 一般 柳川 宣子 但馬(豊健)第150-514 令和1年5月9日 令和7年5月31日 平成19年4月2日
000028 7000104482 ケーキハウス　スマイル 669-5331 豊岡市日高町上石２３０－１０ 796424873 菓子製造業 一般 片島 英雄 但馬(豊健)第152-506 令和1年5月13日 令和7年5月31日 平成19年4月10日
000028 7000104483 ケーキハウス　スマイル 669-5331 豊岡市日高町上石２３０－１０ 796424873 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 片島 英雄 但馬(豊健)第150-516 令和1年5月13日 令和7年5月31日 平成19年4月10日
000028 7000104501 与太呂 668-0021 豊岡市泉町２番２０号 796232466 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福井 馨 但馬(豊健)第150-512 令和1年5月9日 令和7年5月31日 平成19年4月18日
000028 7000104507 コウノトリ本舗 668-0814 豊岡市祥雲寺１４－２ 796378222 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 コウノトリ羽ばたく会株式会社 代表取締役 坂本 裕 668-0814 兵庫県豊岡市祥雲寺１４－２ 796378222 但馬(豊健)第190-533 令和4年5月12日 令和10年5月31日 令和4年5月12日
000028 7000104511 道の駅　村岡ファームガーデン 667-1321 美方郡香美町村岡区大糠３２－１ 796981129 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 株式会社むらおか振興公社 代表取締役 西村 学 667-1347 兵庫県美方郡香美町村岡区和池字大澤７０９ 796961187 但馬(豊健)第190-555 令和4年5月26日 令和10年5月31日 令和4年5月26日
000028 7000104514 銀花 669-6123 豊岡市小島１１７７ 796283515 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社　共立メンテナンス 代表取締役社長 中村 幸治 101-0021 東京都千代田区外神田２－１８－８ 352957788 但馬(豊健)第183-507 令和1年5月13日 令和7年5月31日 平成19年4月27日
000028 7000104515 Ｏホテル豊岡 668-0031 豊岡市大手町７番１０号 796291111 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社　石原商店 代表取締役 石原 熊太郎 678-0006 兵庫県相生市本郷町１１－７ 791220029 但馬(豊健)第183-514 令和3年5月14日 令和10年5月31日 平成19年4月27日
000028 7000104518 一 669-6402 美方郡香美町香住区訓谷１５３－８５、１００ 796205959 飲食店営業(3)旅館 一般 津田 正吾 但馬(豊健)第183-502 平成31年4月19日 令和7年5月31日 平成19年5月21日
000028 7000104541 ＴＲＡＮＳＦＥＲ 668-0055 豊岡市昭和町２－１２ 菓子製造業 一般 神田 麻里 但馬(豊健)第152-509 令和1年8月6日 令和7年8月31日 平成19年6月5日
000028 7000104544 ゆきちゃん 669-6122 豊岡市瀬戸１１５－１ 飲食店営業(4)その他 一般 三門 由紀子 但馬(豊健)第150-548 令和1年8月6日 令和7年8月31日 平成19年6月7日
000028 7000104548 餃子の王将　正法寺店 668-0063 豊岡市正法寺１０８ 796220585 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　スタミナフードサービス 森山 崇 668-0013 兵庫県豊岡市中陰６３３－１ 796235741 但馬(豊健)第150-537 令和1年7月23日 令和7年8月31日 平成19年6月21日
000028 7000104562 カフェレスト　ボーイ 669-6124 豊岡市気比４５２８番地 796283394 菓子製造業 一般 山本 和広 但馬(豊健)第152-510 令和1年8月6日 令和7年8月31日 平成19年7月17日
000028 7000104566 ファミリーマート豊岡若松町店 668-0027 豊岡市若松町７５－５ 796293373 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　髙倉商店 代表取締役 髙倉 由吏 670-0871 兵庫県姫路市伊伝居３７番地の４ 792233333 但馬(豊健)第150-534 令和1年7月23日 令和7年8月31日 平成19年7月20日
000028 7000104575 ひだまり 669-6123 豊岡市小島１１８８－８ 796296009 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社　アウルコーポレーション 代表取締役 沖田 繁子 629-3245 京都府京丹後市網野町浜詰２６６ 772749018 但馬(豊健)第183-520 令和1年8月7日 令和7年8月31日 平成19年7月27日
000028 7000104591 いちだや旅館 669-6101 豊岡市城崎町湯島８１０ 796322107 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社いちだや旅館 代表取締役 六浦 健次 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島８１０ 796322107 但馬(豊健)第183-518 令和1年8月6日 令和7年8月31日 平成19年7月31日
000028 7000104596 シュー・ド・パラディ 668-0033 豊岡市中央町１２－３　ドールビル　１階 796228088 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 楪 堅治郎 但馬(豊健)第150-554 令和1年8月22日 令和7年8月31日 平成19年8月13日
000028 7000104598 かき船 668-0033 豊岡市中央町１５－７ 796223472 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 梶 孝司 但馬(豊健)第150-556 令和1年8月22日 令和7年8月31日 平成19年8月14日
000028 7000104599 ラ・パネッテリア 668-0323 豊岡市但東町小谷３４６ 796540943 菓子製造業 一般 宮嶌 寿賀雄 但馬(豊健)第152-511 令和1年8月23日 令和7年8月31日 平成19年8月14日
000028 7000104600 古義丸水産 669-6542 美方郡香美町香住区一日市字東町３３３番４２ 796392382 魚介類販売業 一般 守山 信行 但馬(豊健)第178-514 令和1年8月16日 令和7年8月31日 平成19年8月15日
000028 7000104602 スナック　和　ＫＡＺＵ 668-0033 豊岡市中央町１０－２５中央ビル２階 飲食店営業(4)その他 一般 秋武 和栄 但馬(豊健)第150-532 令和1年7月18日 令和7年8月31日 平成19年8月22日
000028 7000104607 古義丸水産 669-6542 美方郡香美町香住区一日市字東町３３３番４２ 796392382 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 守山 信行 但馬(豊健)第168-505 令和1年8月16日 令和7年8月31日 平成19年8月29日
000028 7000104612 まいどおおきに食堂、豊岡戸牧食堂 668-0065 豊岡市戸牧１０番１ 796239935 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 侑海インターナショナル株式会社 代表取締役 守石 恵三 530-0003 大阪府大阪市北区堂島２丁目１番１６号フジタ東洋紡ビル９F 647998982 但馬(豊健)第150-533 令和1年7月23日 令和7年8月31日 平成19年8月31日
000028 7000104630 桃の季 668-0024 豊岡市寿町７－２２ 796246217 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 秋山 義幸 但馬(豊健)第150-580 令和1年11月20日 令和7年11月30日 平成19年9月4日
000028 7000104637 心 668-0033 豊岡市中央町生田通１４－２３グランディアビル２F 796225303 飲食店営業(4)その他 一般 吉岡 きよ美 但馬(豊健)第150-597 令和1年11月26日 令和7年11月30日 平成19年9月19日
000028 7000104638 オレンヂ　日高店 669-5305 豊岡市日高町祢布栂ノ尾８４２番１ 796432080 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　シマダ 代表取締役 嶋田 健一郎 629-2502 京都府京丹後市大宮町河辺２３９９番地 772680050 但馬(豊健)第150-572 令和1年11月8日 令和7年11月30日 平成19年9月21日
000028 7000104646 chaya 669-6101 豊岡市城崎町湯島８５７ 796294858 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ティーアンドエムズ 代表取締役 谷口 忠弘 668-0012 兵庫県豊岡市下陰１８－４ 796243099 但馬(豊健)第190-631 令和4年11月15日 令和10年11月30日 令和4年11月15日
000028 7000104647 里休 668-0024 豊岡市寿町４－７ 796245038 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 坂井 八重子 但馬(豊健)第150-587 令和1年11月26日 令和7年11月30日 平成19年10月5日
000028 7000104655 マルヨ食品株式会社　本社冷凍庫 669-6544 美方郡香美町香住区香住１２３４ 796360215 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 マルヨ食品株式会社 代表取締役 中村 善則 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１２３４ 796360215 但馬(豊健)第168-510 令和1年10月24日 令和7年11月30日 平成19年10月11日
000028 7000104657 おふくろ工房 669-6943 美方郡新温泉町千谷８５０番地 796930888 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 邑橋 裕惠 但馬(豊健)第150-584 令和1年11月25日 令和7年11月30日 平成19年10月19日
000028 7000104659 あつみ旅苑 669-6124 豊岡市気比４４４３ 796282194 飲食店営業(3)旅館 一般 宮代 高文 但馬(豊健)第183-541 令和1年11月25日 令和7年11月30日 平成19年10月22日
000028 7000104663 鉄板焼　かわ田 669-6544 美方郡香美町香住区香住９０２－２ 796370424 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川田 敦士 但馬(豊健)第150-576 令和1年11月8日 令和7年11月30日 平成19年10月22日
000028 7000104671 株式会社　日本海フーズ　香住工場 669-6544 美方郡香美町香住区香住１４５２－１ 796360003 そうざい製造業 一般 株式会社日本海フーズ 代表取締役 西川 博文 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１４５２ 796361500 但馬(豊健)第158-510 令和1年10月24日 令和7年11月30日 平成19年10月31日
000028 7000104694 旅荘　さこ 669-6564 美方郡香美町香住区下浜字石田３２６－１ 796203997 飲食店営業(3)旅館 一般 川端 顕 但馬(豊健)第183-531 令和1年11月8日 令和7年11月30日 平成19年11月20日
000028 7000104702 工房　グリーン 669-6101 豊岡市城崎町湯島９０８ 796323367 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 坂田 篤 但馬(豊健)第150-596 令和1年11月26日 令和7年11月30日 平成19年11月22日
000028 7000104703 工房　グリーン 669-6101 豊岡市城崎町湯島９０８ 796323367 菓子製造業 一般 坂田 篤 但馬(豊健)第152-518 令和1年11月26日 令和7年11月30日 平成19年11月22日
000028 7000104706 銀花 669-6123 豊岡市小島１１７７ 796283515 魚介類販売業 一般 株式会社　共立メンテナンス 代表取締役社長 中村 幸治 101-0021 東京都千代田区外神田２－１８－８ 352957788 但馬(豊健)第178-518 令和1年10月11日 令和7年11月30日 平成19年11月26日
000028 7000104707 そばの郷江野そば 668-0003 豊岡市江野字平縄手２２５－１ 796245300 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 安井 壮一郎 但馬(豊健)第150-566 令和1年10月21日 令和7年11月30日 平成19年11月26日
000028 7000104712 和彩　Ｓｈｕ 668-0033 豊岡市中央町１２－１６ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小松 宗 但馬(豊健)第150-622 令和2年2月20日 令和8年2月28日 平成19年12月12日
000028 7000104716 いろ里 669-6741 美方郡新温泉町七釜５２３－２ 796823690 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 沼田 利一 但馬(豊健)第150-630 令和2年2月26日 令和8年2月28日 平成19年12月17日
000028 7000104722 レモンカンパニー 668-0056 豊岡市妙楽寺２６６－４ 796221818 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小野寺 晃 但馬(豊健)第150-600 令和2年1月24日 令和8年2月28日 平成19年12月25日
000028 7000104725 焼肉　瑞苑 668-0084 豊岡市福田１４６９－１ 796262929 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　瑞苑 代表取締役 秋田 由美 668-0084 兵庫県豊岡市福田１４６９－１ 796262929 但馬(豊健)第150-619 令和2年2月18日 令和8年2月28日 平成19年12月27日
000028 7000104732 なべ彦商店 668-0021 豊岡市泉町２０－２７ 796223470 魚肉ねり製品製造業 一般 武田 成典 但馬(豊健)第180-501 令和2年1月24日 令和8年2月28日 平成20年1月21日
000028 7000104738 香住鶴株式会社森工場 669-6545 美方郡香美町香住区森６４６－１ 796362240 酒類製造業 一般 香住鶴株式会社 代表取締役 福本 和広 669-6559 兵庫県美方郡香美町香住区小原６００－２ 796360029 但馬(豊健)第163-501 令和2年2月5日 令和8年2月28日 平成20年2月8日
000028 7000104762 しし鍋　とこせ　加か成 669-6344 豊岡市竹野町椒６４５番地 796480401 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 加藤 和彦 但馬(豊健)第150-620 令和2年2月19日 令和8年2月28日 平成20年2月19日
000028 7000104766 ファミリーマート出石長砂店 668-0275 豊岡市出石町長砂４１５－１ 796531217 飲食店営業(4)その他 一般 門間 加代 但馬(豊健)第150-610 令和2年1月31日 令和8年2月28日 平成20年2月26日
000028 7000104775 ラーメン　おにごっこ 668-0033 豊岡市中央町１０－３１ 796237350 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北裏 信宏 但馬(豊健)第150-601 令和2年1月24日 令和8年2月28日 平成20年2月29日
000028 7000104784 ｏｍａｍｅ 668-0805 豊岡市船町２６８－３ 菓子製造業 一般 岡本 咲世 但馬(豊健)第152-505 令和2年5月11日 令和8年5月31日 平成20年3月14日



000028 7000104788 多機能型事業所ＲａＫｕＲａＫｕ  (楽々庵　出石店） 668-0221 豊岡市出石町町分２１－３ 796524106 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人　兵庫県社会福祉事業団 理事長 藪本 訓弘 651-2134 兵庫県神戸市西区曙町１０７０ 789295655 但馬(豊健)第150-539 令和2年5月19日 令和8年5月31日 平成20年3月24日
000028 7000104789 多機能型事業所ＲａＫｕＲａＫｕ  (らくらくベーカリー） 668-0221 豊岡市出石町町分２１－３ 796524106 菓子製造業 一般 社会福祉法人　兵庫県社会福祉事業団 理事長 藪本 訓弘 651-2134 兵庫県神戸市西区曙町１０７０ 789295655 但馬(豊健)第152-508 令和2年5月19日 令和8年5月31日 平成20年3月24日
000028 7000104791 すなっく　夢 668-0033 豊岡市中央町８番２２号暮六ツセンター 796247238 飲食店営業(4)その他 一般 中嶋 郁子 但馬(豊健)第150-555 令和2年5月28日 令和8年5月31日 平成20年3月27日
000028 7000104795 ＣＡＦＥ　ＮＩＣＯ 669-5334 豊岡市日高町山本１０３－４ 796348070 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西村 まゆ美 但馬(豊健)第150-505 令和2年4月28日 令和8年5月31日 平成20年3月27日
000028 7000104796 平和焼肉 669-6546 美方郡香美町香住区七日市３０４－５ 796364852 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石山 裕二 但馬(豊健)第150-545 令和2年5月18日 令和8年5月31日 平成20年3月27日
000028 7000104797 株式会社たじみや 669-6701 美方郡新温泉町芦屋４５１ 796823011 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社たじみや 代表取締役 山本 達也 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋４５１ 796823011 但馬(豊健)第168-503 令和2年5月18日 令和8年5月31日 平成20年3月31日
000028 7000104798 菜っぱ 668-0055 豊岡市昭和町２－１５ 796225072 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 浅貝 吉充 但馬(豊健)第150-536 令和2年5月18日 令和8年5月31日 平成20年4月7日
000028 7000104802 株式会社ジェイエイ葬祭  メモリアルホールゆうなぎ 668-0046 豊岡市立野町１６番３８号 796290350 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ジェイエイ葬祭 代表取締役 太田垣 哲男 668-0046 兵庫県豊岡市立野町１６番３８号 796290350 但馬(豊健)第150-537 令和2年5月18日 令和8年5月31日 平成20年4月11日
000028 7000104817 そば茶屋 668-0256 豊岡市出石町小人７ 796526274 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小谷 真己 但馬(豊健)第150-513 令和2年4月30日 令和8年5月31日 平成20年4月24日
000028 7000104825 マルワプロマート浜坂店 669-6747 美方郡新温泉町三谷３６４－１ 796831177 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マルワ渡辺水産 渡辺 隆一 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋３６５番地 796825005 但馬(豊健)第150-541 令和2年5月18日 令和8年5月31日 平成20年4月25日
000028 7000104827 偶　豊岡店 668-0014 豊岡市野田１８０ 796240088 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　テイク 代表取締役 河本 達哉 668-0014 兵庫県豊岡市野田１８０ 796520012 但馬(豊健)第150-557 令和2年5月29日 令和8年5月31日 平成20年4月25日
000028 7000104833 海産物魚市場 669-6701 美方郡新温泉町芦屋８５３ 796825001 魚介類販売業 一般 株式会社　マル海渡辺水産 代表取締役 渡辺 義己 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋８５３ 796825001 但馬(豊健)第178-507 令和2年5月18日 令和8年5月31日 平成20年5月8日
000028 7000104836 とよおか作業所　親の会 000-0000 豊岡市内 飲食店営業(4)その他 露店40L 社会福祉法人とよおか福祉会 理事長 岡本 幹雄 668-0027 兵庫県豊岡市若松町４－１４ 796248655 但馬(豊健)第190-509 令和5年4月24日 令和10年5月31日 令和5年4月24日
000028 7000104837 ムーラン 668-0033 豊岡市中央町１０－２５　中央ビル1階 796236885 飲食店営業(4)その他 一般 矢島 伴子 但馬(豊健)第150-526 令和2年5月11日 令和8年5月31日 平成20年5月15日
000028 7000104838 香住水産加工業協同組合　冷蔵課 669-6541 美方郡香美町香住区境１１１１－７・１１１２ 796362853 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 香住水産加工業協同組合 代表理事組合長 長 一仁 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１８５４ 796361103 但馬(豊健)第168-505 令和2年5月14日 令和8年5月31日 平成20年5月15日
000028 7000104851 あかね荘 669-6741 美方郡新温泉町七釜８９４ 796823693 飲食店営業(3)旅館 一般 安田 周史 但馬(豊健)第183-509 令和2年5月18日 令和8年5月31日 平成20年5月16日
000028 7000104858 角谷製菓株式会社 669-6124 豊岡市気比４６１４ 796282140 菓子製造業 一般 角谷製菓株式会社 代表取締役 角谷 隆政 669-6124 兵庫県豊岡市気比４６１４ 796282140 但馬(豊健)第152-506 令和2年5月14日 令和8年5月31日 平成20年5月28日
000028 7000104862 善店 668-0263 豊岡市出石町福住字赤坂１３３３－７ 796525688 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 熊野 善昭 但馬(豊健)第150-510 令和2年4月28日 令和8年5月31日 平成20年5月28日
000028 7000104872 山本　勇 669-6745 美方郡新温泉町栃谷６８２ 769822634 菓子製造業 一般 山本 勇 但馬(豊健)第152-512 令和2年7月31日 令和8年8月31日 平成20年6月12日
000028 7000104879 ランブル日高店 669-5341 豊岡市日高町国分寺２６０ 796423480 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 濵﨑 まり子 但馬(豊健)第150-535 令和1年7月23日 令和7年8月31日 平成20年6月25日
000028 7000104888 ＳＨＩＯＮ 668-0033 豊岡市中央町１０－５サンプラザ豊岡２０３ 796247688 飲食店営業(4)その他 一般 河本 康伸 但馬(豊健)第150-578 令和2年8月13日 令和8年8月31日 平成20年7月7日
000028 7000104891 株式会社　荒湯観光センター 669-6821 美方郡新温泉町湯１２６０番地 796921181 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　荒湯観光センター 代表取締役 丸上 朗 669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯１２６０番地 796921181 但馬(豊健)第150-581 令和2年8月11日 令和8年8月31日 平成20年7月7日
000028 7000104894 ミニフレッシュ豊岡下陰店 668-0012 豊岡市下陰１４－２ 796244488 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第150-561 令和2年7月31日 令和8年8月31日 平成20年7月11日
000028 7000104904 ギャラリーみやがき 668-0033 豊岡市中央町９－４２ 796222732 飲食店営業(4)その他 一般 宮垣 明子 但馬(豊健)第150-586 令和2年8月20日 令和8年8月31日 平成20年7月22日
000028 7000104914 浜坂新杵 669-6702 美方郡新温泉町浜坂１０７０－４ 796823088 菓子製造業 一般 岡崎 洋一 但馬(豊健)第152-516 令和2年8月11日 令和8年8月31日 平成20年7月25日
000028 7000104919 カニかに日本海　旬鮮市場 669-6115 豊岡市城崎町来日字数税下夕１番１ 796320032 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　ヤマヨシ 山本 卓也 669-6432 兵庫県美方郡香美町香住区上計１１５７ 796370331 但馬(豊健)第150-568 令和2年8月4日 令和8年8月31日 平成20年7月18日
000028 7000104920 カニかに日本海　旬鮮市場 669-6115 豊岡市城崎町来日字数税下夕１番１ 796320032 魚介類販売業 一般 株式会社　ヤマヨシ 山本 卓也 669-6432 兵庫県美方郡香美町香住区上計１１５７ 796370331 但馬(豊健)第178-518 令和2年8月4日 令和8年8月31日 平成20年7月18日
000028 7000104925 姫星 669-5341 豊岡市日高町国分寺２６０ 796423737 飲食店営業(4)その他 一般 小森 由香里 但馬(豊健)第150-602 令和2年8月26日 令和8年8月31日 平成20年7月29日
000028 7000104927 出石永楽館 668-0234 豊岡市出石町柳１７－２ 796525300 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社出石まちづくり公社 代表取締役 大橋 直人 668-0214 兵庫県豊岡市出石町内町１０４－７ 796526045 但馬(豊健)第150-601 平成30年8月30日 令和5年8月31日 平成20年7月31日
000028 7000104929 はばたけ手をつなぐ育成会 000-0000 但馬一円 飲食店営業(4)その他 露店 認定ＮＰＯ法人はばたけ手をつなぐ育成会 理事長 中井 佳与子 668-0031 兵庫県豊岡市大手町７－９ 796243660 但馬(豊健)第150-584 平成30年8月16日 令和5年8月31日 平成20年8月6日
000028 7000104951 本家かまどや　江原店 669-5341 豊岡市日高町国分寺８７８－１ 796432155 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 日下部 良成 但馬(豊健)第150-599 令和2年8月26日 令和8年8月31日 平成20年8月8日
000028 7000104952 但馬生蕎麦ますや 669-6101 豊岡市城崎町湯島６５４ 796322642 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 但馬(豊健)第150-583 令和2年8月17日 令和8年8月31日 平成20年8月22日
000028 7000104958 そば茶屋 668-0256 豊岡市出石町小人７ 796526274 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小谷 真己 但馬(豊健)第150-590 令和2年8月14日 令和8年8月31日 平成20年8月22日
000028 7000104959 かっぱ寿司　豊岡店 668-0052 豊岡市九日市下町字下荒原１６３－１ 796265110 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 カッパ・クリエイト株式会社 代表取締役 山角 豪 220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目２番１号ランドマークタワー１２階 452247095 但馬(豊健)第150-573 令和2年8月6日 令和8年8月31日 平成20年8月26日
000028 7000104962 株式会社カネニ 669-6432 美方郡香美町香住区上計９８７番地１８ 796370122 そうざい製造業 一般 株式会社カネニ 代表取締役 寺川 雄大 669-6432 兵庫県美方郡香美町香住区上計１１９９ 796370122 但馬(豊健)第158-510 令和2年8月19日 令和8年8月31日 平成20年8月25日
000028 7000104963 株式会社カネニ 669-6432 美方郡香美町香住区上計９８７番地１８ 796370122 魚介類販売業 一般 株式会社カネニ 代表取締役 寺川 雄大 669-6432 兵庫県美方郡香美町香住区上計１１９９ 796370122 但馬(豊健)第178-526 令和2年8月19日 令和8年8月31日 平成20年8月25日
000028 7000104980 ㈱山増水産 669-6541 美方郡香美町香住区境字浜頭１１２２－２ 796361207 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社山増水産 代表取締役 山根 久隆 669-6541 兵庫県美方郡香美町香住区境１１２２－２ 796361207 但馬(豊健)第168-515 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成20年9月12日
000028 7000104984 くらはし商店 669-6546 美方郡香美町香住区七日市２９５－２ 796391919 そうざい製造業 一般 倉橋 易 但馬(豊健)第158-517 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成20年9月17日
000028 7000104985 くらはし商店 669-6546 美方郡香美町香住区七日市２９５－２ 796391919 魚介類販売業 一般 倉橋 易 但馬(豊健)第178-543 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成20年9月17日
000028 7000104995 業務スーパー　日高店 669-5305 豊岡市日高町祢布８４７－１番地 796431330 魚介類販売業 一般 株式会社　マツムラ 代表取締役 松村 竹治 627-0006 京都府京丹後市峰山町赤坂５５５番地 772623111 但馬(豊健)第178-539 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成20年9月25日
000028 7000105003 神鍋山荘、わらく 669-5371 豊岡市日高町太田梅ヶ坪１３４８ 796450101 飲食店営業(3)旅館 一般 小西 光明 但馬(豊健)第183-556 令和2年11月10日 令和8年11月30日 平成20年9月30日
000028 7000105018 濱名忠則商店 669-6432 美方郡香美町香住区上計１２２９－１ 796370610 魚介類販売業 一般 濱名 忠則 但馬(豊健)第178-542 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成20年10月7日
000028 7000105019 濱名忠則商店 669-6432 美方郡香美町香住区上計１２２９－１ 796370610 そうざい製造業 一般 濱名 忠則 但馬(豊健)第158-516 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成20年10月7日
000028 7000105027 アマゾンカムカム株式会社　香住工場 669-6404 美方郡香美町香住区相谷字金山１３４ 796380196 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 アマゾンカムカム株式会社 田中 一夫 561-0861 大阪府豊中市東泉丘２丁目９－９ 668522210 但馬(豊健)第168-519 令和2年11月12日 令和8年11月30日 平成20年10月23日
000028 7000105028 アマゾンカムカム株式会社　香住工場 669-6404 美方郡香美町香住区相谷８４ 796380196 清涼飲料水製造業 一般 アマゾンカムカム株式会社 田中 一夫 561-0861 大阪府豊中市東泉丘２丁目９－９ 668522210 但馬(豊健)第154-501 令和2年11月12日 令和8年11月30日 平成20年10月23日
000028 7000105029 有限会社　増田商店 669-6201 豊岡市竹野町竹野２５５１ 796470709 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　増田商店 代表取締役 増田 洋一 669-6201 兵庫県豊岡市竹野町竹野２５５１ 796470709 但馬(豊健)第150-630 令和2年11月9日 令和8年11月30日 平成20年10月15日
000028 7000105036 清八 668-0033 豊岡市中央町１５－３５ 796223062 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡本 正 但馬(豊健)第150-639 令和2年11月20日 令和8年11月30日 平成20年10月29日
000028 7000105037 すずらん 668-0817 豊岡市六地蔵字桜町２３９－１２ 796240041 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西口 照子 但馬(豊健)第150-645 令和2年11月25日 令和8年11月30日 平成20年10月31日
000028 7000105038 榎本水産 669-6124 豊岡市気比字天神浜４０８０ 魚介類販売業 一般 榎本 富一 但馬(豊健)第178-544 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成20年10月30日
000028 7000105039 順風丸 669-6753 美方郡新温泉町諸寄２９８１－３ 796820596 魚介類販売業 一般 有限会社　順風丸 代表取締役 中村 信人 669-6753 兵庫県美方郡新温泉町諸寄３２６３－２ 796820596 但馬(豊健)第178-552 令和2年11月27日 令和8年11月30日 平成20年10月31日
000028 7000105040 居酒屋ねぎぼうず 668-0025 豊岡市幸町１２－２０ 796248100 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 根岸 忠晴 但馬(豊健)第150-624 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成20年10月31日
000028 7000105041 マル海渡辺水産　6階会議室 669-6701 美方郡新温泉町芦屋８５３ 796825001 喫茶店営業 自動販売機 有限会社日東ベンディング中国 代表取締役社長 藤井 隆 731-5121 広島県広島市佐伯区五日市町美鈴園２－８ 829233636 但馬(豊健)第151-513 平成30年11月29日 令和5年11月30日 平成20年10月31日
000028 7000105042 セブン 668-0024 豊岡市寿町４－７ 796241474 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 古田 憲史 但馬(豊健)第150-611 令和2年10月21日 令和8年11月30日 平成20年10月31日
000028 7000105055 総本家栃泉 669-6801 美方郡新温泉町井土字高手６６３－２ 796920012 菓子製造業 一般 関尾 憲司 但馬(豊健)第152-522 令和2年11月27日 令和8年11月30日 平成20年11月17日
000028 7000105056 橋本屋旅館 669-6821 美方郡新温泉町湯１５４３ 796921171 飲食店営業(3)旅館 一般 北村 恒代 但馬(豊健)第183-549 令和2年10月28日 令和8年11月30日 平成20年11月17日
000028 7000105060 但馬銘牛料理たむら 669-6831 美方郡新温泉町竹田５９番地３ 796992929 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社たむら 代表取締役 田村 正道 681-0062 鳥取県岩美郡岩美町恩志２０６－２ 857731129 但馬(豊健)第150-626 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成20年11月21日
000028 7000105061 但馬銘牛料理たむら 669-6831 美方郡新温泉町竹田５９番地３ 796992929 食肉販売業 一般 株式会社たむら 代表取締役 田村 正道 681-0062 鳥取県岩美郡岩美町恩志２０６－２ 857731129 但馬(豊健)第176-519 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成20年11月21日
000028 7000105063 ラ・シゴーニュ 668-0065 豊岡市戸牧３７番地１０ 796238666 菓子製造業 一般 有限会社シゴーニュアイ・エス・エム 代表取締役 森脇 将人 668-0065 兵庫県豊岡市戸牧３７番地１０ 796238666 但馬(豊健)第152-519 令和2年11月19日 令和8年11月30日 平成20年11月27日
000028 7000105064 ラ・シゴーニュ 668-0065 豊岡市戸牧３７番地１０ 796238666 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社シゴーニュアイ・エス・エム 代表取締役 森脇 将人 668-0065 兵庫県豊岡市戸牧３７番地１０ 796238666 但馬(豊健)第150-638 令和2年11月19日 令和8年11月30日 平成20年11月27日
000028 7000105074 ミニフレッシュ香住店 669-6544 美方郡香美町香住区香住２－１ 796360521 魚介類販売業 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役社長 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第178-554 令和3年1月25日 令和9年2月28日 平成20年12月3日
000028 7000105090 株式会社ふれあい 667-1503 美方郡香美町小代区大谷５１０番地の１ 796973234 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ふれあい 代表取締役 667-1503 兵庫県美方郡香美町小代区大谷５１０番地の１ 796973232 但馬(豊健)第150-682 令和3年2月18日 令和9年2月28日 平成20年12月18日
000028 7000105097 楽熟 669-6221 豊岡市竹野町須谷１４８８－１ 796471041 菓子製造業 一般 本庄 美智子 但馬(豊健)第152-525 令和3年2月10日 令和9年2月28日 平成20年12月25日
000028 7000105099 和香 668-0033 豊岡市中央町１３－２ 796235788 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川崎 純子 但馬(豊健)第150-663 令和3年1月29日 令和9年2月28日 平成21年1月5日
000028 7000105100 庄屋 669-6544 美方郡香美町香住区香住字池田１３９６ 796363512 飲食店営業(3)旅館 一般 西本 庄作 但馬(豊健)第183-568 令和3年1月25日 令和9年2月28日 平成21年1月7日
000028 7000105102 パン菓子工房　レガーメ 669-5342 豊岡市日高町久斗１７９－７ 796206099 菓子製造業 一般 上村 啓子 但馬(豊健)第152-526 令和3年2月19日 令和9年2月28日 平成21年1月16日
000028 7000105106 668-0033 豊岡市中央町１４－２１ 796238722 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 但馬(豊健)第150-661 令和3年1月29日 令和9年2月28日 平成21年1月30日
000028 7000105107 カフェレストラン　キラキラ 668-0015 豊岡市一日市字畔無１０４７－３ 796242331 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岸本 哲郎 但馬(豊健)第150-681 令和3年2月18日 令和9年2月28日 平成21年1月30日
000028 7000105108 あいこ 668-0033 豊岡市中央町６－１３ 796223628 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福伊 久浩 但馬(豊健)第150-664 令和3年1月29日 令和9年2月28日 平成21年1月29日
000028 7000105109 辰よし 668-0052 豊岡市九日市下町２８２－８ 796243237 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 竹内 健治 但馬(豊健)第150-671 令和3年2月4日 令和9年2月28日 平成21年1月29日
000028 7000105110 但馬ビーフはまだ　豊岡店 668-0063 豊岡市正法寺６００－１ 796206123 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社但馬ビーフはまだ 代表取締役 濵田 博己 669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯８１ 796920080 但馬(豊健)第150-653 令和3年1月26日 令和9年2月28日 平成21年1月30日
000028 7000105111 但馬ビーフはまだ　豊岡店 668-0063 豊岡市正法寺６００－１ 796206123 食肉販売業 一般 有限会社但馬ビーフはまだ 代表取締役 濵田 博己 669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯８１ 796920080 但馬(豊健)第176-525 令和3年1月26日 令和9年2月28日 平成21年1月30日
000028 7000105118 Patisserie　Mignon 668-0012 豊岡市下陰６９７－１ 796243240 菓子製造業 一般 中村 彰 但馬(豊健)第152-523 令和3年1月26日 令和9年2月28日 平成21年2月26日
000028 7000105120 リベロカフェ 668-0053 豊岡市九日市中町字シツトリ２２５－１，２ 796349888 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 友田 義久 但馬(豊健)第150-673 令和3年2月4日 令和9年2月28日 平成21年2月25日
000028 7000105126 Ｐｉｚｚｅｉｒａ　Ｏｉｓｈｉ～ｎｏ 669-5365 豊岡市日高町十戸１８３ 飲食店営業(4)その他 露店 藤原 正利 但馬(豊健)第150-637 平成31年2月7日 令和6年2月29日 平成21年2月27日
000028 7000105135 寺川商店 668-0032 豊岡市千代田町５－２ 796233205 魚介類販売業 一般 寺川 秀人 但馬(豊健)第178-506 令和3年5月13日 令和9年5月31日 平成21年3月9日
000028 7000105138 大永商店 000-0000 豊岡市内 魚介類販売業 自動車 大永 正信 但馬(豊健)第178-503 平成31年4月11日 令和6年5月31日 平成21年3月18日
000028 7000105143 幸せに成る宿　幸成 669-6564 美方郡香美町香住区下浜６５８ 796362635 飲食店営業(3)旅館 一般 濵本 幸広 但馬(豊健)第183-506 令和3年4月30日 令和9年5月31日 平成21年3月27日
000028 7000105148 寿し工房彌衛門 669-6544 美方郡香美町香住区香住１１７８ 796364444 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 田村 勝之 但馬(豊健)第150-506 令和3年4月27日 令和9年5月31日 平成21年4月1日
000028 7000105160 あかれんが 668-0033 豊岡市中央町１０－２９大勝ビル１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 廣島 美代子 但馬(豊健)第150-504 令和3年4月26日 令和9年5月31日 平成21年4月9日
000028 7000105161 陽邸　さなえ田 669-6103 豊岡市城崎町今津木ノ下４１６－１、４１９、４２０、４２０－１ 796323404 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社　旅館白山 代表取締役 花村 郁子 669-6103 兵庫県豊岡市城崎町今津５４８番地の１ 796323404 但馬(豊健)第183-515 令和3年5月20日 令和9年5月31日 平成21年4月8日
000028 7000105169 城崎ビネガー 669-6101 豊岡市城崎町湯島３９１ 796320188 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　トキワ 柴崎 明郎 669-6553 兵庫県美方郡香美町香住区三谷７３５ 796324001 但馬(豊健)第150-509 令和3年4月28日 令和9年5月31日 平成21年4月14日
000028 7000105181 豊の岡工園 668-0831 豊岡市神美台１－１ 796260002 喫茶店営業 一般 株式会社播磨屋本店 代表取締役 阿野 拓夫 679-3301 兵庫県朝来市生野町円山３０番地 796741100 但馬(豊健)第151-501 令和3年4月26日 令和9年5月31日 平成21年4月22日
000028 7000105189 但馬ヘビック仕分場 669-6821 美方郡新温泉町湯１１４１番地 796922334 魚介類販売業 一般 株式会社但馬へビック 代表取締役 朝野 浩昌 669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯１１５３番地 796922334 但馬(豊健)第178-509 令和3年5月24日 令和9年5月31日 平成21年4月22日
000028 7000105190 ㈲安田商店 669-6201 豊岡市竹野町竹野１３１９番地 796471459 魚介類販売業 一般 有限会社　安田商店 代表取締役 安田 友子 669-6201 兵庫県豊岡市竹野町竹野１３１９番地 796471459 但馬(豊健)第178-505 令和3年5月17日 令和9年5月31日 平成21年4月28日
000028 7000105196 龍花 668-0033 豊岡市中央町１－２０サファリビル１Ｆ　２号 796346950 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 村尾 昌彦 但馬(豊健)第150-503 令和3年4月26日 令和9年5月31日 平成21年5月8日
000028 7000105211 珈琲庵　悠々　どんぐり 669-6732 美方郡新温泉町福富３７７－１ 796825656 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 柴田 智子 但馬(豊健)第150-502 令和3年4月26日 令和9年5月31日 平成21年5月27日
000028 7000105215 マルワプロマート浜坂店 669-6747 美方郡新温泉町三谷３６４－１ 796831177 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社マルワ渡辺水産 渡辺 隆一 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋３６５番地 796825005 但馬(豊健)第190-502 令和3年7月26日 令和9年8月31日 令和3年7月26日
000028 7000105221 旅館きむらや 669-6431 美方郡香美町香住区浦上１１３５－３ 796370660 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社ＫＩＭＵＲＡ 代表取締役 木村 淳 669-6431 兵庫県美方郡香美町香住区浦上１１３５－３ 796370660 但馬(豊健)第217-518 令和3年8月11日 令和9年8月31日 令和3年8月11日
000028 7000105228 ケンタッキー・フライド・チキン豊岡店 668-0805 豊岡市船町３４６－１ 796292320 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社アクシーズフーズ 代表取締役社長 伊地知 洋正 113-0023 東京都文京区向丘一丁目１２番２号 338161536 但馬(豊健)第190-524 令和3年8月16日 令和9年8月31日 令和3年8月16日
000028 7000105236 カフェ＆レストラン　テラス 669-6192 豊岡市瀬戸１０５８番地 796282493 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日和山観光株式会社 代表取締役 西松 伸二 669-6122 兵庫県豊岡市瀬戸１０９０ 796282500 但馬(豊健)第150-568 平成28年8月15日 令和5年8月31日 平成21年7月7日
000028 7000105237 株式会社北前館 669-6201 豊岡市竹野町竹野５０－１２ 796472020 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　北前館 代表取締役 太田垣 健作 669-6201 兵庫県豊岡市竹野町竹野５０－１２ 796472020 但馬(豊健)第190-535 令和3年8月13日 令和9年8月31日 令和3年8月13日
000028 7000105238 花の家 669-6101 豊岡市城崎町湯島５２８ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 船谷 佳子 但馬(豊健)第190-536 令和3年8月19日 令和9年8月31日 令和3年8月19日
000028 7000105239 HABATAKE Sweets Cafe 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市は除く） 796233350 飲食店営業(4)その他 自動車 認定ＮＰＯ法人はばたけ手をつなぐ育成会 理事長 中井 佳与子 668-0031 兵庫県豊岡市大手町７－９ 796243660 但馬(豊健)第150-531 令和1年7月18日 令和6年8月31日 平成21年7月15日
000028 7000105242 手打ちそば　たなか 668-0073 豊岡市辻６７２ 796220366 麺類製造業 一般 清水 正幸 但馬(豊健)第203-502 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 7000105245 マカロニ　ウエスタン 669-5379 豊岡市日高町名色１５２１－１ 796201174 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 但馬(豊健)第150-560 令和1年8月30日 令和6年8月31日 平成21年7月22日
000028 7000105246 cafee SORELLA 669-6101 豊岡市城崎町湯島８４ 796201510 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社太田物産 代表取締役 太田 珠里 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島８３番地 796322054 但馬(豊健)第190-532 令和3年8月12日 令和9年8月31日 令和3年8月12日
000028 7000105280 日本パワーファスニング株式会社  豊岡工場内厨房 668-0831 豊岡市神美台５番地の１ 796260055 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社第一食品 代表取締役 小宮 仁 577-0066 大阪府東大阪市高井田本通４丁目１番５号 667838181 但馬(豊健)第190-519 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 7000105281 兵庫県立香住高等学校 669-6563 美方郡香美町香住区矢田４０－１ 796361181 水産製品製造業 一般 兵庫県立香住高等学校 校長 田中 一範 669-6563 兵庫県美方郡香美町香住区矢田４０－１ 796361181 但馬(豊健)第216-505 令和3年8月18日 令和9年8月31日 令和3年8月18日
000028 7000105286 株式会社マルニ豊岡水産 669-6122 豊岡市瀬戸７５５－３ 796283175 水産製品製造業 一般 株式会社マルニ豊岡水産 代表取締役 二方 道正 669-6122 兵庫県豊岡市瀬戸７５５－３ 796283175 但馬(豊健)第216-507 令和3年8月26日 令和9年8月31日 令和3年8月26日
000028 7000105296 すき家　豊岡野田店 668-0014 豊岡市野田９５－１ 796245224 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南２丁目１８番１号 357838850 但馬(豊健)第150-615 平成28年11月15日 令和5年11月30日 平成21年9月4日
000028 7000105298 株式会社ハマダセイ 669-6541 美方郡香美町香住区境１１２４ 796360668 水産製品製造業 一般 株式会社ハマダセイ 代表取締役 島﨑 誠 669-6541 兵庫県美方郡香美町香住区境１１２４ 796360668 但馬(豊健)第216-511 令和3年10月28日 令和9年11月30日 令和3年10月28日
000028 7000105304 マロニエ 667-1311 美方郡香美町村岡区村岡２７６９ 796940965 菓子製造業 一般 松岡 昌弘 但馬(豊健)第192-509 令和3年11月11日 令和9年11月30日 令和3年11月11日
000028 7000105305 マロニエ 667-1311 美方郡香美町村岡区村岡２７６９ 796940965 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松岡 昌弘 但馬(豊健)第190-583 令和3年11月11日 令和9年11月30日 令和3年11月11日
000028 7000105309 スナック酔って候 668-0033 豊岡市中央町１０－２９　大勝ビル１Ｆ 796268282 飲食店営業(4)その他 一般 田中 加代子 但馬(豊健)第190-596 令和3年11月17日 令和9年11月30日 令和3年11月17日
000028 7000105313 カフェレストラン　ＹＥＬＬ 669-6747 美方郡新温泉町三谷長溝８７－４ 796823584 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 勝野 謙 但馬(豊健)第190-587 令和3年11月11日 令和9年11月30日 令和3年11月11日
000028 7000105316 スナック　みいちゃん 668-0033 豊岡市中央町１４－２３グランディアビル２Ｆ－Ｃ 飲食店営業(4)その他 一般 井上 美百合 但馬(豊健)第190-601 令和3年11月24日 令和9年11月30日 令和3年11月24日
000028 7000105318 茜海 669-6546 美方郡香美町香住区七日市３４３－１－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山田 弘明 但馬(豊健)第190-573 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 7000105321 ナカケー白川店 669-6702 美方郡新温泉町浜坂７３８番地 796822500 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社　ナカケー 代表取締役 仲山 茂生 669-6702 兵庫県美方郡新温泉町浜坂７３８番地 796822500 但馬(豊健)第190-576 令和3年11月12日 令和9年11月30日 令和3年11月12日
000028 7000105322 株式会社たじみや 669-6701 美方郡新温泉町芦屋４５１ 796823011 そうざい製造業 一般 株式会社たじみや 代表取締役 山本 達也 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋４５１ 796823011 但馬(豊健)第195-506 令和3年11月19日 令和9年11月30日 令和3年11月19日
000028 7000105323 株式会社たじみや 669-6701 美方郡新温泉町芦屋４５１ 796823011 食肉販売業 一般 株式会社たじみや 代表取締役 山本 達也 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋４５１ 796823011 但馬(豊健)第212-503 令和3年11月19日 令和9年11月30日 令和3年11月19日
000028 7000105324 リゾートヴィラ　ハチ北 667-1347 美方郡香美町村岡区和池６３５－７ 796961178 飲食店営業(3)旅館 一般 鉢伏開発観光株式会社 代表取締役 岡田 浩和 577-0012 大阪府東大阪市長田東３丁目３番３号 667480353 但馬(豊健)第217-542 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 7000105325 寺川商店 669-6432 美方郡香美町香住区上計 796370090 魚介類販売業 一般 寺川 秀人 但馬(豊健)第178-525 令和1年11月8日 令和7年11月30日 平成21年10月29日



000028 7000105326 寺川商店 669-6432 美方郡香美町香住区上計 796370090 そうざい製造業 一般 寺川 秀人 但馬(豊健)第158-511 令和1年11月8日 令和7年11月30日 平成21年10月29日
000028 7000105328 株式会社オキノカンパニー 668-0061 豊岡市上佐野１７０１番地 796346170 食肉処理業 一般 株式会社オキノカンパニー 代表取締役 沖野 公洋 668-0061 兵庫県豊岡市上佐野１７０１番地 796346170 但馬(豊健)第211-501 令和3年11月17日 令和9年11月30日 令和3年11月17日
000028 7000105330 スナック百合 668-0026 豊岡市元町１－５ 796223338 飲食店営業(4)その他 一般 井上 みゆき 但馬(豊健)第190-563 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 7000105332 めん六や　信頼の森兵庫豊岡店 668-0815 豊岡市日撫字ナンゴ２８６番地２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社日本ヒュウマップ 代表取締役 川野 創平 116-0013 東京都荒川区西日暮里５－１５－７ 338028141 但馬(豊健)第190-593 令和3年11月17日 令和9年11月30日 令和3年11月17日
000028 7000105334 かにの山よし旬鮮市場 669-6115 豊岡市城崎町来日１番１ 796320032 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ヤマヨシ 代表取締役 山本 卓也 669-6432 兵庫県美方郡香美町香住区上計１１５７番地 796370331 但馬(豊健)第190-590 令和3年11月15日 令和9年11月30日 令和3年11月15日
000028 7000105337 Ｍifoork（みほーく） 668-0012 豊岡市下陰２－３ＵＤビル１０３号 796263409 菓子製造業 一般 松永 美穂 但馬(豊健)第192-513 令和3年11月25日 令和9年11月30日 令和3年11月25日
000028 7000105338 Ｍifoork（みほーく） 668-0012 豊岡市下陰２－３ＵＤビル１０３号 796263409 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松永 美穂 但馬(豊健)第190-605 令和3年11月25日 令和9年11月30日 令和3年11月25日
000028 7000105353 スナック舞 668-0033 豊岡市中央町１４－２３グランディアビル３Ｆ－Ａ 飲食店営業(4)その他 一般 長岡 富代美 但馬(豊健)第190-597 令和3年11月17日 令和9年11月30日 令和3年11月17日
000028 7000105357 てら川 669-6101 豊岡市城崎町湯島１１１ 796323415 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社鮮魚てらかわ 代表取締役 寺川 大紀 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島１１１ 796323415 但馬(豊健)第190-566 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 7000105362 ＴＨＥ　ＳＥＡＭＥＮＳ  （シーメンズ） 668-0861 豊岡市大篠岡７１２－８ワイズビル別館１－Ｃ 796291003 魚介類販売業 一般 有限会社ワイズエンタープライズ 代表取締役 中道 陽子 668-0861 兵庫県豊岡市大篠岡７１２番地の８ 796249614 但馬(豊健)第214-509 令和3年11月11日 令和9年11月30日 令和3年11月11日
000028 7000105363 ＴＨＥ　ＳＥＡＭＥＮＳ  （シーメンズ） 668-0861 豊岡市大篠岡７１２－８ワイズビル別館１－Ｃ 796291003 そうざい製造業 一般 有限会社ワイズエンタープライズ 代表取締役 中道 陽子 668-0861 兵庫県豊岡市大篠岡７１２番地の８ 796249614 但馬(豊健)第195-505 令和3年11月11日 令和9年11月30日 令和3年11月11日
000028 7000105370 株式会社カネ貞 669-6122 豊岡市瀬戸７７番地の２３ 796282663 そうざい製造業 一般 株式会社カネ貞 佐藤 直彦 669-6122 兵庫県豊岡市瀬戸７７番地の２３ 796282663 但馬(豊健)第195-507 令和3年11月19日 令和9年11月30日 令和3年11月19日
000028 7000105380 にしがき豊岡店 668-0047 豊岡市三坂町４－５０ 796226633 菓子製造業 一般 株式会社にしがき 代表取締役 西垣 俊平 629-2501 京都府京丹後市大宮町口大野８８番地 772680008 但馬(豊健)第152-522 平成29年2月17日 令和6年2月29日 平成21年12月7日
000028 7000105383 とこせん 669-6122 豊岡市瀬戸１１０－４ 796282048 そうざい製造業 一般 大江 貴樹 但馬(豊健)第195-513 令和4年2月25日 令和10年2月29日 令和4年2月25日
000028 7000105387 みやび 669-6101 豊岡市城崎町湯島７２２ 796322416 飲食店営業(3)旅館 一般 大島 裕作 但馬(豊健)第217-546 令和4年1月28日 令和10年2月29日 令和4年1月28日
000028 7000105388 但馬漁業協同組合 000-0000 県下一円（ただし神戸市、姫路市、尼崎市明石市及び西宮市を除く） 魚介類販売業 自動車 但馬漁業協同組合 代表理事組合長 村瀬 晴好 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松７４７ 796361331 但馬(豊健)第178-532 令和2年1月20日 令和7年2月28日 平成21年12月25日
000028 7000105389 但熊　弐番館 668-0363 豊岡市但東町栗尾９１２－１ 796550902 菓子製造業 一般 株式会社西垣養鶏場 代表取締役 平岡 康寬 668-0363 兵庫県豊岡市但東町栗尾２２５番地の１ 796550045 但馬(豊健)第192-520 令和4年2月14日 令和10年2月29日 令和4年2月14日
000028 7000105402 兵庫ミートプロセッサー株式会社 669-5326 豊岡市日高町池上１０５－１ 796425858 食肉処理業 一般 兵庫ミートプロセッサー株式会社 代表取締役 田中 一成 669-5326 兵庫県豊岡市日高町池上１０５－１ 796425858 但馬(豊健)第175-502 平成29年2月27日 令和6年2月29日 平成22年1月29日
000028 7000105429 宮﨑旅荘 669-6124 豊岡市気比３２２６ 796282153 飲食店営業(3)旅館 一般 宮﨑 順司 但馬(豊健)第217-551 令和4年2月10日 令和10年2月29日 令和4年2月10日
000028 7000105434 結クッキング 669-5341 豊岡市日高町国分寺字千田ヶ坪２２８－１ 796425195 そうざい製造業 一般 株式会社　ガンピー 代表取締役社長 田中 喜久雄 669-5341 兵庫県豊岡市日高町国分寺字薮ノ内２１３ 796425540 但馬(豊健)第195-502 令和4年5月25日 令和10年5月31日 令和4年5月25日
000028 7000105441 ボヌールポルテ 668-0052 豊岡市九日市下町８１－１ 796201637 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井垣 晴義 但馬(豊健)第190-510 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 7000105442 手づくり工房 668-0816 豊岡市法花寺５４６－３ 菓子製造業 一般 藤原 志げの 但馬(豊健)第192-506 令和4年5月13日 令和10年5月31日 令和4年5月13日
000028 7000105450 ウェルストーク豊岡 668-0046 豊岡市立野町６番３０号 796231288 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 豊岡総合健康ゾーンＰＦＩ株式会社 代表取締役 山田 昌弘 668-0221 兵庫県豊岡市出石町町分２５２番地 792845146 但馬(豊健)第150-532 平成29年5月19日 令和6年5月31日 平成22年3月25日
000028 7000105456 さどや 669-6564 美方郡香美町香住区下浜２９１、２９２ 796361387 飲食店営業(3)旅館 一般 吉川 正人 但馬(豊健)第217-510 令和4年5月23日 令和10年5月31日 令和4年5月23日
000028 7000105463 メフォス　０２４５１Ａ号店 669-6543 美方郡香美町香住区若松５４０番地 796391600 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社メフォス 代表取締役 長江 孝之 107-0052 東京都港区赤坂二丁目２３番１号 362347600 但馬(豊健)第190-549 令和4年5月23日 令和11年5月31日 令和4年5月23日
000028 7000105476 小林商店 668-0064 豊岡市高屋８９８ 796225018 飲食店営業(4)その他 一般 大和 ひろ美 但馬(豊健)第190-524 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 7000105489 静 668-0033 豊岡市中央町１０－２５中央ビル１階３号室 796246581 飲食店営業(4)その他 一般 長岡 静香 但馬(豊健)第190-522 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 7000105492 Baccarat（バカラ） 668-0033 豊岡市中央町１４－２３グランディアビル４Ｆ－Ｂ 796235959 飲食店営業(4)その他 一般 大久保 育子 但馬(豊健)第190-551 令和4年5月25日 令和10年5月31日 令和4年5月25日
000028 7000105493 株式会社播磨屋本店　豊の岡工園 668-0831 豊岡市神美台１－１ 796260001 菓子製造業 一般 株式会社播磨屋本店 代表取締役 阿野 拓夫 679-3301 兵庫県朝来市生野町円山３０番地 796741104 但馬(豊健)第192-508 令和4年5月30日 令和10年5月31日 令和4年5月30日
000028 7000105503 ニュー銀河 668-0204 豊岡市出石町宮内２３１の１ 796524321 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川見 弘子 但馬(豊健)第150-506 令和2年4月28日 令和7年5月31日 平成22年5月25日
000028 7000105505 三椒庵 669-6344 豊岡市竹野町椒１１６２－１ 796480506 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 正史 但馬(豊健)第190-531 令和4年5月10日 令和10年5月31日 令和4年5月10日
000028 7000105507 お宿　白山　花まんだら　湯亭花のれん 669-6101 豊岡市城崎町湯島５６９ 796322321 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社旅館白山 代表取締役 花村 郁子 669-6103 兵庫県豊岡市城崎町今津５４８番地の１ 796322321 但馬(豊健)第217-511 令和4年5月25日 令和10年5月31日 令和4年5月25日
000028 7000105508 来来亭　豊岡店 668-0013 豊岡市中陰字大工６１３ 796236155 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 澁井 隆秀 但馬(豊健)第190-546 令和4年5月19日 令和10年5月31日 令和4年5月19日
000028 7000105516 森久男商店 669-6544 美方郡香美町香住区香住８－２ 796362590 水産製品製造業 一般 森 浩之 但馬(豊健)第216-502 令和3年7月30日 令和8年8月31日 令和3年7月30日
000028 7000105525 ＲＡＮＡ　城崎店 669-6101 豊岡市城崎町湯島４３０ 796322187 飲食店営業(4)その他 露店 丸山 加奈美 但馬(豊健)第150-582 令和2年8月17日 令和7年8月31日 平成22年7月13日
000028 7000105526 ＲＡＮＡ　城崎店 669-6101 豊岡市城崎町湯島４３０ 796322187 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 丸山 加奈美 但馬(豊健)第169-507 令和2年8月17日 令和7年8月31日 平成22年7月13日
000028 7000105527 株式会社おけしょう鮮魚駅前店 669-6101 豊岡市城崎町湯島８９ 796324678 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社おけしょう鮮魚 代表取締役 桶生 裕介 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島１３２ 796324522 但馬(豊健)第169-508 令和2年8月17日 令和7年8月31日 平成22年7月13日
000028 7000105535 森のキッズカフェ 669-6101 豊岡市城崎町湯島１０１６－２ 796323535 菓子製造業 露店 株式会社西村屋 代表取締役 西村 総一郎 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島４６９ 796323535 但馬(豊健)第152-517 令和2年8月19日 令和7年8月31日 平成22年7月22日
000028 7000105540 リバティハウス権兵衛 669-5379 豊岡市日高町名色１３ 796450249 飲食店営業(3)旅館 一般 飯田 和章 但馬(豊健)第217-515 令和4年7月28日 令和10年8月31日 令和4年7月28日
000028 7000105542 ホテルシルク温泉やまびこ 668-0361 豊岡市但東町正法寺１６５ 796540141 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社シルク温泉やまびこ 代表取締役 岸本 直幸 668-0361 兵庫県豊岡市但東町正法寺１６５ 796540141 但馬(豊健)第169-510 令和2年8月28日 令和7年8月31日 平成22年7月23日
000028 7000105551 有限会社平位鮮魚 669-6101 豊岡市城崎町湯島４２５ 796322136 魚介類販売業 一般 有限会社平位鮮魚 代表取締役 平位 忠義 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島４２５ 796322136 但馬(豊健)第178-508 平成29年8月17日 令和6年8月31日 平成22年8月13日
000028 7000105552 有限会社平位鮮魚 669-6101 豊岡市城崎町湯島４２５ 796322136 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社平位鮮魚 代表取締役 平位 忠義 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島４２５ 796322136 但馬(豊健)第150-570 平成29年8月17日 令和6年8月31日 平成22年8月13日
000028 7000105568 魚寄 669-6753 美方郡新温泉町諸寄３２８８ 魚介類販売業 一般 株式会社魚寄 代表取締役 仲村 幸義 669-6753 兵庫県美方郡新温泉町諸寄３２６８番地１ 796820576 但馬(豊健)第214-508 令和4年8月5日 令和10年8月31日 令和4年8月5日
000028 7000105584 二方蒲鉾株式会社 669-6122 豊岡市瀬戸７５７－１ 796283121 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 二方蒲鉾株式会社 代表取締役 二方 道正 669-6122 兵庫県豊岡市瀬戸７５７－１ 796283121 但馬(豊健)第169-512 令和2年11月27日 令和7年11月30日 平成22年9月9日
000028 7000105592 宇野商事 669-6801 美方郡新温泉町井土１６－１ジャンボ西村入口 菓子製造業 露店 宇野 隆 但馬(豊健)第152-518 令和2年10月30日 令和7年11月30日 平成22年9月15日
000028 7000105618 オフテクス豊岡工場 668-0831 豊岡市神美台２６ 796260080 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 553-0003 大阪府大阪市北区梅田三丁目３番２０号 664588801 但馬(豊健)第190-643 令和4年11月28日 令和10年11月30日 令和4年11月28日
000028 7000105624 魚と屋 669-6701 美方郡新温泉町芦屋字館６６２－１ 796825111 飲食店営業(3)旅館 一般 渡辺 隆一 但馬(豊健)第217-540 令和4年11月7日 令和10年11月30日 令和4年11月7日
000028 7000105628 フレッシュバザール出石店 668-0221 豊岡市出石町町分３９１－２４ 796532501 魚介類販売業 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第178-514 平成29年11月14日 令和6年11月30日 平成22年11月8日
000028 7000105629 フレッシュバザール出石店 668-0221 豊岡市出石町町分３９１－２４ 796532501 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第150-602 平成29年11月14日 令和6年11月30日 平成22年11月8日
000028 7000105630 フレッシュバザール出石店 668-0221 豊岡市出石町町分３９１－２４ 796532501 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第150-603 平成29年11月14日 令和6年11月30日 平成22年11月8日
000028 7000105635 有限会社山米 669-6747 美方郡新温泉町三谷字フシ上２２４－１ 796825028 水産製品製造業 一般 有限会社山米鮮魚 代表取締役 山本 静夫 669-6702 兵庫県美方郡新温泉町浜坂９２９ 796825028 但馬(豊健)第216-512 令和4年11月7日 令和10年11月30日 令和4年11月7日
000028 7000105636 魚民 668-0031 豊岡市大手町４番５号　アイティ豊岡１階 796238288 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社モンテローザフーズ 代表取締役 大神 輝博 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町一丁目２１番１号 422368888 但馬(豊健)第190-607 令和4年10月26日 令和10年11月30日 令和4年10月26日
000028 7000105652 フレッシュバザール出石店 668-0221 豊岡市出石町町分３９１－２４ 796532501 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第150-641 平成30年2月8日 令和7年2月28日 平成22年12月2日
000028 7000105653 フレッシュバザール出石店 668-0221 豊岡市出石町町分３９１－２４ 796532501 菓子製造業 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第152-528 平成30年2月8日 令和7年2月28日 平成22年12月2日
000028 7000105657 株式会社今森製麺所 668-0263 豊岡市出石町福住３２９ 796523816 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社今森製麺所 代表取締役 今森 重晴 668-0263 兵庫県豊岡市出石町福住３２９ 796523816 但馬(豊健)第190-671 令和5年2月13日 令和11年2月28日 令和5年2月13日
000028 7000105658 株式会社今森製麺所 668-0263 豊岡市出石町福住３２９ 796523816 麺類製造業 一般 株式会社今森製麺所 代表取締役 今森 重晴 668-0263 兵庫県豊岡市出石町福住３２９ 796523816 但馬(豊健)第203-502 令和5年2月13日 令和11年2月28日 令和5年2月13日
000028 7000105667 スカイバレイスキー場第1レスト 667-1343 美方郡香美町村岡区中大谷７７５－２ 796960375 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ユースランド 代表取締役 今岡 秀毅 667-1343 兵庫県美方郡香美町村岡区中大谷７０１ 796960375 但馬(豊健)第190-665 令和5年2月10日 令和11年2月28日 令和5年2月10日
000028 7000105668 スカイバレイスキー場第2レスト 667-1343 美方郡香美町村岡区中大谷７７５－２ 796960375 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ユースランド 代表取締役 今岡 秀毅 667-1343 兵庫県美方郡香美町村岡区中大谷７０１ 796960375 但馬(豊健)第190-666 令和5年2月10日 令和11年2月28日 令和5年2月10日
000028 7000105669 スカイバレイスキー場第3レスト 667-1343 美方郡香美町村岡区中大谷７７５－２ 796960375 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ユースランド 代表取締役 今岡 秀毅 667-1343 兵庫県美方郡香美町村岡区中大谷７０１ 796960375 但馬(豊健)第190-667 令和5年2月10日 令和11年2月28日 令和5年2月10日
000028 7000105670 スカイバレイスキー場ラウンジ 667-1343 美方郡香美町村岡区中大谷７０１ 796960375 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ユースランド 代表取締役 今岡 秀毅 667-1343 兵庫県美方郡香美町村岡区中大谷７０１ 796960375 但馬(豊健)第190-668 令和5年2月10日 令和11年2月28日 令和5年2月10日
000028 7000105676 しばやま荘別館　山水苑 669-6431 美方郡香美町香住区浦上２５８ 796370807 飲食店営業(3)旅館 一般 藤原 優一 但馬(豊健)第217-561 令和5年2月22日 令和11年2月28日 令和5年2月22日
000028 7000105679 仕出し．さんぽう 669-6564 美方郡香美町香住区下浜６５３－４３ 796363434 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社三宝 代表取締役 関 真二 669-6564 兵庫県美方郡香美町香住区下浜６５３－５ 796363545 但馬(豊健)第190-656 令和5年2月7日 令和11年2月28日 令和5年2月7日
000028 7000105691 田中屋 669-5372 豊岡市日高町栗栖野３２１番地 796450550 飲食店営業(3)旅館 一般 田中 実 但馬(豊健)第217-551 令和5年1月25日 令和11年2月28日 令和5年1月25日
000028 7000105694 出石城 668-0221 豊岡市出石町町分１８９ 796522552 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社出石城 代表取締役 奥村 忠俊 668-0221 兵庫県豊岡市出石町町分１４２番地の３ 796522552 但馬(豊健)第190-669 令和5年2月13日 令和11年2月28日 令和5年2月13日
000028 7000105702 ローソン豊岡下宮店 668-0813 豊岡市下宮８６０－１ 796293113 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 西田 泰代 但馬(豊健)第150-630 平成30年1月22日 令和7年2月28日 平成23年1月31日
000028 7000105743 なべや 669-6564 美方郡香美町香住区下浜８７１ 796360462 飲食店営業(3)旅館 一般 關 敏夫 但馬(豊健)第217-558 令和5年2月6日 令和11年2月28日 令和5年2月6日
000028 7000105753 楽熟 669-6221 豊岡市竹野町須谷１４８８－１ 796471041 飲食店営業(4)その他 一般 本庄 美智子 但馬(豊健)第150-509 平成29年4月26日 令和5年5月31日 平成23年3月17日
000028 7000105763 自然庵　柤  natural kitchen jinen_an 667-1354 美方郡香美町村岡区柤岡６３２ 796950728 飲食店営業(3)旅館 一般 岸本 元気 但馬(豊健)第183-508 平成29年5月22日 令和5年5月31日 平成23年3月29日
000028 7000105767 NAMASTE INDIAN RESTAURANT 668-0033 豊岡市中央町１１－１４－１Ｆ 796233230 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ｶﾀﾘ ﾁｬｰﾓ ﾊﾞﾊﾄﾞｩﾙ 但馬(豊健)第190-521 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 7000105771 バザールタウン豊岡 メガ・フレッシュ館 668-0016 豊岡市宮島字上柳２６１番地１ 796220010 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市上紺屋１５番地 773220001 但馬(豊健)第150-515 平成30年5月1日 令和7年5月31日 平成23年3月31日
000028 7000105773 バザールタウン豊岡 メガ・フレッシュ館 668-0016 豊岡市宮島字上柳２６１番地１ 796220010 魚介類販売業 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市上紺屋１５番地 773220001 但馬(豊健)第178-502 平成30年5月1日 令和7年5月31日 平成23年3月31日
000028 7000105774 バザールタウン豊岡 メガ・フレッシュ館 668-0016 豊岡市宮島字上柳２６１番地１ 796220010 食肉販売業 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市上紺屋１５番地 773220001 但馬(豊健)第176-503 平成30年5月1日 令和7年5月31日 平成23年3月31日
000028 7000105775 バザールタウン豊岡 メガ・フレッシュ館 668-0016 豊岡市宮島字上柳２６１番地１ 796220010 菓子製造業 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市上紺屋１５番地 773220001 但馬(豊健)第152-502 平成30年5月1日 令和7年5月31日 平成23年3月31日
000028 7000105787 ヒグラシ珈琲　出張喫茶室 000-0000 但馬一円 喫茶店営業 露店 株式会社ヒグラシ珈琲 代表取締役 山根 知也 668-0032 兵庫県豊岡市千代田町１－５ 796222955 但馬(豊健)第151-504 令和3年5月31日 令和8年5月31日 平成23年4月7日
000028 7000105788 ケアハウス楽々むら  グループホーム楽々むら 669-6111 豊岡市城崎町楽々浦４１９－６ 796323313 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ナリコマエンタープライズ 代表取締役 竹内 美夫 567-0005 大阪府茨木市五日市１－７－２７ 726270145 但馬(豊健)第150-544 平成30年5月22日 令和7年5月31日 平成23年4月7日
000028 7000105792 株式会社カネサ　佐津工場 669-6413 美方郡香美町香住区下岡１０３９ 796380110 そうざい製造業 一般 株式会社カネサ 代表取締役 咲花 章太郎 104-0061 東京都中央区銀座二丁目１６番１１号 335423827 但馬(豊健)第158-507 平成29年5月12日 令和5年5月31日 平成23年4月11日
000028 7000105793 株式会社カネサ　佐津工場 669-6413 美方郡香美町香住区下岡１０３９ 796380110 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社カネサ 代表取締役 咲花 章太郎 104-0061 東京都中央区銀座二丁目１６番１１号 335423827 但馬(豊健)第168-502 平成29年5月12日 令和5年5月31日 平成23年4月11日
000028 7000105794 株式会社カネサ　佐津工場 669-6413 美方郡香美町香住区下岡１０３９ 796380110 魚介類販売業 一般 株式会社カネサ 代表取締役 咲花 章太郎 104-0061 東京都中央区銀座二丁目１６番１１号 335423827 但馬(豊健)第178-502 平成29年5月12日 令和5年5月31日 平成23年4月11日
000028 7000105812 魚と屋 669-6701 美方郡新温泉町芦屋字館６６２－１ 796825111 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 渡辺 隆一 但馬(豊健)第150-520 平成29年4月28日 令和5年5月31日 平成23年4月26日
000028 7000130119 ＪＡたじま　ファーマーズマーケット  たじまんま 668-0854 豊岡市八社宮４９０ 796220300 飲食店営業(4)その他 一般 たじま農業協同組合 代表理事組合長 太田垣 哲男 668-0051 兵庫県豊岡市九日市上町５５０－１ 796246672 但馬(豊健)第150-508 平成30年4月24日 令和7年5月31日 平成23年5月19日
000028 7000130120 ＪＡたじま　ファーマーズマーケット  たじまんま 668-0854 豊岡市八社宮４９０ 796220300 そうざい製造業 一般 たじま農業協同組合 代表理事組合長 太田垣 哲男 668-0051 兵庫県豊岡市九日市上町５５０－１ 796246672 但馬(豊健)第158-501 平成30年4月24日 令和7年5月31日 平成23年5月19日
000028 7000130360 大八車 668-0021 豊岡市泉町１６－５ 796238880 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中山 幹一 但馬(豊健)第190-510 令和5年4月24日 令和11年5月31日 令和5年4月24日
000028 7000130418 ソフトクリーム＆クレープ　アルビレオ 669-5377 豊岡市日高町山田１４７－１ 796451066 菓子製造業 一般 飯田 正治郎 但馬(豊健)第152-502 平成29年4月25日 令和5年5月31日 平成23年5月31日
000028 7000130419 ソフトクリーム＆クレープ　アルビレオ 669-5377 豊岡市日高町山田１４７－１ 796451066 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 飯田 正治郎 但馬(豊健)第169-502 令和3年5月21日 令和8年5月31日 平成23年5月31日
000028 7000130553 耕但キッチン 668-0024 豊岡市寿町６－１ 796222017 菓子製造業 一般 田中 香代子 但馬(豊健)第152-509 平成29年8月10日 令和5年8月31日 平成23年6月14日
000028 7000130554 耕但キッチン 668-0024 豊岡市寿町６－１ 796222017 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 田中 香代子 但馬(豊健)第150-558 平成29年8月10日 令和5年8月31日 平成23年6月14日
000028 7000130556 出石皿そば　花水木 668-0214 豊岡市出石町内町１０７－１ 796523211 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小松 和巳 但馬(豊健)第150-563 平成29年8月10日 令和5年8月31日 平成23年6月9日
000028 7000130575 多機能型事業所ＲａＫｕＲａＫｕ  (らくらくベーカリー） 668-0221 豊岡市出石町町分２１－３ 796524106 飲食店営業(4)その他 一般 社会福祉法人　兵庫県社会福祉事業団 理事長 藪本 訓弘 651-2134 兵庫県神戸市西区曙町１０７０ 789295655 但馬(豊健)第150-578 平成29年8月22日 令和5年8月31日 平成23年6月15日
000028 7000130582 濱惣商店 669-6751 美方郡新温泉町居組浜頭３３６ 796823807 魚介類販売業 一般 濱本 惣吉 但馬(豊健)第178-510 平成29年8月25日 令和5年8月31日 平成23年6月15日
000028 7000130720 いまご荘　櫂の詩 669-6541 美方郡香美町香住区境６３４ 796360856 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社いまご荘 代表取締役 田嶋 豊久 669-6541 兵庫県美方郡香美町香住区境６３４ 796360856 但馬(豊健)第183-524 平成29年7月31日 令和5年8月31日 平成23年6月22日
000028 7000130721 カイノテラス 669-6541 美方郡香美町香住区境６２４ 796360856 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社いまご荘 代表取締役 田嶋 豊久 669-6541 兵庫県美方郡香美町香住区境６３４ 796360856 但馬(豊健)第150-546 平成29年7月31日 令和5年8月31日 平成23年6月22日
000028 7000130788 御殿 667-1316 美方郡香美町村岡区鹿田字ハンヨ５５・５６・５２－１ 796981368 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 久則 但馬(豊健)第150-557 平成29年8月7日 令和5年8月31日 平成23年7月7日
000028 7000130801 庵 669-6546 美方郡香美町香住区七日市３４３－１ 796362366 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前信 すみ江 但馬(豊健)第150-545 平成29年7月31日 令和5年8月31日 平成23年7月5日
000028 7000130840 剣 668-0251 豊岡市出石町奥山４１０ 796523567 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川見 健治 但馬(豊健)第150-566 平成29年8月10日 令和5年8月31日 平成23年7月13日
000028 7000130978 國谷　勇 668-0854 豊岡市八社宮一本木４８５－１ 796222938 そうざい製造業 一般 國谷 勇 但馬(豊健)第158-510 平成29年8月10日 令和5年8月31日 平成23年7月27日
000028 7000131012 浪花のたこやき　太左屋 669-5325 豊岡市日高町堀２０９ 796203425 飲食店営業(4)その他 一般 吉田 治夫 但馬(豊健)第150-571 平成29年8月18日 令和5年8月31日 平成23年7月25日
000028 7000131082 大江戸温泉物語　きのさき 669-6102 豊岡市城崎町桃島１２３２ 796323148 飲食店営業(3)旅館 一般 大江戸温泉物語ホテルズ＆リゾーツ株式会社 代表取締役 森田 満昌 104-0061 東京都中央区銀座7丁目16番21号 332741130 但馬(豊健)第183-529 平成29年8月10日 令和5年8月31日 平成23年8月5日
000028 7000131171 末広ミート豊岡店 668-0051 豊岡市九日市上町４５４－１１ 796237129 食肉販売業 一般 西田 頼正 但馬(豊健)第176-512 平成29年8月2日 令和5年8月31日 平成23年8月5日
000028 7000131179 谷口今川焼店 668-0033 豊岡市中央町１３－１ 796223517 菓子製造業 一般 谷口 敬一 但馬(豊健)第152-510 平成29年8月10日 令和5年8月31日 平成23年8月9日
000028 7000131180 谷口今川焼店 668-0033 豊岡市中央町１３－１ 796223517 喫茶店営業 一般 谷口 敬一 但馬(豊健)第151-511 平成29年8月10日 令和5年8月31日 平成23年8月9日
000028 7000131420 殿さんそば 669-5358 豊岡市日高町殿８１０番地 796441888 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 安藤 一美 但馬(豊健)第150-574 平成29年8月17日 令和5年8月31日 平成23年8月23日
000028 7000131421 殿さんそば 669-5358 豊岡市日高町殿８１０番地 796441888 めん類製造業 一般 安藤 一美 但馬(豊健)第166-503 平成29年8月17日 令和5年8月31日 平成23年8月23日
000028 7000131461 青い鳥 668-0021 豊岡市泉町１２－１４味園センター１階 796226377 飲食店営業(4)その他 一般 井上 洋子 但馬(豊健)第150-543 平成29年7月31日 令和5年8月31日 平成23年8月24日
000028 7000131596 カフェこやま 669-6101 豊岡市城崎町湯島４０８ 796322641 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小山 琴美 但馬(豊健)第150-579 平成29年8月23日 令和5年8月31日 平成23年8月31日
000028 7000131685 ブーランジュリー　モン 668-0817 豊岡市六地蔵２３９番地の６ 796203437 菓子製造業 一般 山本 香織 但馬(豊健)第152-520 平成29年11月24日 令和5年11月30日 平成23年9月6日
000028 7000131758 株式会社さんれいフーズ豊岡営業所 669-5363 豊岡市日高町野６５１番地 796441450 魚介類販売業 一般 株式会社さんれいフーズ 代表取締役 並河 元 683-0845 鳥取県米子市旗ケ崎２１４７番地 859336165 但馬(豊健)第178-516 平成29年11月17日 令和5年11月30日 平成23年9月12日
000028 7000131800 Ｆｌｏｗｅｒ　Ｇａｒｄｅｎ　Ａｎｇｅｒｓ 668-0056 豊岡市妙楽寺３３８－２ 796221187 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 久世 たき子 但馬(豊健)第150-604 平成29年11月17日 令和5年11月30日 平成23年9月15日
000028 7000131804 カフェ 「仏陀再誕」 669-5334 豊岡市日高町山本４５ 796420998 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 全但トヨタ整備株式会社 代表取締役 土肥 賢二 668-0061 兵庫県豊岡市上佐野１５９６－１ 796232121 但馬(豊健)第150-613 平成29年11月22日 令和5年11月30日 平成23年9月16日
000028 7000131877 場外市場食堂（ニコラスニコラス） 668-0033 豊岡市中央町１５－３５ 796291555 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ワイズエンタープライズ 代表取締役 中道 陽子 668-0861 兵庫県豊岡市大篠岡７１２－８ 796249614 但馬(豊健)第150-607 平成29年11月21日 令和5年11月30日 平成23年9月22日
000028 7000131886 Ｂａｋｅ－ｈｏｕｓｅ 668-0026 豊岡市元町２－７ 796246147 菓子製造業 一般 本田 貴子 但馬(豊健)第152-512 平成29年10月23日 令和5年11月30日 平成23年9月21日
000028 7000131890 辰鼓櫓 668-0256 豊岡市出石町小人１３ 796522260 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 清水 信子 但馬(豊健)第150-583 平成29年10月25日 令和5年11月30日 平成23年9月27日
000028 7000131893 フレッシュバザール香住パーク店 669-6544 美方郡香美町香住区香住字眞新場８８２－１ 796391122 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第150-615 平成29年11月24日 令和5年11月30日 平成23年9月22日



000028 7000131895 フレッシュバザール香住パーク店 669-6544 美方郡香美町香住区香住字眞新場８８２－１ 796391122 菓子製造業 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第152-522 平成29年11月24日 令和5年11月30日 平成23年9月22日
000028 7000131906 株式会社トキワ 669-6553 美方郡香美町香住区三谷７３５ 796364001 清涼飲料水製造業 一般 株式会社トキワ 代表取締役 柴崎 明郎 669-6553 兵庫県美方郡香美町香住区三谷７３５ 796364001 但馬(豊健)第154-501 平成30年10月16日 令和7年11月30日 平成23年9月27日
000028 7000131937 maruko café 669-5365 豊岡市日高町十戸４５５（たじま荘内） 796441730 喫茶店営業 一般 社会福祉法人 兵庫県社会福祉事業団 理事長 藪本 訓弘 651-2134 兵庫県神戸市西区曙町１０７０ 789295655 但馬(豊健)第151-520 平成29年11月27日 令和5年11月30日 平成23年9月28日
000028 7000131946 株式会社丸近 669-6544 美方郡香美町香住区香住５ 796361338 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社丸近 代表取締役 上垣 重幸 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住３ 796361338 但馬(豊健)第168-505 平成29年10月31日 令和5年11月30日 平成23年9月29日
000028 7000132069 ひだまり 669-6123 豊岡市小島１１８８－８ 796296009 魚介類販売業 一般 株式会社　アウルコーポレーション 代表取締役 沖田 繁子 629-3245 京都府京丹後市網野町浜詰２６６ 772749018 但馬(豊健)第178-513 平成29年11月10日 令和5年11月30日 平成23年10月11日
000028 7000132131 フレッシュバザール香住パーク店 669-6544 美方郡香美町香住区香住字眞新場８８２－１ 796391122 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第150-617 平成29年11月24日 令和5年11月30日 平成23年10月14日
000028 7000132133 フレッシュバザール香住パーク店 669-6544 美方郡香美町香住区香住字眞新場８８２－１ 796391122 食肉販売業 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第176-523 平成29年11月24日 令和5年11月30日 平成23年10月14日
000028 7000132149 こだま荘 668-0324 豊岡市但東町相田３６ 796534048 菓子製造業 一般 株式会社　コンフレックス 代表取締役 衣川 義則 668-0324 兵庫県豊岡市但東町相田３６ 796534048 但馬(豊健)第152-521 平成29年11月24日 令和5年11月30日 平成23年10月18日
000028 7000132150 ヒグラシ珈琲店　本店 668-0032 豊岡市千代田町１－５ 796222955 喫茶店営業 一般 株式会社ヒグラシ珈琲 代表取締役 山根 知也 668-0032 兵庫県豊岡市千代田町１－５ 796222955 但馬(豊健)第151-519 平成29年11月21日 令和5年11月30日 平成23年10月18日
000028 7000132151 ヒグラシ珈琲　戸牧店 668-0065 豊岡市戸牧８の１０ 796268277 喫茶店営業 一般 株式会社ヒグラシ珈琲 代表取締役 山根 知也 668-0032 兵庫県豊岡市千代田町１－５ 796222955 但馬(豊健)第151-516 平成29年11月14日 令和5年11月30日 平成23年10月18日
000028 7000132168 西村屋ホテル招月庭 レストランRicca 669-6101 豊岡市城崎町湯島１０１６－２ 796323535 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社西村屋 代表取締役 西村 総一郎 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島４６９ 796323535 但馬(豊健)第150-594 平成29年11月6日 令和5年11月30日 平成23年10月20日
000028 7000132184 旅館まる屋 669-6431 美方郡香美町香住区浦上１１８９ 796370325 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 孝治 但馬(豊健)第150-605 平成29年11月17日 令和5年11月30日 平成23年10月26日
000028 7000132185 旅館まる屋 669-6431 美方郡香美町香住区浦上１１８９ 796370325 飲食店営業(3)旅館 一般 藤原 孝治 但馬(豊健)第183-545 平成29年11月17日 令和5年11月30日 平成23年10月26日
000028 7000132201 いなば鮮魚 669-6101 豊岡市城崎町湯島２２５ 796322253 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社いなば鮮魚 代表取締役 稲葉 智也 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島２２４ 796322253 但馬(豊健)第150-609 平成29年11月21日 令和5年11月30日 平成23年10月21日
000028 7000132202 八幡屋煎餅堂 668-0224 豊岡市出石町本町２１ 796522245 菓子製造業 一般 山本 義信 但馬(豊健)第152-514 平成29年10月25日 令和5年11月30日 平成23年10月21日
000028 7000132255 株式会社マルニ豊岡水産 669-6122 豊岡市瀬戸２４３－３ 796283175 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社マルニ豊岡水産 代表取締役 二方 道正 669-6122 兵庫県豊岡市瀬戸７５５－３ 796283175 但馬(豊健)第168-506 平成29年11月24日 令和5年11月30日 平成23年10月24日
000028 7000132258 ファミリーマート日高町岩中店 669-5302 豊岡市日高町岩中６６９－１ 796432678 飲食店営業(4)その他 一般 西田 英男 但馬(豊健)第150-614 平成29年11月22日 令和5年11月30日 平成23年10月25日
000028 7000132370 地域交流食堂じぃ＆ばぁ 668-0033 豊岡市中央町５番４３号 796346602 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 特定非営利活動法人銀ちゃんの家 理事 葉賀 由美子 668-0021 兵庫県豊岡市泉町７番３０号 796238301 但馬(豊健)第150-585 平成29年10月30日 令和5年11月30日 平成23年10月31日
000028 7000132481 岩佐農園 668-0842 豊岡市中郷１５９５ 796233339 みそ製造業 一般 岩佐 えつ子 但馬(豊健)第160-501 平成29年11月1日 令和5年11月30日 平成23年11月10日
000028 7000132883 但馬牛デリカ茶屋 669-6101 豊岡市城崎町湯島２０６ 796322655 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ティーアンドエムズ 代表取締役 谷口 忠弘 668-0012 兵庫県豊岡市下陰１８－４ 796243099 但馬(豊健)第150-656 平成30年2月26日 令和6年2月29日 平成23年12月2日
000028 7000132934 すなっく小夜 669-6546 美方郡香美町香住区七日市３１９ 796360984 飲食店営業(4)その他 一般 山澤 美香 但馬(豊健)第150-637 平成30年2月5日 令和6年2月29日 平成23年12月12日
000028 7000132957 (株)岸本総合商事 669-6101 豊岡市城崎町湯島８６７ 796324054 食肉販売業 一般 株式会社　岸本総合商事 代表取締役 岸本 伸 668-0052 兵庫県豊岡市九日市下町５３ 796240189 但馬(豊健)第176-527 平成30年2月16日 令和6年2月29日 平成23年12月15日
000028 7000133200 笑ら 669-6544 美方郡香美町香住区香住１６５０番地 796363888 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西田 和史 但馬(豊健)第150-636 平成30年2月5日 令和6年2月29日 平成23年12月27日
000028 7000133347 ＨＡＮＡＫＯ 668-0021 豊岡市泉町１２－１０味園センター２Ｆ 796235099 飲食店営業(4)その他 一般 安田 小百合 但馬(豊健)第150-650 平成30年2月19日 令和6年2月29日 平成24年1月16日
000028 7000133374 但馬漁業協同組合　竹野支所 669-6201 豊岡市竹野町竹野５０５－６ 796471188 魚介類せり売営業 一般 但馬漁業協同組合 代表理事組合長 村瀬 晴好 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松７４７ 796361331 但馬(豊健)第179-506 平成30年2月8日 令和6年2月29日 平成24年1月18日
000028 7000133468 里山本舗 669-6753 美方郡新温泉町諸寄２５２１－１ 796820690 菓子製造業 一般 田中 重津枝 但馬(豊健)第152-531 平成30年2月22日 令和6年2月29日 平成24年1月27日
000028 7000133530 辻惣 668-0026 豊岡市元町６－２ 796222454 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 辻井 洋史 但馬(豊健)第150-645 平成30年2月13日 令和6年2月29日 平成24年1月31日
000028 7000133653 照来ふれあい市ふるさと加工グループ 669-6813 美方郡新温泉町丹土２５４－１ そうざい製造業 一般 村尾 妙子 但馬(豊健)第158-522 平成30年2月22日 令和6年2月29日 平成24年2月7日
000028 7000133654 照来ふれあい市ふるさと加工グループ 669-6813 美方郡新温泉町丹土２５４－１ 796920386 菓子製造業 一般 村尾 妙子 但馬(豊健)第152-530 平成30年2月22日 令和6年2月29日 平成24年2月7日
000028 7000133771 ペンションム－ンサイド 669-5376 豊岡市日高町万劫５５５ 796450723 飲食店営業(3)旅館 一般 新田 聖 但馬(豊健)第183-564 平成30年2月13日 令和6年2月29日 平成24年2月23日
000028 7000133929 輝山 668-0225 豊岡市出石町八木６２ 796522033 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 加芝 輝仁 但馬(豊健)第150-639 平成30年2月6日 令和6年2月29日 平成24年2月23日
000028 7000134050 ひさ家亭 667-1344 美方郡香美町村岡区大笹７５６－２ 796960211 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ニチレク 代表取締役 田渕 和彦 563-0055 大阪府池田市菅原町１１番９号ニチレク池田桜通り 662433351 但馬(豊健)第150-657 平成30年2月26日 令和6年2月29日 平成24年2月28日
000028 7000134056 ＣＢカフェ 667-1344 美方郡香美町村岡区大笹字野間長町５５３ 796960229 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ニチレク 代表取締役 田渕 和彦 563-0055 大阪府池田市菅原町１１番９号ニチレク池田桜通り 662433351 但馬(豊健)第150-634 平成30年2月1日 令和6年2月29日 平成24年2月28日
000028 7000134085 城崎串家 669-6101 豊岡市城崎町湯島３９１ 796204138 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 武井 貞男 但馬(豊健)第150-517 平成30年4月27日 令和6年5月31日 平成24年3月1日
000028 7000134196 末広 669-6546 美方郡香美町香住区七日市字東稲葉２５９、２６０、２６１、２６２、２６８番地 796361490 飲食店営業(3)旅館 一般 稲垣 光二 但馬(豊健)第183-511 平成30年5月16日 令和6年5月31日 平成24年3月14日
000028 7000134197 Ｈａｐｐｙ　Ｂｉｒｄ 669-5304 豊岡市日高町宵田１９４－１ 796425141 菓子製造業 一般 福井 智子 但馬(豊健)第152-504 平成30年5月23日 令和6年5月31日 平成24年3月14日
000028 7000134199 フレッシュバザール日高パーク店 669-5305 豊岡市日高町祢布９８８ 796424522 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第150-503 平成31年4月25日 令和8年5月31日 平成24年3月14日
000028 7000134200 フレッシュバザール日高パーク店 669-5305 豊岡市日高町祢布９８８ 796424522 菓子製造業 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第152-503 平成31年4月25日 令和7年5月31日 平成24年3月14日
000028 7000134339 ことぶき苑内厨房 669-5305 豊岡市日高町祢布１３０４番地 796420430 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 淀川食品株式会社 代表取締役 田村 隆 532-0036 大阪府大阪市淀川区三津屋中一丁目１番２号 663016831 但馬(豊健)第150-540 平成30年5月21日 令和6年5月31日 平成24年3月27日
000028 7000134340 たじま荘内厨房 669-5365 豊岡市日高町十戸４５５ 796441730 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 淀川食品株式会社 田村 隆 532-0036 大阪府大阪市淀川区三津屋中一丁目１番２号 663016831 但馬(豊健)第150-539 平成30年5月21日 令和6年5月31日 平成24年3月27日
000028 7000134342 湯快リゾート　三好屋 669-6821 美方郡新温泉町湯１６７１番地３ 796921212 飲食店営業(3)旅館 一般 湯快リゾート株式会社 代表取締役 西谷 浩司 600-8102 京都府京都市下京区本覚寺前町８３０ 075-223-1276 但馬(豊健)第183-512 平成30年5月17日 令和6年5月31日 平成24年3月28日
000028 7000134379 フレッシュバザール日高パーク店 669-5305 豊岡市日高町祢布９８８ 796424522 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第150-504 平成31年4月25日 令和8年5月31日 平成24年3月28日
000028 7000134380 フレッシュバザール日高パーク店 669-5305 豊岡市日高町祢布９８８ 796424522 食肉販売業 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第176-501 平成31年4月25日 令和8年5月31日 平成24年3月28日
000028 7000134381 フレッシュバザール日高パーク店 669-5305 豊岡市日高町祢布９８８ 796424522 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第150-505 平成31年4月25日 令和8年5月31日 平成24年3月28日
000028 7000134549 みゆき食堂 669-5311 豊岡市日高町日置２２－３５ 796421927 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有馬 紀久代 但馬(豊健)第150-505 平成30年4月19日 令和6年5月31日 平成24年4月9日
000028 7000134617 おたきさん 669-6725 美方郡新温泉町藤尾490 796822887 菓子製造業 一般 岡本 清子 但馬(豊健)第152-503 平成30年5月17日 令和6年5月31日 平成24年4月12日
000028 7000134681 といろ 669-6821 美方郡新温泉町湯1288 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 猪坂 悦司 但馬(豊健)第150-549 平成30年5月24日 令和6年5月31日 平成24年4月19日
000028 7000134736 味焼肉屋 669-6544 美方郡香美町香住区香住１４８１－１ 796360165 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社三七十 代表取締役 小柴 勝昭 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１７７２ 796361262 但馬(豊健)第150-532 平成30年5月17日 令和6年5月31日 平成24年4月20日
000028 7000134758 りょう 668-0033 豊岡市中央町１４－２３グランディアビル５ＦーＦ 796242567 飲食店営業(4)その他 一般 山根 絵梨子 但馬(豊健)第150-546 平成30年5月22日 令和6年5月31日 平成24年4月24日
000028 7000134803 炭火串焼きひよっ子屋 669-6821 美方郡新温泉町湯９９－３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大垣 昂之 但馬(豊健)第190-513 令和5年4月27日 令和10年5月31日 令和5年4月27日
000028 7000134804 とちせん 669-6821 美方郡新温泉町湯１２５０ 796920331 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ニシムラ百貨店 代表取締役 西村 安代 669-6821 兵庫県美方郡新温泉町井土１６番地の１ 796921024 但馬(豊健)第150-537 平成30年5月17日 令和6年5月31日 平成24年4月24日
000028 7000134871 寺川水産 669-6432 美方郡香美町香住区上計１３１０－１ 796370316 そうざい製造業 一般 寺川 幸作 但馬(豊健)第158-507 平成30年5月9日 令和6年5月31日 平成24年4月26日
000028 7000134872 寺川水産 669-6433 美方郡香美町香住区沖浦９１１－８ 796370408 魚介類販売業 一般 寺川 幸作 但馬(豊健)第178-504 平成30年5月9日 令和6年5月31日 平成24年4月26日
000028 7000134926 有限会社　西増商店 669-6543 美方郡香美町香住区若松６９１－１２ 796360032 魚介類販売業 一般 有限会社　西増商店 代表取締役 西川 誠一 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松６９１－１２ 796360032 但馬(豊健)第214-502 令和5年4月24日 令和10年5月31日 令和5年4月24日
000028 7000134957 飛騨 669-6101 豊岡市城崎町湯島３８８－１ 796324351 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 南條 利子 但馬(豊健)第150-526 平成30年5月14日 令和6年5月31日 平成24年5月8日
000028 7000135020 狸さん 669-6401 美方郡香美町香住区無南垣１９１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松下 郁夫 但馬(豊健)第150-536 平成30年5月16日 令和6年5月31日 平成24年5月14日
000028 7000135287 うづかの森　食堂 667-1341 美方郡香美町村岡区森脇２３０ 796960024 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社　西村工務店 代表取締役社長 西村 昌樹 667-1334 兵庫県美方郡香美町村岡区森脇４００番地 796961136 但馬(豊健)第183-509 平成30年5月17日 令和6年5月31日 平成24年5月25日
000028 7000135457 ファーストフードリンドウ 668-0214 豊岡市出石町内町５６－１ 796520377 喫茶店営業 一般 中嶌 喜誉子 但馬(豊健)第151-505 平成30年7月30日 令和6年8月31日 平成24年6月1日
000028 7000135668 湧泉の宿　ゆあむ 669-6821 美方郡新温泉町湯１６１０ 796921101 飲食店営業(3)旅館 一般 アイアンドエフ・ビルディング株式会社 代表取締役 泉 邦治 531-0072 大阪府大阪市北区豊崎３－９－７ 663733285 但馬(豊健)第183-547 平成30年8月17日 令和6年8月31日 平成24年6月28日
000028 7000135749 美幸寿司 669-6543 美方郡香美町香住区若松７２３－７ 796362500 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田端 大嗣 但馬(豊健)第150-555 平成30年7月25日 令和6年8月31日 平成24年6月28日
000028 7000135799 米地協業組合 669-6412 美方郡香美町香住区米地３９０ 796380284 みそ製造業 一般 橋本 吉左門 但馬(豊健)第160-502 平成30年8月8日 令和6年8月31日 平成24年7月4日
000028 7000135844 天登夢志（てんとうむし） 669-5358 豊岡市日高町広井１０４－２ 796440123 飲食店営業(4)その他 一般 髙尾 芳弘 但馬(豊健)第150-574 平成30年8月7日 令和6年8月31日 平成24年7月6日
000028 7000135846 餅屋　のびる亭 668-0074 豊岡市野垣２４３ 菓子製造業 一般 土肥 早人 但馬(豊健)第152-507 平成30年8月7日 令和6年8月31日 平成24年7月6日
000028 7000135874 源六 669-6402 美方郡香美町香住区訓谷２１－１、２１－２ 796380902 飲食店営業(3)旅館 一般 嶋田 冨美代 但馬(豊健)第183-517 平成30年7月25日 令和6年8月31日 平成24年7月17日
000028 7000136204 ＳＡＳＡＹＡ 667-1344 美方郡香美町村岡区大笹687-1、687-2 796960246 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社　西村工務店 代表取締役 西村 昌樹 667-1344 兵庫県美方郡香美町村岡区森脇４００番地 796961136 但馬(豊健)第183-524 平成30年7月27日 令和6年8月31日 平成24年7月31日
000028 7000136211 角谷製菓株式会社 669-6124 豊岡市気比４６１４ 796282140 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 角谷製菓株式会社 代表取締役 角谷 隆政 669-6124 兵庫県豊岡市気比４６１４ 796282140 但馬(豊健)第150-596 平成30年8月28日 令和6年8月31日 平成24年7月31日
000028 7000136212 角谷製菓株式会社 669-6124 豊岡市気比４６１４ 796282140 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 角谷製菓株式会社 代表取締役 角谷 隆政 669-6124 兵庫県豊岡市気比４６１４ 796282140 但馬(豊健)第168-505 平成30年8月28日 令和6年8月31日 平成24年7月31日
000028 7000136215 城崎スイーツ本店 669-6101 豊岡市城崎町湯島５２７ 796324040 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ティーアンドエムズ 代表取締役 谷口 忠弘 668-0012 兵庫県豊岡市下陰１８－４ 796243099 但馬(豊健)第190-577 令和4年8月12日 令和10年8月31日 令和4年8月12日
000028 7000136305 大幸商店 669-6122 豊岡市瀬戸１１０－５ 796323684 魚介類販売業 一般 岡原 淳 但馬(豊健)第178-526 平成30年8月21日 令和6年8月31日 平成24年8月9日
000028 7000136306 株式会社おけしょう鮮魚豊岡店 668-0032 豊岡市千代田町４－２６ 796236139 魚介類販売業 一般 株式会社おけしょう鮮魚 代表取締役 桶生 裕介 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島１３２ 796324522 但馬(豊健)第178-517 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成24年8月9日
000028 7000136307 株式会社おけしょう鮮魚豊岡店 668-0032 豊岡市千代田町４－２６ 796236139 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社おけしょう鮮魚 代表取締役 桶生 裕介 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島１３２ 796324522 但馬(豊健)第150-561 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成24年8月9日
000028 7000136446 喫茶岬 669-6702 美方郡新温泉町浜坂２３３７－８ 796820457 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 佳子 但馬(豊健)第150-586 平成30年8月17日 令和6年8月31日 平成24年8月23日
000028 7000136451 但馬漁業協同組合竹野支所 669-6201 豊岡市竹野町竹野４９－１６ 796471188 魚介類販売業 一般 但馬漁業協同組合 代表理事組合長 村瀬 晴好 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松７４７ 796361331 但馬(豊健)第178-528 平成30年8月28日 令和6年8月31日 平成24年8月23日
000028 7000136478 せきのや 669-6563 美方郡香美町香住区矢田字前田５９－１ 796363782 飲食店営業(3)旅館 一般 関 崇志 但馬(豊健)第183-519 平成30年7月25日 令和6年8月31日 平成24年8月28日
000028 7000136754 広島焼・居酒屋＜暖－だん＞ 668-0055 豊岡市昭和町２－４５ 796247088 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 林 真至 但馬(豊健)第150-609 平成30年10月31日 令和6年11月30日 平成24年9月11日
000028 7000136772 フレッシュバザール豊岡江本店 668-0851 豊岡市今森４７２ 796249101 菓子製造業 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第152-515 令和1年11月14日 令和8年11月30日 平成24年9月12日
000028 7000136832 ミニフレッシュ城崎店 669-6101 豊岡市城崎町湯島弁天１７９ 796323001 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第150-618 平成30年11月16日 令和6年11月30日 平成24年9月19日
000028 7000136906 マルカツ水産㈱　竹野工場 669-6333 豊岡市竹野町御又２０８ 796480052 魚介類販売業 一般 マルカツ水産株式会社 代表取締役 谷口 真砂 669-6424 兵庫県美方郡香美町香住区隼人４－２ 796380870 但馬(豊健)第178-530 平成30年11月8日 令和6年11月30日 平成24年9月27日
000028 7000136907 マルカツ水産㈱　竹野工場 669-6333 豊岡市竹野町御又２０８ 796480052 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 マルカツ水産株式会社 代表取締役 谷口 真砂 669-6424 兵庫県美方郡香美町香住区隼人４－２ 796380870 但馬(豊健)第168-506 平成30年11月8日 令和6年11月30日 平成24年9月27日
000028 7000136908 シンシア 668-0042 豊岡市京町８－２０トリニティービル２－Ｄ 飲食店営業(4)その他 一般 奥田 優美子 但馬(豊健)第150-615 平成30年11月14日 令和6年11月30日 平成24年9月26日
000028 7000137061 Ｓｗｅｅｔｓ　＆　Ｂｏｏｋｓ　キノシタ 669-5341 豊岡市日高町国分寺２４－１ 菓子製造業 一般 木下 大 但馬(豊健)第152-511 平成30年11月28日 令和6年11月30日 平成24年10月10日
000028 7000137062 Ｓｗｅｅｔｓ　＆　Ｂｏｏｋｓ　キノシタ 669-5341 豊岡市日高町国分寺２４－１ 喫茶店営業 一般 木下 大 但馬(豊健)第151-512 平成30年11月28日 令和6年11月30日 平成24年10月10日
000028 7000137157 フレッシュバザール豊岡正法寺パーク店 668-0063 豊岡市正法寺１１２ 796293377 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第150-620 平成30年11月16日 令和6年11月30日 平成24年10月15日
000028 7000137289 株式会社　円山菓寮 669-6722 美方郡新温泉町高末１６６－３ 796833038 菓子製造業 一般 株式会社　円山菓寮 代表取締役 山本 達也 669-6545 鳥取県鳥取市若葉台北6丁目1-10 857500558 但馬(豊健)第152-513 平成30年11月29日 令和6年11月30日 平成24年10月25日
000028 7000137355 厨 668-0033 豊岡市中央町８－２２暮六つセンター１０１ 796233136 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 弘佳 但馬(豊健)第150-603 平成30年10月31日 令和6年11月30日 平成24年10月31日
000028 7000137451 マクドナルド１７８豊岡店 668-0805 豊岡市船町３３２－１ 796245152 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社リ・クリエイト 代表取締役 青木 敏之 560-0085 大阪府豊中市上新田４丁目２６番１－２０５号 648637464 但馬(豊健)第150-591 令和1年11月26日 令和8年11月30日 平成24年11月7日
000028 7000137453 マクドナルド１７８豊岡店 668-0805 豊岡市船町３３２－１ 796245152 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社リ・クリエイト 代表取締役 青木 敏之 560-0085 大阪府豊中市上新田４丁目２６番１－２０５号 648637464 但馬(豊健)第169-508 平成30年11月16日 令和6年11月30日 平成24年11月7日
000028 7000137454 マクドナルド１７８豊岡店 668-0805 豊岡市船町３３２－１ 796245152 菓子製造業 一般 株式会社リ・クリエイト 代表取締役 青木 敏之 560-0085 大阪府豊中市上新田４丁目２６番１－２０５号 648637464 但馬(豊健)第152-517 令和1年11月26日 令和8年11月30日 平成24年11月7日
000028 7000137488 （株）北星社１Ｆ喫煙所 668-0061 豊岡市上佐野１６２０ 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 但馬(豊健)第191-504 令和4年11月24日 令和10年11月30日 令和4年11月24日
000028 7000137671 宅杯ラーメン宮政 000-0000 豊岡市全域 飲食店営業(4)その他 自動車40L 宮嶋 政行 但馬(豊健)第190-611 令和4年11月7日 令和9年11月30日 令和4年11月7日
000028 7000137791 山村工房 669-6954 美方郡新温泉町岸田１８８６－１ 796930230 そうざい製造業 一般 山村 光枝 但馬(豊健)第158-514 平成30年11月29日 令和6年11月30日 平成24年11月30日
000028 7000137843 遊月亭ゆむら屋　おばあかふぇ 000-0000 県下一円（ただし神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社　但馬寿 代表取締役社長 城内 正行 669-6801 兵庫県美方郡新温泉町井土４０－１ 796858010 但馬(豊健)第190-629 令和4年11月14日 令和9年11月30日 令和4年11月14日
000028 7000137868 海猫 669-6102 豊岡市城崎町桃島１２６１－２ 796323702 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮嶋 政行 但馬(豊健)第150-641 平成31年2月7日 令和7年2月28日 平成24年12月5日
000028 7000137886 居酒屋　てん 668-0033 豊岡市中央町１０－１８ 796227225 飲食店営業(4)その他 一般 竹下 千恵子 但馬(豊健)第150-658 平成31年2月20日 令和7年2月28日 平成24年12月4日
000028 7000138037 日和山観光株式会社　販売本店 669-6122 豊岡市瀬戸１０５０ 796282500 魚介類販売業 一般 日和山観光株式会社 代表取締役 西松 伸二 669-6122 兵庫県豊岡市瀬戸１０９０ 796282500 但馬(豊健)第178-538 平成31年2月7日 令和7年2月28日 平成24年12月19日
000028 7000138045 日和山観光株式会社　販売金波楼店 669-6122 豊岡市瀬戸１０９０－１ 796282500 魚介類販売業 一般 日和山観光株式会社 代表取締役 西松 伸二 669-6122 兵庫県豊岡市瀬戸１０９０番地 796282500 但馬(豊健)第178-537 平成31年2月7日 令和7年2月28日 平成24年12月19日
000028 7000138120 PETIT　GATEAU 668-0053 豊岡市九日市中町２４４-５ 796240813 菓子製造業 一般 佐藤 有美 但馬(豊健)第152-520 平成31年2月22日 令和7年2月28日 平成24年12月26日
000028 7000138134 ぼん 669-6101 豊岡市城崎町湯島４５７ 796322730 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 秦 一之 但馬(豊健)第150-646 平成31年2月14日 令和7年2月28日 平成24年12月26日
000028 7000138247 Ｍ.ＦＬＡＴＳ 668-0064 豊岡市高屋８８０－１ 796225474 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鳥田 扶陽 但馬(豊健)第150-631 平成31年1月29日 令和7年2月28日 平成25年1月10日
000028 7000138249 ＮＰＯ法人ダーナ 668-0208 豊岡市出石町安良２３９－１ 796532800 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人ダーナ 理事長 西池 匡 668-0208 兵庫県豊岡市出石町安良３番地の１０ 796532800 但馬(豊健)第150-626 令和2年2月21日 令和9年2月28日 平成25年1月10日
000028 7000138263 おいしい豆腐　蘇武の里　まめCafe 669-5307 豊岡市日高町松岡８－６ 796203825 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 神﨑 崇彰 但馬(豊健)第150-663 平成31年2月21日 令和7年2月28日 平成25年1月17日
000028 7000138264 おいしい豆腐　蘇武の里　まめCafe 669-5307 豊岡市日高町松岡８－６ 796203825 菓子製造業 一般 神﨑 崇彰 但馬(豊健)第152-519 平成31年2月21日 令和7年2月28日 平成25年1月17日
000028 7000138299 すなっく　Kizuna 668-0021 豊岡市泉町１２－１５　第一味園センター５号室 796220580 飲食店営業(4)その他 一般 森下 美佐代 但馬(豊健)第150-632 平成31年1月29日 令和7年2月28日 平成25年1月17日
000028 7000138324 軽食・喫茶　あさだ 669-6943 美方郡新温泉町千谷７２８ 796930005 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 浅田 憲一 但馬(豊健)第150-652 平成31年2月19日 令和7年2月28日 平成25年1月22日
000028 7000138417 サウンドカフェフォーユー 669-6831 美方郡新温泉町竹田３１９－１ 796922099 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 薮原 哲 但馬(豊健)第150-666 平成31年2月27日 令和7年2月28日 平成25年1月28日
000028 7000138425 ビッグエコー豊岡店 668-0013 豊岡市中陰６４１－４ 796249800 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社兵庫第一興商 代表取締役 碇武 勝次 651-0088 兵庫県神戸市中央区小野柄通四丁目１－１４ 782323666 但馬(豊健)第150-657 平成31年2月20日 令和7年2月28日 平成25年1月28日
000028 7000138461 日の丸亭 669-5371 豊岡市日高町太田１５８－１ 796450148 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 青山 芳美 但馬(豊健)第150-636 平成31年2月7日 令和7年2月28日 平成25年1月31日
000028 7000138568 御火浦村おこしグループ加工所 669-6715 美方郡新温泉町三尾１４６ 796801458 そうざい製造業 一般 脇本 松夫 但馬(豊健)第158-517 平成31年2月19日 令和7年2月28日 平成25年2月6日
000028 7000138713 御火浦村おこしグループ 669-6715 美方郡新温泉町三尾１４６ 796801458 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 脇本 松夫 但馬(豊健)第168-507 平成31年2月19日 令和7年2月28日 平成25年2月21日
000028 7000138714 cafe ＵＬＵＲＵ 668-0065 豊岡市戸牧２６９－５ 796346420 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 堂垣 洋道 但馬(豊健)第150-630 平成31年1月29日 令和7年2月28日 平成25年2月20日
000028 7000138741 ホテルシルク温泉やまびこ 668-0361 豊岡市但東町正法寺１６５ 796540141 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社シルク温泉やまびこ 代表取締役 岸本 直幸 668-0361 兵庫県豊岡市但東町正法寺１６５ 796540141 但馬(豊健)第183-545 令和2年1月28日 令和9年2月28日 平成25年2月22日
000028 7000138771 直売所　森のなないろ畑 669-6545 美方郡香美町香住区森６２６ 796362062 菓子製造業 一般 前田 幸枝 但馬(豊健)第152-518 平成31年2月20日 令和7年2月28日 平成25年2月25日



000028 7000138794 ファミリーマート城崎温泉店 669-6101 豊岡市城崎町湯島２０６番地 796294540 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　Ａｓｓｅｔｓ 代表取締役 岡 隆幸 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島３７２番地２ 796294123 但馬(豊健)第150-647 平成31年2月14日 令和7年2月28日 平成25年2月26日
000028 7000138798 Ｐｕｒｅ（ピュア） 668-0033 豊岡市中央町１－２０ 796220600 飲食店営業(4)その他 一般 但馬(豊健)第150-645 平成31年2月15日 令和7年2月28日 平成25年2月26日
000028 7000138881 ほのぼの秋岡店 667-1533 美方郡香美町小代区秋岡１３４９ 796972847 魚介類販売業 一般 出﨑 眞由美 但馬(豊健)第178-502 平成31年4月15日 令和7年5月31日 平成25年3月1日
000028 7000138964 ＯＮ ＴＨＥ ＲＯＡＤ（オンザロード） 668-0324 豊岡市但東町相田２２２－３ 796203949 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 細川 晋 但馬(豊健)第150-526 令和1年5月21日 令和7年5月31日 平成25年3月5日
000028 7000139000 水間区醗酵部会 667-1511 美方郡香美町小代区神水７３８ みそ製造業 一般 藤澤 信子 但馬(豊健)第160-501 令和1年5月7日 令和7年5月31日 平成25年3月8日
000028 7000139023 フレッシュバザール浜坂店 669-6747 美方郡新温泉町三谷大亀田３７５－１ 796831010 魚介類販売業 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第178-507 令和1年5月9日 令和7年5月31日 平成25年3月11日
000028 7000139050 直売所　森のなないろ畑 669-6545 美方郡香美町香住区森６２６ 796362062 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前田 幸枝 但馬(豊健)第150-525 令和1年5月21日 令和7年5月31日 平成25年3月14日
000028 7000139156 おばあかふぇ 669-6821 美方郡新温泉町湯８２－１ そうざい製造業 一般 株式会社　但馬寿 代表取締役 城内 正行 669-6801 兵庫県美方郡新温泉町井土４０－１ 796858010 但馬(豊健)第158-504 令和1年5月9日 令和7年5月31日 平成25年3月22日
000028 7000139194 照来ふれあい市ふるさと加工グループ 669-6813 美方郡新温泉町丹土２５４－１ 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 村尾 妙子 但馬(豊健)第150-530 令和1年5月23日 令和7年5月31日 平成25年3月25日
000028 7000139356 蟹のＭＡＲＵＳＨＯ 669-6544 美方郡香美町香住区香住６８７－２ 796362893 魚介類販売業 一般 上治 正弘 但馬(豊健)第178-504 平成31年4月19日 令和7年5月31日 平成25年3月29日
000028 7000139467 味玉鶏卵 668-0084 豊岡市福田１２１－１ 796244051 食肉製品製造業 一般 多田 政弘 但馬(豊健)第177-502 令和1年5月20日 令和7年5月31日 平成25年4月5日
000028 7000139514 すなっく紀水 669-6101 豊岡市城崎町湯島７５０ 796324475 飲食店営業(4)その他 一般 長谷部 淳子 但馬(豊健)第150-506 令和1年5月8日 令和7年5月31日 平成25年4月15日
000028 7000139562 ＣＡＦＥ　ＮＩＣＯ 669-5334 豊岡市日高町山本１０３－４ 796423890 菓子製造業 一般 西村 まゆ美 但馬(豊健)第152-505 令和1年5月13日 令和7年5月31日 平成25年4月18日
000028 7000139593 大幸商店 669-6101 豊岡市城崎町湯島１３０ 796323684 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡原 淳 但馬(豊健)第150-518 令和1年5月13日 令和7年5月31日 平成25年4月17日
000028 7000139594 quality market wada-ya 669-6101 豊岡市城崎町湯島２０６ 796322661 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社和田屋 代表取締役 和田 一文 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島２０６ 796322661 但馬(豊健)第150-517 令和1年5月13日 令和7年5月31日 平成25年4月17日
000028 7000139641 竹内食品 669-6544 美方郡香美町香住区香住１７７０－１ 796361736 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 竹内 誠一郎 但馬(豊健)第150-519 令和1年5月17日 令和7年5月31日 平成25年4月19日
000028 7000139809 百果園 668-0065 豊岡市戸牧２１３－２ 796236634 菓子製造業 一般 株式会社百果園 代表取締役社長 迫田 茂夫 668-0065 兵庫県豊岡市戸牧２１３－２ 796236634 但馬(豊健)第152-507 令和1年5月20日 令和7年5月31日 平成25年5月8日
000028 7000139811 お宿　旬香 669-6563 美方郡香美町香住区矢田字前田６１－２ 796391112 飲食店営業(3)旅館 一般 関 悦二 但馬(豊健)第183-501 平成31年4月19日 令和7年5月31日 平成25年5月7日
000028 7000139908 有限会社味ブロイラー 668-0084 豊岡市福田１２１の１ 796233703 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 有限会社味ブロイラー 代表取締役 宮田 隆行 668-0084 兵庫県豊岡市福田１５２７の２ 796233703 但馬(豊健)第168-504 令和1年5月20日 令和7年5月31日 平成25年5月14日
000028 7000139927 但馬の郷 668-0223 豊岡市出石町鉄砲１９－１ 796522111 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社　但馬の郷 代表取締役 植野 仁志 668-0223 兵庫県豊岡市出石町鉄砲１９－１ 796522111 但馬(豊健)第168-503 令和1年5月13日 令和7年5月31日 平成25年5月15日
000028 7000139928 但馬の郷 668-0223 豊岡市出石町鉄砲１９－１ 796522111 食肉販売業 一般 株式会社　但馬の郷 代表取締役 植野 仁志 668-0223 兵庫県豊岡市出石町鉄砲１９－１ 796522111 但馬(豊健)第176-502 令和1年5月13日 令和7年5月31日 平成25年5月15日
000028 7000139930 山珍飯店 669-6433 美方郡香美町香住区沖浦９８６－３ 796370810 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松井 巨樹 但馬(豊健)第150-501 平成31年4月23日 令和7年5月31日 平成25年5月16日
000028 7000140017 株式会社　森榮 669-6543 美方郡香美町香住区若松６７６－２８ 796360129 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社森榮 代表取締役 森 一師 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松６７６番地の２８ 796360129 但馬(豊健)第168-501 平成31年4月19日 令和7年5月31日 平成25年5月20日
000028 7000140091 ハ－ヴェスト 668-0021 豊岡市泉町１６－１　１Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長谷川 ハギ枝 但馬(豊健)第150-511 令和1年5月9日 令和7年5月31日 平成25年5月22日
000028 7000140188 山本屋別館　おやど　五十鈴 669-6101 豊岡市城崎町湯島６４６ 796324545 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社山本屋 代表取締役 高宮 浩之 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島６４３ 796322114 但馬(豊健)第183-504 令和1年5月8日 令和7年5月31日 平成25年5月29日
000028 7000140389 山本永二商店 669-6122 豊岡市瀬戸１１８番地 796282255 魚介類販売業 一般 山本 永二 但馬(豊健)第178-515 令和1年8月20日 令和7年8月31日 平成25年6月10日
000028 7000140509 但馬かまどめし　気比の里 669-6124 豊岡市気比４５２７ 796204077 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 はし本観光株式会社 代表取締役 橋本 豊 669-6124 兵庫県豊岡市気比４５０９ 796282834 但馬(豊健)第150-559 令和1年8月23日 令和7年8月31日 平成25年6月24日
000028 7000140540 ミニフレッシュ香住店 669-6544 美方郡香美町香住区香住２－１ 796360521 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役社長 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第150-540 令和1年7月26日 令和7年8月31日 平成25年6月25日
000028 7000140627 ＵＭＥＹＡ 669-5372 豊岡市日高町栗栖野８９６ 796450104 そうざい製造業 一般 和多田 延子 但馬(豊健)第158-507 令和1年7月31日 令和7年8月31日 平成25年6月28日
000028 7000140628 湯村温泉　魚と屋（海ほたる） 669-6821 美方郡新温泉町湯１５９９－１ 796920155 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社マルワ 代表取締役 渡辺 由貴 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋８５３ 796825005 但馬(豊健)第183-517 令和1年8月6日 令和7年8月31日 平成25年6月28日
000028 7000140664 おいしい豆腐　蘇武の里　まめCafe 669-5307 豊岡市日高町松岡８－６ 796203825 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 神﨑 崇彰 但馬(豊健)第169-507 平成30年8月27日 令和5年8月31日 平成25年7月4日
000028 7000140711 Ｋｏｅｋ 669-6201 豊岡市竹野町竹野２４５７－５ 796471763 菓子製造業 一般 米田 より子 但馬(豊健)第152-508 令和1年8月2日 令和7年8月31日 平成25年7月9日
000028 7000140764 山陰海岸ジオパーク  日和山海岸ガイドセンター 669-6122 豊岡市瀬戸１０５０ 796282500 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日和山観光株式会社 代表取締役 西松 伸二 669-6122 兵庫県豊岡市瀬戸１０９０ 796282500 但馬(豊健)第150-550 令和1年8月6日 令和7年8月31日 平成25年7月11日
000028 7000140765 山陰海岸ジオパーク  日和山海岸ガイドセンター 669-6122 豊岡市瀬戸１０５０ 796282500 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 日和山観光株式会社 代表取締役 西松 伸二 669-6122 兵庫県豊岡市瀬戸１０９０ 796282500 但馬(豊健)第169-506 平成30年8月16日 令和5年8月31日 平成25年7月11日
000028 7000140784 Ｓｗｅｅｔ　ｍａｍ． 667-1502 美方郡香美町小代区城山２４５ 菓子製造業 一般 小林 理恵 但馬(豊健)第152-512 令和1年8月22日 令和7年8月31日 平成25年7月17日
000028 7000140811 チョコバナナ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 辻井 晴樹 但馬(豊健)第152-508 平成30年8月8日 令和5年8月31日 平成25年7月17日
000028 7000140839 本陣　鸛屋 668-0225 豊岡市出石町八木１６ 796524690 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　本陣 代表取締役 中川 政野 668-0246 兵庫県豊岡市出石町日野辺字蔵持７７６番地の６ 796524459 但馬(豊健)第150-543 令和1年7月30日 令和7年8月31日 平成25年7月19日
000028 7000140840 チョコバナナ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 辻井 晴樹 但馬(豊健)第151-506 平成30年8月8日 令和5年8月31日 平成25年7月19日
000028 7000141238 かどの駄菓子屋城崎温泉店 669-6101 豊岡市城崎町湯島４３４番地 796204151 喫茶店営業 露店 合同会社ヘルメース 代表社員 上田 隆嗣 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島４３４番地 796204151 但馬(豊健)第151-508 平成30年8月16日 令和5年8月31日 平成25年7月30日
000028 7000141432 Ｃａｆｅ ＆ Ｂａｒ ３ｒｄ 669-6101 豊岡市城崎町湯島２１９ 796324870 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社イースリー 代表取締役 田岡 聖司 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島２１９ 796324870 但馬(豊健)第150-547 令和1年8月6日 令和7年8月31日 平成25年8月9日
000028 7000141433 いろりダイニング三國 669-6101 豊岡市城崎町湯島２１９ 796324870 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社イースリー 代表取締役 田岡 聖司 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島２１９ 796324870 但馬(豊健)第183-519 令和1年8月6日 令和7年8月31日 平成25年8月9日
000028 7000141493 民宿　つかさ 669-6563 美方郡香美町香住区矢田５８－１ 796362055 飲食店営業(3)旅館 一般 山下 貴士 但馬(豊健)第183-508 令和1年7月26日 令和7年8月31日 平成25年8月19日
000028 7000141506 株式会社トキワ（森工場） 669-6545 美方郡香美町香住区森４０５－２ 796363777 清涼飲料水製造業 一般 株式会社トキワ 代表取締役 柴崎 明郎 669-6553 兵庫県美方郡香美町香住区三谷７３５ 796364001 但馬(豊健)第154-501 令和1年8月6日 令和7年8月31日 平成25年8月21日
000028 7000141578 ＪＡたじま　ファーマーズマーケット  たじまんま 668-0854 豊岡市八社宮４９０ 796220300 食肉販売業 一般 たじま農業協同組合 代表理事組合長 太田垣 哲男 668-0051 兵庫県豊岡市九日市上町５５０－１ 796246672 但馬(豊健)第176-513 令和2年8月26日 令和9年8月31日 平成25年8月26日
000028 7000141662 山本商店 000-0000 但馬一円 魚介類販売業 自動車 山本 明子 但馬(豊健)第178-519 平成30年7月31日 令和5年8月31日 平成25年8月27日
000028 7000141692 カニ漁船　浦島丸漁業直売店 669-6544 美方郡香美町香住区香住字日ヶ下１１７６－１ 796360644 魚介類販売業 一般 株式会社漁研水産 代表取締役 山本 徳寿 669-6546 兵庫県美方郡香美町香住区七日市５６－２ 796360193 但馬(豊健)第178-510 令和1年7月26日 令和7年8月31日 平成25年8月29日
000028 7000141821 ポポロの杜　豊岡 668-0843 豊岡市引野４８５－１ 796221586 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ポポロ 由良 吉子 668-0843 兵庫県豊岡市引野５５番地 796225515 但馬(豊健)第150-589 令和1年11月26日 令和7年11月30日 平成25年9月5日
000028 7000141991 アグリガーデン 669-5371 豊岡市日高町太田１５９－１０ 796450806 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北村 幸雄 但馬(豊健)第150-578 令和1年11月20日 令和7年11月30日 平成25年9月25日
000028 7000142017 綜合企画 000-0000 但馬、丹波一円 飲食店営業(4)その他 露店 川辺 博美 但馬(豊健)第150-602 平成30年10月15日 令和5年11月30日 平成25年9月26日
000028 7000142025 濱名忠則商店 669-6432 美方郡香美町香住区上計１２２９－１ 796370610 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 濱名 忠則 但馬(豊健)第168-506 令和1年10月18日 令和7年11月30日 平成25年9月26日
000028 7000142030 有限会社まつとし海鮮 669-6541 美方郡香美町香住区境１１２４－１１ 796363535 魚介類販売業 一般 有限会社まつとし海鮮 代表取締役 松本 平 669-6541 兵庫県美方郡香美町香住区境１１２４－１１ 796363535 但馬(豊健)第178-521 令和1年10月24日 令和7年11月30日 平成25年9月27日
000028 7000142031 有限会社まつとし海鮮 669-6541 美方郡香美町香住区境１１２４－１１ 796363535 そうざい製造業 一般 有限会社まつとし海鮮 代表取締役 松本 平 669-6541 兵庫県美方郡香美町香住区境１１２４－１１ 796363535 但馬(豊健)第158-509 令和1年10月24日 令和7年11月30日 平成25年9月27日
000028 7000142032 有限会社まつとし海鮮 669-6541 美方郡香美町香住区境１１２４－１１ 796363535 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 有限会社まつとし海鮮 代表取締役 松本 平 669-6541 兵庫県美方郡香美町香住区境１１２４－１１ 796363535 但馬(豊健)第168-508 令和1年10月24日 令和7年11月30日 平成25年9月27日
000028 7000142064 ㈲北由商店 669-6543 美方郡香美町香住区若松６９１－３ 796360204 魚介類販売業 一般 有限会社北由商店 代表取締役 北村 栄康 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松６９１－３ 796360204 但馬(豊健)第178-522 令和1年10月24日 令和7年11月30日 平成25年9月27日
000028 7000142065 ㈲北由商店 669-6543 美方郡香美町香住区若松６９１－３ 796360204 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 有限会社北由商店 代表取締役 北村 栄康 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松６９１－３ 796360204 但馬(豊健)第168-509 令和1年10月24日 令和7年11月30日 平成25年9月27日
000028 7000142077 高齢者対応住宅　ひまわりの家 668-0815 豊岡市日撫３６１－３ 796231577 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社太陽ライフサポート 代表取締役 三山 哲緒 668-0033 兵庫県豊岡市中央町４－１２ 796243013 但馬(豊健)第150-594 令和1年11月26日 令和7年11月30日 平成25年9月27日
000028 7000142093 丸松西上商店 669-6543 美方郡香美町香住区若松墓の下５６３ 796360533 魚介類販売業 一般 有限会社丸松西上商店 代表取締役 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松６９１－４１ 796360533 但馬(豊健)第178-531 令和1年11月26日 令和7年11月30日 平成25年9月30日
000028 7000142094 丸松西上商店 669-6543 美方郡香美町香住区若松墓の下５６３ 796360533 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 有限会社丸松西上商店 代表取締役 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松６９１－４１ 796360533 但馬(豊健)第168-511 令和1年11月26日 令和7年11月30日 平成25年9月30日
000028 7000142099 御料理　みつ乃家 669-5313 豊岡市日高町鶴岡２９６番地 796420168 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社テラミツ 代表取締役 寺内 敬一 669-5324 兵庫県豊岡市日高町上郷３３－１ 796421886 但馬(豊健)第150-579 令和1年11月20日 令和7年11月30日 平成25年9月30日
000028 7000142178 有限会社花房商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 有限会社花房商店 代表取締役 花房 靖裕 669-6201 兵庫県豊岡市竹野町竹野３７５ 796470003 但馬(豊健)第150-619 平成30年11月16日 令和5年11月30日 平成25年10月7日
000028 7000142189 (株)漁研水産 669-6546 美方郡香美町香住区七日市５６の２ 796360193 そうざい製造業 一般 株式会社漁研水産 代表取締役 山本 徳寿 669-6546 兵庫県美方郡香美町香住区七日市５６－２ 796360193 但馬(豊健)第158-508 令和1年10月18日 令和7年11月30日 平成25年10月9日
000028 7000142312 アクアクララ豊岡 669-5363 豊岡市日高町野１３１－８ 120281602 清涼飲料水製造業 一般 株式会社ミルクマン 代表取締役 久保田 浩哲 677-0044 兵庫県西脇市上野２３番地 795233399 但馬(豊健)第154-502 令和2年11月25日 令和9年11月30日 平成25年10月18日
000028 7000142361 海鮮マーケット 海の蔵 669-6546 美方郡香美町香住区七日市１３６－１ 796364601 魚介類販売業 一般 株式会社蔵平水産 代表取締役 蔵野 恵三 669-6546 兵庫県美方郡香美町香住区七日市２１８ 796361235 但馬(豊健)第178-523 令和1年10月24日 令和7年11月30日 平成25年10月23日
000028 7000142363 大乗寺門前茶屋　芭蕉庵 669-6545 美方郡香美町香住区森８６３－３ 796391144 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上田 隆良 但馬(豊健)第150-583 令和1年11月20日 令和7年11月30日 平成25年10月23日
000028 7000142455 マルヨ食品　境工場 669-6541 美方郡香美町香住区境１１１１－８ 796365015 魚介類販売業 一般 マルヨ食品株式会社 代表取締役社長 中村 善則 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１２３４ 796360215 但馬(豊健)第178-549 令和2年11月11日 令和9年11月30日 平成25年10月28日
000028 7000142456 マルヨ食品　境工場 669-6541 美方郡香美町香住区境１１１１－８ 796365015 そうざい製造業 一般 マルヨ食品株式会社 代表取締役社長 中村 善則 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１２３４ 796360215 但馬(豊健)第158-519 令和2年11月11日 令和9年11月30日 平成25年10月28日
000028 7000142531 大幸商店 669-6101 豊岡市城崎町湯島１３０ 796323684 魚介類販売業 一般 岡原 淳 但馬(豊健)第178-526 令和1年11月8日 令和7年11月30日 平成25年10月31日
000028 7000142650 丸十　秋山商店 669-6544 美方郡香美町香住区香住２１－１３ 796360562 魚介類販売業 一般 秋山 好孝 但馬(豊健)第178-534 平成30年11月28日 令和5年11月30日 平成25年11月12日
000028 7000142837 ｃａｆｅ　ぼっけもん 668-0027 豊岡市若松町１１－１９ 796228686 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田村 晃子 但馬(豊健)第150-588 令和1年11月26日 令和7年11月30日 平成25年11月25日
000028 7000142912 ファミリーマート　豊岡庄境店 668-0873 豊岡市庄境１１０２－１ 796268031 飲食店営業(4)その他 一般 中野 康夫 但馬(豊健)第150-577 令和1年11月14日 令和7年11月30日 平成25年11月28日
000028 7000143026 渚月 668-0021 豊岡市泉町１２－１５味園センター１Ｆ４号室 飲食店営業(4)その他 一般 森田 法子 但馬(豊健)第150-565 令和1年10月21日 令和7年11月30日 平成25年11月29日
000028 7000143048 きのさきジュース菜果 669-6101 豊岡市城崎町湯島６４４ 796320101 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 飴谷 豊子 但馬(豊健)第150-627 令和2年2月25日 令和8年2月28日 平成25年12月2日
000028 7000143087 休暇村竹野海岸 669-6201 豊岡市竹野町竹野１０４７ 796471511 魚介類販売業 一般 一般財団法人休暇村協会 代表理事 小野寺 聡 110-0015 東京都台東区東上野５－１－５ 338458651 但馬(豊健)第178-561 令和3年2月25日 令和10年2月29日 平成25年12月6日
000028 7000143103 ㈲マツエイ 669-6432 美方郡香美町香住区上計１１５７ 796370630 魚介類販売業 一般 有限会社マツエイ 代表取締役 寺川 明秀 669-6432 兵庫県美方郡香美町香住区上計１１５２ 但馬(豊健)第178-539 令和2年2月14日 令和8年2月28日 平成25年12月9日
000028 7000143118 ゴダイドラッグ豊岡昭和町店 668-0055 豊岡市昭和町２１０－１ 796268855 魚介類販売業 一般 ゴダイ株式会社 代表取締役 浦上 晃之 670-0921 兵庫県姫路市綿町１０４番地スクエアビル２Ｆ 792230303 但馬(豊健)第178-534 令和2年1月31日 令和8年2月28日 平成25年12月10日
000028 7000143120 ＪＡたじま　肉の店　本店 669-6822 美方郡新温泉町細田１６０－１ 796922538 飲食店営業(4)その他 一般 たじま農業協同組合 代表理事組合長 太田垣 哲男 668-0051 兵庫県豊岡市九日市上町５５０－１ 796246672 但馬(豊健)第150-628 令和2年2月26日 令和8年2月28日 平成25年12月9日
000028 7000143122 ＪＡたじま　肉の店　本店 669-6822 美方郡新温泉町細田１６０－１ 796922538 食肉処理業 一般 たじま農業協同組合 代表理事組合長 太田垣 哲男 668-0051 兵庫県豊岡市九日市上町５５０－１ 796246672 但馬(豊健)第175-502 令和2年2月26日 令和8年2月28日 平成25年12月9日
000028 7000143123 ＪＡたじま　肉の店　本店 669-6822 美方郡新温泉町細田１６０－１ 796922538 食肉販売業 一般 たじま農業協同組合 代表理事組合長 太田垣 哲男 668-0051 兵庫県豊岡市九日市上町５５０－１ 796246672 但馬(豊健)第176-518 令和2年2月26日 令和8年2月28日 平成25年12月9日
000028 7000143199 （株）長一商店 669-6542 美方郡香美町香住区一日市１７２ 796360047 魚介類販売業 一般 株式会社長一商店 代表取締役 長 一仁 669-6542 兵庫県美方郡香美町香住区一日市１７２ 796360047 但馬(豊健)第178-536 令和2年2月5日 令和8年2月28日 平成25年12月17日
000028 7000143391 ○が家－ＷＡＧＡＹＡ－ 669-6801 美方郡新温泉町井土８８９－１ 796922266 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中村 彰宏 但馬(豊健)第150-606 令和2年1月28日 令和8年2月28日 平成25年12月27日
000028 7000143415 イガキフォトスタジオ 669-6101 豊岡市城崎町湯島６２０－２ 796324151 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井垣 貞一 但馬(豊健)第150-623 令和2年2月20日 令和8年2月28日 平成26年1月6日
000028 7000143419 おーとろっ舎 668-0212 豊岡市出石町谷山７８７－１ 796522722 菓子製造業 一般 髙田 宏実 但馬(豊健)第152-523 令和2年2月7日 令和8年2月28日 平成26年1月8日
000028 7000143481 二方蒲鉾株式会社 669-6122 豊岡市瀬戸７５７－１ 796283121 菓子製造業 一般 二方蒲鉾株式会社 代表取締役 二方 道正 669-6122 兵庫県豊岡市瀬戸７５７－１ 796283121 但馬(豊健)第152-525 令和2年2月17日 令和8年2月28日 平成26年1月15日
000028 7000143487 シルキー２ 668-0033 豊岡市中央町１４－２３　グランディアビル１F　D号 796227888 飲食店営業(4)その他 一般 小澤 忠夫 但馬(豊健)第150-621 令和2年2月19日 令和8年2月28日 平成26年1月15日
000028 7000143572 ひまわり工房 669-6545 美方郡香美町香住区森字へき谷７８番地香住高齢者生産活動センター内 796364915 菓子製造業 一般 社会福祉法人　兵庫県社会福祉事業団 理事長 藪本 訓弘 651-2134 兵庫県神戸市西区曙町１０７０ 789295655 但馬(豊健)第152-522 令和2年2月5日 令和8年2月28日 平成26年1月22日
000028 7000143582 レストハウス中佐屋 667-1502 美方郡香美町小代区城山字谷山５６８ 796972982 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＭＥリゾート但馬 代表取締役 一ノ本 智毅 667-1124 兵庫県養父市丹戸８９６－２ 796673320 但馬(豊健)第150-651 平成31年2月19日 令和6年2月29日 平成26年1月27日
000028 7000143584 ぱれっと 667-1502 美方郡香美町小代区城山５６０ 796973271 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＭＥリゾート但馬 代表取締役 一ノ本 智毅 667-1124 兵庫県養父市丹戸８９６－２ 796673320 但馬(豊健)第150-603 令和2年1月28日 令和8年2月28日 平成26年1月27日
000028 7000143605 谷山荘 667-1502 美方郡香美町小代区城山５８８－２ 796972990 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＭＥリゾート但馬 代表取締役 一ノ本 智毅 667-1124 兵庫県養父市丹戸８９６番の２ 796673320 但馬(豊健)第150-604 令和2年1月28日 令和8年2月28日 平成26年1月27日
000028 7000143606 ロッジ城山 667-1502 美方郡香美町小代区城山５５９ 796972245 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＭＥリゾート但馬 代表取締役 一ノ本 智毅 667-1124 兵庫県養父市丹戸８９６番の２ 796673320 但馬(豊健)第150-602 令和2年1月28日 令和8年2月28日 平成26年1月27日
000028 7000143723 豊岡グリーンホテルモーリス 668-0032 豊岡市千代田町１５０番地外９筆 796235551 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社たからや 代表取締役 森下 起弘 680-0822 鳥取県鳥取市今町２丁目１０７番地 857265555 但馬(豊健)第183-561 令和2年2月19日 令和8年2月28日 平成26年2月5日
000028 7000143724 ファミリーマート豊岡城南町店 668-0045 豊岡市城南町４－３２ 796263077 飲食店営業(4)その他 一般 畠中 和弥 但馬(豊健)第150-624 令和2年2月20日 令和8年2月28日 平成26年2月5日
000028 7000143777 かんちゃんパン 668-0084 豊岡市福田１２１－１ 796247304 菓子製造業 一般 寺川 寛二 但馬(豊健)第152-520 令和2年1月24日 令和8年2月28日 平成26年2月10日
000028 7000144010 ㈲今西食品 669-6432 美方郡香美町香住区上計９８７ 796370016 魚介類販売業 一般 有限会社　今西食品 代表取締役 669-6432 兵庫県美方郡香美町香住区上計１２８９ 796370016 但馬(豊健)第178-542 平成31年2月20日 令和6年2月29日 平成26年2月21日
000028 7000144011 ㈲今西食品 669-6432 美方郡香美町香住区上計９８７ 796370016 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 有限会社　今西食品 代表取締役 669-6432 兵庫県美方郡香美町香住区上計１２８９ 796370016 但馬(豊健)第168-508 平成31年2月20日 令和6年2月29日 平成26年2月21日
000028 7000144055 スナック　えん 668-0033 豊岡市中央町１４－２３　１Ｆ－Ｃ 796237867 飲食店営業(4)その他 一般 岩佐 早苗 但馬(豊健)第150-599 令和2年1月24日 令和8年2月28日 平成26年2月27日
000028 7000144107 味玉鶏卵 668-0084 豊岡市福田１２１－１ 796244051 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 多田 政弘 但馬(豊健)第168-512 令和2年2月21日 令和8年2月28日 平成26年2月26日
000028 7000144172 特別養護老人ホームここのか 668-0051 豊岡市九日市上町７８５番地 796219057 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人あそう 理事長 南光 三郎 669-5123 兵庫県朝来市山東町一品４２４番地 796765260 但馬(豊健)第150-676 令和3年2月9日 令和10年2月29日 平成26年2月28日
000028 7000144282 シルキー 668-0033 豊岡市中央町１４－２３　グランディアビル１ＦＡ号 796220404 飲食店営業(4)その他 一般 小澤 忠夫 但馬(豊健)第150-530 令和2年5月11日 令和8年5月31日 平成26年3月3日
000028 7000144319 モリタ食品株式会社 669-6541 美方郡香美町香住区境１１１１－９ 796362312 魚介類販売業 一般 モリタ食品株式会社 代表取締役 森 春貴 669-6541 兵庫県美方郡香美町香住区境１１１１ 796362312 但馬(豊健)第178-512 令和2年5月18日 令和8年5月31日 平成26年3月10日
000028 7000144320 モリタ食品株式会社 669-6541 美方郡香美町香住区境１１１１－９ 796362312 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 モリタ食品株式会社 代表取締役 森 春貴 669-6541 兵庫県美方郡香美町香住区境１１１１ 796362312 但馬(豊健)第168-506 令和2年5月18日 令和8年5月31日 平成26年3月10日
000028 7000144421 あまね 669-6101 豊岡市城崎町湯島８１１ 796323616 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上原 明美 但馬(豊健)第150-516 令和2年5月14日 令和8年5月31日 平成26年3月14日
000028 7000144453 星の蔵 668-0022 豊岡市小田井町１２－８ 796241648 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大野 直人 但馬(豊健)第150-523 令和2年5月11日 令和8年5月31日 平成26年3月14日
000028 7000144611 伽奈 669-6101 豊岡市城崎町湯島６０２ 796322394 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小谷 和代 但馬(豊健)第150-517 令和2年5月14日 令和8年5月31日 平成26年3月25日
000028 7000144615 創作料理　響 669-6101 豊岡市城崎町湯島７９番地 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 齋藤 努 但馬(豊健)第150-547 令和2年5月22日 令和8年5月31日 平成26年3月26日
000028 7000144681 株式会社魚寄　加工場 669-6753 美方郡新温泉町諸寄３５８８－１ 魚介類販売業 一般 株式会社魚寄 代表取締役 仲村 幸義 669-6753 兵庫県美方郡新温泉町諸寄３２６８－１ 796820576 但馬(豊健)第178-506 令和1年5月9日 令和6年5月31日 平成26年3月28日
000028 7000144682 株式会社魚寄　加工場 669-6753 美方郡新温泉町諸寄３５８８－１ 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社魚寄 代表取締役 仲村 幸義 669-6753 兵庫県美方郡新温泉町諸寄３２６８－１ 796820576 但馬(豊健)第168-502 令和1年5月9日 令和6年5月31日 平成26年3月28日
000028 7000144708 カネリョウ商店 669-6671 美方郡香美町香住区余部１０７６－６ 796340181 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社カネリョウ商店 代表取締役 寺川 修司 669-6671 兵庫県美方郡香美町香住区余部１０７６－６ 796340181 但馬(豊健)第150-514 令和2年5月1日 令和8年5月31日 平成26年3月27日
000028 7000144780 もみじ家 668-0031 豊岡市大手町７番９号 796233350 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 認定ＮＰＯ法人はばたけ手をつなぐ育成会 理事長 中井 佳与子 668-0031 兵庫県豊岡市大手町７－９ 796243660 但馬(豊健)第150-518 令和2年5月7日 令和8年5月31日 平成26年3月31日
000028 7000144781 pono 668-0031 豊岡市大手町７番９号 796233350 菓子製造業 一般 認定ＮＰＯ法人はばたけ手をつなぐ育成会 理事長 中井 佳与子 668-0031 兵庫県豊岡市大手町７－９ 796243660 但馬(豊健)第152-503 令和2年5月7日 令和8年5月31日 平成26年3月31日
000028 7000144949 鳴門 668-0022 豊岡市小田井町１－２ 796225718 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松田 敏雄 但馬(豊健)第150-524 令和2年5月11日 令和8年5月31日 平成26年4月9日
000028 7000144979 万感遊楽 668-0033 豊岡市中央町７－５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中嶋 仁志 但馬(豊健)第150-528 令和2年5月11日 令和8年5月31日 平成26年4月11日
000028 7000144981 鴻の湯 669-6101 豊岡市城崎町湯島610 喫茶店営業 自動販売機 株式会社　コーシン 代表取締役 谷内 篤 921-8802 石川県野々市市押野2丁目216番地 762943700 但馬(豊健)第151-515 令和1年5月16日 令和6年5月31日 平成26年4月14日



000028 7000144983 地蔵湯 669-6101 豊岡市城崎町湯島796 喫茶店営業 自動販売機 株式会社コーシン 代表取締役 谷内 篤 921-8802 石川県野々市市押野2丁目216番地 762943700 但馬(豊健)第151-513 令和1年5月16日 令和6年5月31日 平成26年4月14日
000028 7000144992 さとの湯 669-6103 豊岡市城崎町今津290-36 喫茶店営業 自動販売機 株式会社コーシン 代表取締役 谷内 篤 921-8802 石川県野々市市押野2丁目216番地 762943700 但馬(豊健)第151-512 令和1年5月16日 令和6年5月31日 平成26年4月14日
000028 7000144993 一の湯 669-6101 豊岡市城崎町湯島415-1 喫茶店営業 自動販売機 株式会社コーシン 代表取締役 谷内 篤 921-8802 石川県野々市市押野2丁目216番地 762943700 但馬(豊健)第151-514 令和1年5月16日 令和6年5月31日 平成26年4月14日
000028 7000144997 御所の湯 669-6101 豊岡市城崎町湯島448-1 喫茶店営業 自動販売機 株式会社コーシン 代表取締役 谷内 篤 921-8802 石川県野々市市押野2丁目216番地 792943700 但馬(豊健)第151-516 令和1年5月16日 令和6年5月31日 平成26年4月14日
000028 7000145065 和食ダイニング　いのうえ 669-5307 豊岡市日高町松岡５－３ 796425514 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井上 大作 但馬(豊健)第150-546 令和2年5月21日 令和8年5月31日 平成26年4月15日
000028 7000145125 株式会社蔵平水産 669-6546 美方郡香美町香住区七日市２１８ 796361235 そうざい製造業 一般 株式会社蔵平水産 代表取締役 669-6546 兵庫県美方郡香美町香住区七日市２１８ 796361235 但馬(豊健)第158-507 令和2年5月27日 令和8年5月31日 平成26年4月21日
000028 7000145186 有限会社サニーフーズ 668-0016 豊岡市宮島１６４－１ 796240323 食肉販売業 一般 有限会社サニーフーズ 代表取締役 伊﨑 敦史 668-0016 兵庫県豊岡市宮島１６４－１ 796240323 但馬(豊健)第176-503 令和2年5月11日 令和8年5月31日 平成26年4月23日
000028 7000145322 喜楽 669-6101 豊岡市城崎町湯島４９５ 796322503 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社喜楽 代表取締役 藤原 順二 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島４９５ 796322503 但馬(豊健)第183-506 令和2年5月14日 令和8年5月31日 平成26年4月30日
000028 7000145323 楽画喜 669-6101 豊岡市城崎町湯島４９５ 796324988 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社喜楽 代表取締役 藤原 順二 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島４９５ 796322503 但馬(豊健)第150-515 令和2年5月14日 令和8年5月31日 平成26年4月30日
000028 7000145367 渚 669-6701 美方郡新温泉町芦屋３５５－２ 796823348 飲食店営業(4)その他 一般 福原 文江 但馬(豊健)第150-512 令和2年5月1日 令和8年5月31日 平成26年5月2日
000028 7000145440 ぶんちゃん出張屋台　まひろ珈琲 000-0000 豊岡市、美方郡、養父市、朝来市 796220663 喫茶店営業 露店 山根 文市 但馬(豊健)第151-519 令和1年5月24日 令和6年5月31日 平成26年5月8日
000028 7000145565 かどの駄菓子屋城崎温泉店 000-0000 豊岡市内、美方郡内 796204151 喫茶店営業 露店 合同会社ヘルメース 代表社員 上田 隆嗣 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島４３４番地 796204151 但馬(豊健)第151-517 令和1年5月16日 令和6年5月31日 平成26年5月15日
000028 7000145570 マルワプロマート浜坂店 669-6747 美方郡新温泉町三谷３６４－１ 796831177 魚介類販売業 一般 株式会社マルワ渡辺水産 渡辺 隆一 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋３６５番地 796825005 但馬(豊健)第178-513 令和2年5月18日 令和8年5月31日 平成26年5月16日
000028 7000145576 木下商店 667-1354 美方郡香美町村岡区柤岡５４５ 796950279 魚介類販売業 一般 木下 成子 但馬(豊健)第178-503 令和2年4月27日 令和8年5月31日 平成26年5月16日
000028 7000145615 但馬漁業協同組合　津居山加工部 669-6122 豊岡市瀬戸７７－２２ 796283151 魚介類販売業 一般 但馬漁業協同組合 代表理事組合長 村瀬 晴好 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松７４７ 796361331 但馬(豊健)第178-506 令和2年5月14日 令和8年5月31日 平成26年5月21日
000028 7000145814 森のパン屋さん　ひまわり 667-1311 美方郡香美町村岡区村岡３９６ 796997355 飲食店営業(4)その他 一般 社会福祉法人　兵庫県社会福祉事業団 理事長 藪本 訓弘 651-2134 兵庫県神戸市西区曙町１０７０ 789295655 但馬(豊健)第150-508 令和2年4月27日 令和8年5月31日 平成26年5月29日
000028 7000145815 森のパン屋さん　ひまわり 667-1311 美方郡香美町村岡区村岡３９６ 796997355 菓子製造業 一般 社会福祉法人　兵庫県社会福祉事業団 理事長 藪本 訓弘 651-2134 兵庫県神戸市西区曙町１０７０ 789295655 但馬(豊健)第152-501 令和2年4月27日 令和8年5月31日 平成26年5月29日
000028 7000145877 株式会社蔵平水産 669-6546 美方郡香美町香住区七日市２１８ 796361235 魚介類販売業 一般 株式会社蔵平水産 代表取締役 669-6546 兵庫県美方郡香美町香住区七日市２１８ 796361235 但馬(豊健)第178-517 令和2年5月27日 令和8年5月31日 平成26年5月30日
000028 7000145879 山峡ランド 667-1344 美方郡香美町村岡区大笹８７６ 796961841 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西谷 正二 但馬(豊健)第150-524 令和1年5月21日 令和7年5月31日 平成26年5月30日
000028 7000145932 有限会社　ティーアンドエムズ 668-0012 豊岡市下陰１８－４ 796243099 アイスクリーム類製造業 一般 有限会社　ティーアンドエムズ 代表取締役 谷口 忠弘 668-0012 兵庫県豊岡市下陰１８－４ 796243099 但馬(豊健)第169-501 令和2年5月11日 令和8年5月31日 平成26年5月30日
000028 7000145933 有限会社　ティーアンドエムズ 668-0012 豊岡市下陰１８－４ 796243099 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 有限会社　ティーアンドエムズ 代表取締役 谷口 忠弘 668-0012 兵庫県豊岡市下陰１８－４ 796243099 但馬(豊健)第168-501 令和2年5月11日 令和8年5月31日 平成26年5月30日
000028 7000146080 手づくり工房 668-0816 豊岡市法花寺５４６－３ 796233041 そうざい製造業 一般 藤原 志げの 但馬(豊健)第158-508 令和2年7月28日 令和8年8月31日 平成26年6月18日
000028 7000146081 ＴＡＶＥＲＮＡ　ＳＡＫＵＨＡＴＡ 669-5302 豊岡市日高町岩中１９９－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 足立 幸二 但馬(豊健)第150-600 令和2年8月26日 令和8年8月31日 平成26年6月18日
000028 7000146145 美味し処　味えもん 668-0033 豊岡市中央町１５－３４ 796346666 飲食店営業(4)その他 一般 井澤 透 但馬(豊健)第150-585 令和2年8月20日 令和8年8月31日 平成26年6月24日
000028 7000146184 美方ファーム株式会社 667-1321 美方郡香美町村岡区大糠字岡田２６－１ 796981522 食肉販売業 一般 美方ファーム株式会社 代表取締役 成田 毅 667-1314 兵庫県美方郡香美町村岡区萩山１７８－２ 796981522 但馬(豊健)第176-505 令和2年7月27日 令和8年8月31日 平成26年6月26日
000028 7000146185 美方ファーム株式会社 667-1321 美方郡香美町村岡区大糠字岡田２６－１ 796981522 飲食店営業(4)その他 一般 美方ファーム株式会社 代表取締役 成田 毅 667-1314 兵庫県美方郡香美町村岡区萩山１７８－２ 796981522 但馬(豊健)第150-558 令和2年7月27日 令和8年8月31日 平成26年6月26日
000028 7000146186 美方ファーム株式会社 667-1321 美方郡香美町村岡区大糠字岡田２６－１ 796981522 食肉処理業 一般 美方ファーム株式会社 代表取締役 成田 毅 667-1314 兵庫県美方郡香美町村岡区萩山１７８－２ 796981522 但馬(豊健)第175-501 令和2年7月27日 令和8年8月31日 平成26年6月26日
000028 7000146293 笑福 すまいる 000-0000 但馬一円 飲食店営業(4)その他 露店 森田 景子 但馬(豊健)第150-553 令和1年8月19日 令和6年8月31日 平成26年6月30日
000028 7000146420 たけなわ 668-0022 豊岡市小田井町１－４ 796204416 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 廣瀬 洋二 但馬(豊健)第150-572 令和2年8月6日 令和8年8月31日 平成26年7月4日
000028 7000146650 城崎温泉　翠山荘 669-6101 豊岡市城崎町湯島７２８ 796294701 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社フラット・フィールド・オペレーションズ 代表取締役 平野 誠 595-0031 大阪府泉大津市我孫子１２９ 725206011 但馬(豊健)第183-538 令和2年8月24日 令和8年8月31日 平成26年7月15日
000028 7000146675 錦水 669-6101 豊岡市城崎町湯島７５９ 796322024 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社　錦水旅館 代表取締役 大將 伸介 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島７５９ 796322024 但馬(豊健)第183-534 令和2年8月17日 令和8年8月31日 平成26年7月16日
000028 7000146697 ＤＩＮＩＮＧ　ＢＡＲ　真蔵 668-0042 豊岡市京町１－３６ 796241023 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 堀尾 真 但馬(豊健)第150-595 令和2年8月24日 令和8年8月31日 平成26年7月17日
000028 7000146698 観音寺みそ工房 669-5354 豊岡市日高町観音寺９４６ 796440073 みそ製造業 一般 笠原 泰藏 但馬(豊健)第160-502 令和2年8月14日 令和8年8月31日 平成26年7月17日
000028 7000146736 味さい 669-6544 美方郡香美町香住区香住８５８－１ 796360120 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 有限会社 味さい 代表取締役 秋山 四郎 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住８５８ 796360120 但馬(豊健)第168-510 令和2年8月19日 令和8年8月31日 平成26年7月18日
000028 7000146737 味さい 669-6402 美方郡香美町香住区訓谷１４５ 魚介類販売業 一般 有限会社 味さい 代表取締役 秋山 四郎 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住８５８ 796360120 但馬(豊健)第178-527 令和2年8月19日 令和8年8月31日 平成26年7月18日
000028 7000146738 味さい 669-6402 美方郡香美町香住区訓谷１４５ 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 有限会社 味さい 代表取締役 秋山 四郎 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住８５８ 796360120 但馬(豊健)第168-509 令和2年8月19日 令和8年8月31日 平成26年7月18日
000028 7000146740 里榮商店 669-6544 美方郡香美町香住区香住１８５１ 796360139 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 里村 喜美子 但馬(豊健)第150-576 令和2年8月11日 令和8年8月31日 平成26年7月24日
000028 7000146846 焼肉丸善　別邸　遊庵 668-0033 豊岡市中央町４－３０ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社丸善チェーン 代表取締役 東 昇志 668-0052 兵庫県豊岡市九日市下町字下荒原１７４番地６ 796243345 但馬(豊健)第150-579 令和2年8月13日 令和8年8月31日 平成26年7月23日
000028 7000146847 焼肉丸善　別邸　遊庵 668-0033 豊岡市中央町４－３０ 食肉販売業 一般 株式会社丸善チェーン 代表取締役 東 昇志 668-0052 兵庫県豊岡市九日市下町字下荒原１７４番地６ 796243345 但馬(豊健)第176-510 令和2年8月13日 令和8年8月31日 平成26年7月23日
000028 7000146894 ファミリーマート　日高町鶴岡店 669-5313 豊岡市日高町鶴岡２７３－２ 796432322 飲食店営業(4)その他 一般 西田 英男 但馬(豊健)第150-604 令和2年8月26日 令和8年8月31日 平成26年7月25日
000028 7000146948 山本　勇 669-6745 美方郡新温泉町栃谷６８２ 769822634 そうざい製造業 一般 山本 勇 但馬(豊健)第158-509 令和2年7月31日 令和8年8月31日 平成26年7月30日
000028 7000147010 たじま聴覚障害者センター 668-0045 豊岡市城南町２３－６ 796248008 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 公益社団法人　兵庫県聴覚障害者協会 理事長 本郷 善通 650-8691 兵庫県神戸市中央区元町通６丁目１番１号栄ビル８階 783715613 但馬(豊健)第150-593 令和2年8月19日 令和8年8月31日 平成26年8月6日
000028 7000147013 ミニフレッシュ豊岡下陰店 668-0012 豊岡市下陰１４－２ 796244488 喫茶店営業 露店 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第151-520 令和1年7月23日 令和6年8月31日 平成26年8月6日
000028 7000147213 遊月亭ゆむら屋　おばあかふぇ 000-0000 県下一円（ただし神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社　但馬寿 代表取締役社長 城内 正行 669-6801 兵庫県美方郡新温泉町井土４０－１ 796858010 但馬(豊健)第150-546 令和1年8月6日 令和6年8月31日 平成26年8月14日
000028 7000147248 居酒屋　笹舟 668-0021 豊岡市泉町１２番１０号　１Ｆ２号 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 尾崎 光代 但馬(豊健)第150-563 令和2年7月31日 令和8年8月31日 平成26年8月19日
000028 7000147249 リバートラウト 669-5365 豊岡市日高町十戸４７－８ 796440059 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橋本 美智代 但馬(豊健)第150-601 令和2年8月26日 令和8年8月31日 平成26年8月19日
000028 7000147397 ファミリーマート　出石川原店 668-0221 豊岡市出石町町分３９２番１ 796532170 飲食店営業(4)その他 一般 門間 加代 但馬(豊健)第150-591 令和2年8月14日 令和8年8月31日 平成26年8月27日
000028 7000147450 かに庵 669-6101 豊岡市城崎町湯島字柳６８９、６９０ 796322008 飲食店営業(3)旅館 一般 成田 正吏 但馬(豊健)第183-539 令和2年8月24日 令和8年8月31日 平成26年8月29日
000028 7000147542 HABATAKE Sweets Cafe 668-0031 豊岡市大手町７番９号 796346830 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 認定ＮＰＯ法人はばたけ手をつなぐ育成会 理事長 中井 佳与子 668-0031 兵庫県豊岡市大手町７－９ 796243660 但馬(豊健)第150-614 令和2年10月23日 令和8年11月30日 平成26年9月4日
000028 7000147593 ｃａｆｅＢａｒ　椿庵 669-5306 豊岡市日高町水上７－２　コーポラス水上１０５ 飲食店営業(4)その他 一般 松井 小百合 但馬(豊健)第150-617 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成26年9月8日
000028 7000147710 有限会社　鎌清商店境工場 669-6541 美方郡香美町香住区境字浜頭１１２２－４ 796363418 魚肉ねり製品製造業 一般 有限会社鎌清商店 代表取締役 鎌田 保志 669-6546 兵庫県美方郡香美町香住区七日市３０２ 796361642 但馬(豊健)第180-501 令和2年11月12日 令和8年11月30日 平成26年9月19日
000028 7000147711 有限会社　鎌清商店境工場 669-6541 美方郡香美町香住区境字浜頭１１２２－４ 796363418 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 有限会社鎌清商店 代表取締役 鎌田 保志 669-6546 兵庫県美方郡香美町香住区七日市３０２ 796361642 但馬(豊健)第168-517 令和2年11月12日 令和8年11月30日 平成26年9月19日
000028 7000147713 但馬牧場公園 669-6813 美方郡新温泉町丹土１０３３番地 796922641 飲食店営業(4)その他 露店 新温泉町 町長 西村 銀三 669-6702 兵庫県美方郡新温泉町浜坂２６７３番地の１ 796823111 但馬(豊健)第150-582 令和1年11月20日 令和6年11月30日 平成26年9月19日
000028 7000147745 株式会社ヤマイチ 669-6546 美方郡香美町香住区七日市１８０－３ 796360306 そうざい製造業 一般 株式会社ヤマイチ 代表取締役 山本 孝太 669-6546 兵庫県美方郡香美町香住区七日市１８０－３ 796360306 但馬(豊健)第158-520 令和2年11月11日 令和8年11月30日 平成26年9月26日
000028 7000147760 フレッシュフード　うらき 669-6753 美方郡新温泉町諸寄６６８ 796821559 乳製品製造業 一般 浦木 博 但馬(豊健)第172-501 令和1年10月31日 令和6年11月30日 平成26年9月19日
000028 7000147771 北村商店 669-6544 美方郡香美町香住区香住１４８８－１ 796361873 魚介類販売業 一般 北村 豊一 但馬(豊健)第178-519 令和1年10月18日 令和6年11月30日 平成26年9月26日
000028 7000147772 北村商店 669-6544 美方郡香美町香住区香住１４８８－１ 796361873 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 北村 豊一 但馬(豊健)第168-507 令和1年10月18日 令和6年11月30日 平成26年9月26日
000028 7000147807 ゆむら屋 669-6821 美方郡新温泉町湯８２－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　但馬寿 代表取締役 城内 正行 669-6801 兵庫県美方郡新温泉町井土４０－１ 796858010 但馬(豊健)第150-627 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成26年9月25日
000028 7000147865 カネロク　寺川商店 669-6433 美方郡香美町香住区沖浦９１１－８ 魚介類販売業 一般 寺川 啓治 但馬(豊健)第178-528 令和1年11月14日 令和6年11月30日 平成26年9月26日
000028 7000147907 牛匠　上田 669-6101 豊岡市城崎町湯島２３２番地 796324129 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　上田畜産 代表取締役 上田 伸也 667-1511 兵庫県美方郡香美町小代区神水７３８番地 796961173 但馬(豊健)第150-616 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成26年9月30日
000028 7000147908 牛匠　上田 669-6101 豊岡市城崎町湯島２３２番地 796324129 食肉処理業 一般 株式会社　上田畜産 代表取締役 上田 伸也 667-1511 兵庫県美方郡香美町小代区神水７３８番地 796961173 但馬(豊健)第175-503 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成26年9月30日
000028 7000147909 牛匠　上田 669-6101 豊岡市城崎町湯島２３２番地 796324129 食肉販売業 一般 株式会社　上田畜産 代表取締役 上田 伸也 667-1511 兵庫県美方郡香美町小代区神水７３８番地 796961173 但馬(豊健)第176-517 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成26年9月30日
000028 7000147920 Ｓｈｏｔ　Ｂａｒ　Ｊｏｈｎ 668-0033 豊岡市中央町１２－１１ 飲食店営業(4)その他 一般 沖野 龍之 但馬(豊健)第150-637 令和2年11月17日 令和8年11月30日 平成26年10月2日
000028 7000147960 海中苑 669-6101 豊岡市城崎町湯島１３２ 796324522 そうざい製造業 一般 株式会社おけしょう鮮魚 代表取締役 桶生 裕介 669-6121 兵庫県豊岡市城崎町湯島１３２ 796324522 但馬(豊健)第158-518 令和2年11月10日 令和8年11月30日 平成26年10月6日
000028 7000148001 株式会社土肥肉屋 668-0032 豊岡市千代田町１１－２８ 796236600 食肉販売業 一般 株式会社土肥肉屋 代表取締役 土肥 健 668-0032 兵庫県豊岡市千代田町１１－２８ 796236600 但馬(豊健)第176-514 令和2年10月22日 令和8年11月30日 平成26年10月17日
000028 7000148094 海英水産 669-6541 美方郡香美町香住区境１１１４－１ 796364603 魚介類販売業 一般 長 正美 但馬(豊健)第178-533 令和2年10月28日 令和8年11月30日 平成26年10月20日
000028 7000148103 山本商店 669-6433 美方郡香美町香住区沖浦９７５－１０ 796370107 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 山本 邦夫 但馬(豊健)第168-511 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成26年10月20日
000028 7000148145 三栄産業株式会社城南作業所 668-0045 豊岡市城南町１９－２３ 796233555 魚介類販売業 一般 三栄産業株式会社 代表取締役 小森 正基 668-0043 兵庫県豊岡市桜町１１－３０ 796232877 但馬(豊健)第178-545 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成26年10月22日
000028 7000148152 さかな屋　たけちゃん 000-0000 県下一円(ただし神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 魚介類販売業 自動車 多賀野 武男 但馬(豊健)第178-529 令和1年11月20日 令和6年11月30日 平成26年10月21日
000028 7000148187 Ｙショップナカムラ 667-1325 美方郡香美町村岡区高井５５０番地の１２ 796940515 喫茶店営業 一般 中村 正 但馬(豊健)第151-509 令和2年11月6日 令和8年11月30日 平成26年10月22日
000028 7000148333 登城そば 668-0225 豊岡市出石町八木字八木町１３ 796525567 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 竹中 光成 但馬(豊健)第150-646 令和2年11月25日 令和8年11月30日 平成26年10月31日
000028 7000148356 カフェ 「仏陀再誕」 669-5334 豊岡市日高町山本４５ 796420998 菓子製造業 一般 全但トヨタ整備株式会社 代表取締役 土肥 賢二 668-0061 兵庫県豊岡市上佐野１５９６－１ 796232121 但馬(豊健)第152-520 令和2年11月25日 令和8年11月30日 平成26年10月31日
000028 7000148359 田中産業株式会社 668-0815 豊岡市日撫３９０－１ 796225315 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 田中産業株式会社 代表取締役 田中 明美 668-0815 兵庫県豊岡市日撫３９０－１ 796225315 但馬(豊健)第150-620 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成26年11月7日
000028 7000148452 株式会社Ｔｅａｍｓ 669-5372 豊岡市日高町栗栖野１ 796451115 魚介類販売業 一般 株式会社Ｔｅａｍｓ 代表取締役 新免 将 669-5311 兵庫県豊岡市日高町日置２３番地の１８ 796422244 但馬(豊健)第178-548 令和2年11月10日 令和8年11月30日 平成26年11月11日
000028 7000148460 株式会社ジェイエイ葬祭  メモリアルホールゆうなぎ日高 669-5321 豊岡市日高町土居２４６番地 796431194 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ジェイエイ葬祭 代表取締役 太田垣 哲男 668-0046 兵庫県豊岡市立野町１６番３８号 796290350 但馬(豊健)第150-618 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成26年11月11日
000028 7000148531 旅館ふるばやし 669-6201 豊岡市竹野町竹野１５８１－３ 796470026 飲食店営業(3)旅館 一般 古林 正康 但馬(豊健)第183-555 令和2年11月10日 令和8年11月30日 平成26年11月17日
000028 7000148793 割烹　紀ノ川　２号店 668-0032 豊岡市千代田町３－６ 796224817 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 帆前 達章 但馬(豊健)第150-609 令和2年10月22日 令和8年11月30日 平成26年11月28日
000028 7000148835 西村屋ホテル招月庭 669-6101 豊岡市城崎町湯島字神主谷1016番2、1030番 796323535 菓子製造業 一般 株式会社西村屋 代表取締役 西村 総一郎 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島４６９ 796323535 但馬(豊健)第192-516 令和4年2月4日 令和11年2月28日 令和4年2月4日
000028 7000148836 西村屋ホテル招月庭 669-6101 豊岡市城崎町湯島字神主谷1016番2、1030番 796323535 そうざい製造業 一般 株式会社西村屋 代表取締役 西村 総一郎 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島４６９ 796323535 但馬(豊健)第195-512 令和4年2月4日 令和11年2月28日 令和4年2月4日
000028 7000148989 株式会社日本海フーズ香住さかえ工場 669-6541 美方郡香美町香住区境１１２２－３ 769360303 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社日本海フーズ 代表取締役 西川 博文 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１４５２番地 796362578 但馬(豊健)第168-522 令和3年1月28日 令和9年2月28日 平成26年12月16日
000028 7000148996 ゲストハウス　アミーゴ 669-5379 豊岡市日高町名色１２３０ 796211230 飲食店営業(3)旅館 一般 髙山 京子 但馬(豊健)第183-585 令和3年2月4日 令和9年2月28日 平成26年12月16日
000028 7000149178 閑吟のはなれ　風月魚匠 669-6101 豊岡市城崎町湯島字湯の元６３６－１、字寺山９８５－２２ 796324266 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社平位鮮魚 代表取締役 平位 忠義 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島４２５ 796322136 但馬(豊健)第183-580 令和3年1月29日 令和9年2月28日 平成26年12月26日
000028 7000149210 (株)日本海フーズ　ホタル工場 669-6543 美方郡香美町香住区若松７１１－１６ 796360003 そうざい製造業 一般 株式会社日本海フーズ 代表取締役 西川 博文 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１４５２番地 796360003 但馬(豊健)第158-522 令和3年1月28日 令和9年2月28日 平成27年1月8日
000028 7000149421 ファミリーマート豊岡江本店 668-0854 豊岡市八社宮４３３－１ 796291247 飲食店営業(4)その他 一般 中野 康夫 但馬(豊健)第150-672 令和3年2月4日 令和9年2月28日 平成27年1月30日
000028 7000149449 香住食研株式会社佐津工場 669-6402 美方郡香美町香住区訓谷３８４－１ 796219005 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 香住食研株式会社 代表取締役 黒野 加寿男 669-6413 兵庫県美方郡香美町香住区下岡４７６－２ 796380836 但馬(豊健)第168-523 令和3年2月18日 令和9年2月28日 平成27年1月30日
000028 7000149528 カフェ　野の花 668-0345 豊岡市但東町中山４４４－１ 796560155 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮垣 千惠子 但馬(豊健)第150-656 令和3年1月28日 令和9年2月28日 平成27年2月5日
000028 7000149697 株式会社ふれあい 667-1503 美方郡香美町小代区大谷５１０－１ 796973232 喫茶店営業 アイスクリーム類の小分け 株式会社ふれあい 代表取締役 667-1503 兵庫県美方郡香美町小代区大谷５１０－１ 796973232 但馬(豊健)第151-528 令和2年2月18日 令和7年2月28日 平成27年2月19日
000028 7000149824 桃李 668-0033 豊岡市中央町１４－２４ 796221536 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 めぐみ 但馬(豊健)第150-662 令和3年1月29日 令和9年2月28日 平成27年2月24日
000028 7000149967 道の駅　村岡ファームガーデン 000-0000 県下一円（ただし神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市及び明石市を除く） 796981129 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社むらおか振興公社 代表取締役 西村 学 667-1347 兵庫県美方郡香美町村岡区和池字大澤７０９ 796961187 但馬(豊健)第150-543 令和2年5月18日 令和7年5月31日 平成27年3月2日
000028 7000150069 高垣鮮魚 000-0000 美方郡一円 魚介類販売業 自動車 高垣 愛子 但馬(豊健)第178-501 令和2年4月16日 令和7年5月31日 平成27年3月5日
000028 7000150263 ま　らぁ麺キング 000-0000 県下一円（ただし神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市及び明石市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 嶋田 誠 但馬(豊健)第150-550 令和2年5月25日 令和7年5月31日 平成27年3月18日
000028 7000150314 有限会社鮮魚てらかわ 669-6101 豊岡市城崎町湯島１１１ 796323415 そうざい製造業 一般 有限会社鮮魚てらかわ 代表取締役 寺川 大紀 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島１１１ 796323415 但馬(豊健)第158-503 令和3年5月10日 令和9年5月31日 平成27年3月20日
000028 7000150346 Cafe Lamp eye 000-0000 但馬一円 飲食店営業(4)その他 自動車 鈴木 黄 但馬(豊健)第150-501 令和2年4月20日 令和7年5月31日 平成27年3月24日
000028 7000150470 石楠花 667-1511 美方郡香美町小代区神水７３９－１ 796801609 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松田 晃宏 但馬(豊健)第150-539 令和3年5月27日 令和9年5月31日 平成27年3月30日
000028 7000150500 全但バス株式会社　城崎営業所 669-6101 豊岡市城崎町湯島９６ 796322021 喫茶店営業 一般 全但バス株式会社 代表取締役 桐山 徹郎 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿１１３－１ 796622134 但馬(豊健)第151-503 令和3年5月20日 令和9年5月31日 平成27年3月27日
000028 7000150616 燻製工房　煙神 669-5372 豊岡市日高町栗栖野６０番地の１ 796209845 食肉製品製造業 一般 株式会社神鍋ヴィラージュ 代表取締役 井上 大作 669-5372 兵庫県豊岡市日高町栗栖野６０番地の１ 796209845 但馬(豊健)第177-501 令和3年5月13日 令和9年5月31日 平成27年4月6日
000028 7000150617 燻製工房　煙神 669-5372 豊岡市日高町栗栖野６０番地の１ 796209845 乳製品製造業 一般 株式会社神鍋ヴィラージュ 代表取締役 井上 大作 669-5372 兵庫県豊岡市日高町栗栖野６０番地の１ 796209845 但馬(豊健)第172-501 令和3年5月13日 令和9年5月31日 平成27年4月6日
000028 7000150618 燻製工房　煙神 669-5372 豊岡市日高町栗栖野６０番地の１ 796209845 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社神鍋ヴィラージュ 代表取締役 井上 大作 669-5372 兵庫県豊岡市日高町栗栖野６０番地の１ 796209845 但馬(豊健)第150-518 令和3年5月13日 令和9年5月31日 平成27年4月6日
000028 7000150619 燻製工房　煙神 669-5372 豊岡市日高町栗栖野６０番地の１ 796209845 そうざい製造業 一般 株式会社神鍋ヴィラージュ 代表取締役 井上 大作 669-5372 兵庫県豊岡市日高町栗栖野６０番地の１ 796209845 但馬(豊健)第158-504 令和3年5月13日 令和9年5月31日 平成27年4月6日
000028 7000150736 豊岡１９２５　レストラン 668-0033 豊岡市中央町114-1、254-4、254-12、254-13 796261925 飲食店営業(3)旅館 一般 バリューマネジメント株式会社 代表取締役 他力野 淳 530-0001 大阪府大阪市北区梅田２－２－２ヒルトンプラザウエストオフィスタワー１９階 663712700 但馬(豊健)第183-512 令和3年5月10日 令和9年5月31日 平成27年4月15日
000028 7000150813 ＲＡＮＡ 000-0000 但馬一円 喫茶店営業 露店 丸山 加奈美 但馬(豊健)第151-501 令和2年4月27日 令和7年5月31日 平成27年4月20日
000028 7000150859 有限会社全但物産 669-6101 豊岡市城崎町湯島９６ 796323219 飲食店営業(4)その他 露店 有限会社全但物産 代表取締役 山本 勝人 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島９６ 796323219 但馬(豊健)第150-548 令和2年5月21日 令和7年5月31日 平成27年4月22日
000028 7000150875 なごみ家　木長 669-6101 豊岡市城崎町湯島２４１ 796322210 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 伊東 幸一 但馬(豊健)第150-508 令和3年4月28日 令和9年5月31日 平成27年4月23日
000028 7000150879 おみやげ百選　城崎店 669-6101 豊岡市城崎町湯島１２３ 796294881 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 スト－ク株式会社 代表取締役 濱名 幸喜 669-6116 兵庫県豊岡市城崎町上山１４００－５ 796320050 但馬(豊健)第150-507 令和3年4月28日 令和9年5月31日 平成27年4月22日
000028 7000150880 おみやげ百選　城崎店 669-6101 豊岡市城崎町湯島１２３ 796294881 魚介類販売業 一般 スト－ク株式会社 代表取締役 濱名 幸喜 669-6116 兵庫県豊岡市城崎町上山１４００－５ 796320050 但馬(豊健)第178-501 令和3年4月28日 令和9年5月31日 平成27年4月22日
000028 7000150881 おみやげ百選　城崎店 000-0000 県下一円（ただし神戸市、姫路市、尼崎市西宮市及び明石市を除く） 796294881 飲食店営業(4)その他 露店 ストーク株式会社 代表取締役 濱名 幸喜 669-6116 兵庫県豊岡市城崎町上山１４００－５ 796370534 但馬(豊健)第150-553 令和2年5月26日 令和7年5月31日 平成27年4月22日
000028 7000150893 満月屋 000-0000 県下一円（ただし神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 中野 仁 但馬(豊健)第150-556 令和2年5月28日 令和7年5月31日 平成27年4月22日
000028 7000150894 ミニフレッシュ城崎店 669-6101 豊岡市城崎町湯島弁天１７９ 796323001 喫茶店営業 露店 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第151-502 令和2年5月14日 令和7年5月31日 平成27年4月22日
000028 7000150916 萌阿 669-6101 豊岡市城崎町湯島８３２ 796324888 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 中尾 頼正 但馬(豊健)第169-505 令和2年5月21日 令和7年5月31日 平成27年4月24日
000028 7000151073 My pan 669-5346 豊岡市日高町伊府４３２－６ 796207677 菓子製造業 一般 水嶋 麻衣 但馬(豊健)第152-503 令和3年5月6日 令和9年5月31日 平成27年5月8日
000028 7000151163 竹内商店 669-6544 美方郡香美町香住区香住１５３０ 796360402 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 竹内 修 但馬(豊健)第168-504 令和2年5月14日 令和7年5月31日 平成27年5月15日
000028 7000151182 風の色 667-1532 美方郡香美町小代区新屋６４９ 796972325 菓子製造業 一般 尾﨑 保子 但馬(豊健)第152-508 令和3年5月27日 令和9年5月31日 平成27年5月13日



000028 7000151277 やまざと 667-1311 美方郡香美町村岡区村岡４２５ 796981007 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 由美 但馬(豊健)第150-510 令和3年4月28日 令和9年5月31日 平成27年5月21日
000028 7000151302 株式会社出石まちづくり公社　和カフェ 668-0214 豊岡市出石町内町１０４－７ 796523223 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社出石まちづくり公社 代表取締役 大橋 直人 668-0214 兵庫県豊岡市出石町内町１０４－７ 796526045 但馬(豊健)第150-512 令和3年5月6日 令和9年5月31日 平成27年5月21日
000028 7000151353 ミニフレッシュ香住店 669-6544 美方郡香美町香住区香住２－１ 796360521 喫茶店営業 露店 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役社長 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第151-503 令和2年5月18日 令和7年5月31日 平成27年5月22日
000028 7000151412 有限会社　ティーアンドエムズ 668-0012 豊岡市下陰１８－４ 796243099 菓子製造業 一般 有限会社　ティーアンドエムズ 代表取締役 谷口 忠弘 668-0012 兵庫県豊岡市下陰１８－４ 796243099 但馬(豊健)第152-505 令和3年5月13日 令和9年5月31日 平成27年5月27日
000028 7000151413 お寿司屋　原田 669-5367 豊岡市日高町石井４８８－４ 796441110 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 原田 康之 但馬(豊健)第150-543 令和3年5月28日 令和9年5月31日 平成27年5月27日
000028 7000151502 あるまま 000-0000 但馬一円 飲食店営業(4)その他 露店 画流有限会社 代表取締役 清水 寛 669-5311 兵庫県豊岡市日高町日置１０４－６ 796432535 但馬(豊健)第150-549 令和2年5月21日 令和7年5月31日 平成27年5月28日
000028 7000151546 Naumi　Purin 668-0033 豊岡市中央町３－３７ 796237034 菓子製造業 一般 株式会社　小西薬局 代表取締役 杉山 栄司 668-0033 兵庫県豊岡市中央町３－３７ 796230051 但馬(豊健)第152-502 令和3年4月27日 令和9年5月31日 平成27年5月29日
000028 7000151608 ラーメン　大吉 668-0011 豊岡市上陰１７６－１３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 多根 敏一 但馬(豊健)第150-562 令和2年7月31日 令和7年8月31日 平成27年6月2日
000028 7000152318 フルーツハーベスト　田中農園 668-0803 豊岡市下鶴井字倉谷１１７２－１２ 796231589 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 秀幸 但馬(豊健)第190-517 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 7000152392 ｃaｆe　ＲＯＬＥ 668-0031 豊岡市大手町１－２４ 796244004 飲食店営業(4)その他 一般 全但トヨタ整備株式会社 代表取締役 土肥 賢二 668-0061 兵庫県豊岡市上佐野１５９６－１ 796232121 但馬(豊健)第190-504 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 7000152454 寛 669-6201 豊岡市竹野町竹野３０３１ 796470242 飲食店営業(3)旅館 一般 増田 雄二 但馬(豊健)第217-524 令和3年8月19日 令和9年8月31日 令和3年8月19日
000028 7000152514 有限会社いなば鮮魚 669-6101 豊岡市城崎町湯島２２４番地 796322253 喫茶店営業 露店 有限会社いなば鮮魚 代表取締役 稲葉 智也 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島２２４番地 796322253 但馬(豊健)第151-507 令和2年8月17日 令和7年8月31日 平成27年7月31日
000028 7000152576 日和山食品  直売所 669-6122 豊岡市瀬戸１１８－４ 796282054 水産製品製造業 一般 日和山観光株式会社 代表取締役 西松 伸二 669-6122 兵庫県豊岡市瀬戸１０９０ 796282500 但馬(豊健)第216-506 令和3年8月26日 令和9年8月31日 令和3年8月26日
000028 7000152579 しき彩 668-0032 豊岡市千代田町１０－７ 796234931 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　しき彩 代表取締役 平井 康友 669-5313 兵庫県豊岡市日高町鶴岡３５８－４ 796234931 但馬(豊健)第190-543 令和3年8月17日 令和9年8月31日 令和3年8月17日
000028 7000152580 みすず工房 669-6124 豊岡市気比３２９３ 796283160 菓子製造業 一般 石田 美鈴 但馬(豊健)第192-504 令和3年8月19日 令和9年8月31日 令和3年8月19日
000028 7000152668 てらたに酒店 669-6101 豊岡市城崎町湯島２２７ 796322659 飲食店営業(4)その他 露店 寺谷 史郎 但馬(豊健)第150-597 令和2年8月24日 令和7年8月31日 平成27年8月12日
000028 7000152671 伊藤市四郎商店 669-6543 美方郡香美町香住区若松７１１－１１ 796360752 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 伊藤 祐市 但馬(豊健)第168-508 令和2年8月11日 令和7年8月31日 平成27年8月17日
000028 7000152826 ファミリーマート豊岡千代田町店 668-0032 豊岡市千代田町１０－１８ 796265311 飲食店営業(4)その他 一般 畠中 和弥 但馬(豊健)第190-542 令和3年8月17日 令和9年8月31日 令和3年8月17日
000028 7000152920 Ｍａｋｉ 668-0033 豊岡市中央町１０－５サンプラザビル３０４ 飲食店営業(4)その他 一般 尾崎 真紀 但馬(豊健)第190-508 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 7000152978 鮎のなれずし会 667-1365 美方郡香美町村岡区高津１９８８－１ 796950431 水産製品製造業 一般 田中 勝英 但馬(豊健)第216-504 令和3年8月13日 令和9年8月31日 令和3年8月13日
000028 7000152998 ＨＡＩＲ　ＳＰＡ　ＡＭＡＮＮＡ 668-0055 豊岡市昭和町２－４５ 796221382 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ジェイアンドシー 代表取締役 吉川 敏隆 553-0003 大阪府大阪市福島区福島１－１－１２リバーレジデンス堂島４０１ 663413823 但馬(豊健)第190-545 令和3年8月17日 令和9年8月31日 令和3年8月17日
000028 7000153218 湯村カンツリークラブ 669-6812 美方郡新温泉町切畑６０８ 796921215 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＭＥリゾート但馬 代表取締役 一ノ本 智毅 667-1124 兵庫県養父市丹戸８９６－２ 796673320 但馬(豊健)第190-614 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 7000153273 ５８Ｎ musubu 668-0023 豊岡市加広町５－２３ 796235378 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 沖中 知香 但馬(豊健)第190-609 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 7000153310 たで川寿司株式会社 669-5321 豊岡市日高町土居３８番地 796421491 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 たで川寿司株式会社 代表取締役 加藤 直道 669-5321 兵庫県豊岡市日高町土居３８番地 796421491 但馬(豊健)第190-591 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 7000153311 トキワ へるし～かふぇ さとの風 669-6553 美方郡香美町香住区三谷７３５ 796364001 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社トキワ 代表取締役 柴崎 明郎 669-6553 兵庫県美方郡香美町香住区三谷７３５ 796364001 但馬(豊健)第190-582 令和3年11月11日 令和9年11月30日 令和3年11月11日
000028 7000153344 但馬養鶏株式会社 668-0074 豊岡市野垣５０－１ 796223885 そうざい製造業 一般 但馬養鶏株式会社 代表取締役 田中 博武 668-0074 兵庫県豊岡市野垣５０－１ 796223885 但馬(豊健)第195-510 令和3年11月24日 令和9年11月30日 令和3年11月24日
000028 7000153408 スナックアモーレ 668-0033 豊岡市中央町１０－５サンプラザ豊岡１st４０３号 796346700 飲食店営業(4)その他 一般 前田 アグネス 但馬(豊健)第190-604 令和3年11月25日 令和9年11月30日 令和3年11月25日
000028 7000153430 フレッシュバザール豊岡江本店 668-0851 豊岡市今森４７２ 796249101 喫茶店営業 露店 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第151-510 令和2年11月26日 令和7年11月30日 平成27年10月7日
000028 7000153467 (株)ヤマヨシ 669-6432 美方郡香美町香住区上計１１５７ 796370331 水産製品製造業 一般 株式会社ヤマヨシ 代表取締役 山本 卓也 669-6432 兵庫県美方郡香美町香住区上計１１５７ 796370331 但馬(豊健)第216-514 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 7000153505 ラーメン　清水屋 668-0021 豊岡市泉町１２－５ 796223090 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 清水 勉 但馬(豊健)第190-594 令和3年11月17日 令和9年11月30日 令和3年11月17日
000028 7000153527 大阪屋 669-5341 豊岡市日高町国分寺２１７－１ 796420022 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 塚原 浩之 但馬(豊健)第190-592 令和3年11月22日 令和9年11月30日 令和3年11月22日
000028 7000153529 サウンドスタジオ　愛衣 669-5307 豊岡市日高町松岡字田中３７５－１ 飲食店営業(4)その他 一般 竹中 則子 但馬(豊健)第190-610 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 7000153555 （有）中粂商店 669-6543 美方郡香美町香住区若松６９１－９ 796360091 魚介類販売業 一般 有限会社中粂商店 代表取締役 中嶋 章博 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松６２０－１１ 796360024 但馬(豊健)第178-534 令和2年10月28日 令和7年11月30日 平成27年10月19日
000028 7000153557 有限会社上駒商店 669-6543 美方郡香美町香住区若松４４－２ 796360240 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 有限会社上駒商店 代表取締役 上田 康雅 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松６２０－８ 796360240 但馬(豊健)第168-512 令和2年10月30日 令和7年11月30日 平成27年10月19日
000028 7000153560 山田商店 669-6404 美方郡香美町香住区相谷字金山１３３ 796380153 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 山田 悟 但馬(豊健)第168-518 令和2年11月12日 令和7年11月30日 平成27年10月19日
000028 7000153561 駒徳商店 669-6543 美方郡香美町香住区若松５２４ 796361128 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 有限会社駒徳商店 代表取締役 駒居 繁幸 669-6542 兵庫県美方郡香美町香住区一日市１５４ 796361128 但馬(豊健)第168-514 令和2年10月30日 令和7年11月30日 平成27年10月19日
000028 7000153567 森富商店 669-6543 美方郡香美町香住区若松７１１－１５ 796360327 水産製品製造業 一般 有限会社森富商店 代表取締役 森 仁 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松７１１－１５ 796360327 但馬(豊健)第216-512 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 7000153568 タナヤ水産株式会社 669-6542 美方郡香美町香住区一日市３８９ 796360474 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 タナヤ水産株式会社 代表取締役 田中 一行 669-6542 兵庫県美方郡香美町香住区一日市３８９ 796360474 但馬(豊健)第168-516 令和2年10月30日 令和7年11月30日 平成27年10月23日
000028 7000153570 魚の店　浜光 669-6753 美方郡新温泉町諸寄４８０ 水産製品製造業 一般 熊本 敏則 但馬(豊健)第216-515 令和3年11月10日 令和9年11月30日 令和3年11月10日
000028 7000153601 高砂屋製菓 669-5365 豊岡市日高町十戸１８４－１ 796440859 菓子製造業 一般 藤原 正利 但馬(豊健)第192-511 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 7000153630 フルーツハーベスト　田中農園 668-0803 豊岡市下鶴井字倉谷１１７２－１２ 796204398 菓子製造業 一般 田中 秀幸 但馬(豊健)第192-510 令和3年11月10日 令和9年11月30日 令和3年11月10日
000028 7000153747 寺子屋本舗　城崎店 669-6101 豊岡市城崎町湯島６７７ 796320707 菓子製造業 一般 株式会社　寺子屋 代表取締役 海藏 講平 615-0801 京都府京都市右京区西京極豆田町７ 753253535 但馬(豊健)第192-512 令和3年11月19日 令和9年11月30日 令和3年11月19日
000028 7000153748 寺子屋本舗　城崎店 669-6101 豊岡市城崎町湯島６７７ 796320707 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　寺子屋 代表取締役 海藏 講平 615-0801 京都府京都市右京区西京極豆田町７ 753253535 但馬(豊健)第190-599 令和3年11月19日 令和9年11月30日 令和3年11月19日
000028 7000153863 ナポリ食堂　Porco Rosso 668-0033 豊岡市中央町１０－１２ 796203022 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 秋田 太義 但馬(豊健)第190-608 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 7000153946 タイムス食堂 667-1521 美方郡香美町小代区野間谷１７－３ 796801521 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井上 亀夫 但馬(豊健)第190-600 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 7000153981 くら寿司　豊岡店 668-0023 豊岡市加広町７番１８号 796346271 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 くら寿司株式会社 代表取締役 田中 邦彦 599-8253 大阪府堺市中区深阪１丁２－２ 722398071 但馬(豊健)第190-613 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 7000154037 ドライブステーション日本海 667-1368 美方郡香美町村岡区入江１２８５－１ 796950157 そうざい製造業 一般 中洞 明 但馬(豊健)第195-508 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 7000154045 コメダ珈琲店　豊岡店 668-0805 豊岡市船町３５３－１ 796346757 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　ヨロチョー 代表取締役 北垣 博康 668-0011 兵庫県豊岡市上陰１７４番地の１ 857307997 但馬(豊健)第190-561 令和3年10月22日 令和9年11月30日 令和3年10月22日
000028 7000154083 玄武洞観光センター 668-0801 豊岡市赤石５８７ 796240234 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大谷 光秋 但馬(豊健)第190-577 令和3年11月9日 令和9年11月30日 令和3年11月9日
000028 7000154178 天空の宿　さら 667-1344 美方郡香美町村岡区大笹字中山６１１－１１ 796960727 飲食店営業(3)旅館 一般 西口 俊則 但馬(豊健)第217-543 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 7000154184 てるひこ 669-6404 美方郡香美町香住区相谷８９ 796380381 飲食店営業(3)旅館 一般 西村 あや子 但馬(豊健)第217-533 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 7000154194 サーティワンアイスクリーム  コープデイズ豊岡店 668-0023 豊岡市加広町７－２３（コープデイズ豊岡店　１Ｆフードコート） 796232131 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マックアースフーズ 代表取締役社長 一ノ本 三千代 667-1124 兵庫県養父市丹戸８９６－２ 796673320 但馬(豊健)第190-562 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 7000154280 床尾 668-0241 豊岡市出石町寺坂４４８－１ 796524772 そうざい製造業 一般 山根 福子 但馬(豊健)第195-509 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 7000154327 海の家　メリ 669-6216 豊岡市竹野町切浜１０５７、１０５８ 796436888 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｍｏｔｈｅｒ　Ｅａｒｔｈ 代表取締役 宮崎 秀平 669-6201 兵庫県豊岡市竹野町竹野３３９６－１ 796436888 但馬(豊健)第190-635 令和4年2月15日 令和10年2月29日 令和4年2月15日
000028 7000154364 料理旅館　大平山荘 667-1503 美方郡香美町小代区大谷８２９ 796972120 そうざい製造業 一般 邊見 八郎 但馬(豊健)第195-511 令和4年1月20日 令和10年2月29日 令和4年1月20日
000028 7000154373 創作料理　武士 668-0033 豊岡市中央町１６－１０ 796210531 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 芦田 武士 但馬(豊健)第190-633 令和4年2月14日 令和10年2月29日 令和4年2月14日
000028 7000154421 ＯＷＬ 668-0025 豊岡市幸町１３－１５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 増島 勝文 但馬(豊健)第190-639 令和4年2月15日 令和10年2月29日 令和4年2月15日
000028 7000154494 工房グリーン 669-6102 豊岡市城崎町桃島８２－７ 796323367 菓子製造業 一般 坂田 篤 但馬(豊健)第192-515 令和4年2月4日 令和10年2月29日 令和4年2月4日
000028 7000154524 ＷＯＯＤＹ　ＨＯＵＳＥ 669-5371 豊岡市日高町太田２６ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 若杉高原開発企業組合 代表理事 辻 隆 667-0323 兵庫県養父市大屋町若杉字奥山９９－２ 796691576 但馬(豊健)第190-630 令和4年2月10日 令和10年2月29日 令和4年2月10日
000028 7000154543 花兆庵 669-6101 豊岡市城崎町湯島４１１ 796323811 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　花兆庵 代表取締役 森貞 淳一 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島４１１ 796323811 但馬(豊健)第190-628 令和4年2月10日 令和10年2月29日 令和4年2月10日
000028 7000154544 花兆庵 669-6101 豊岡市城崎町湯島４１１ 796323811 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社　花兆庵 代表取締役 森貞 淳一 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島４１１ 796323811 但馬(豊健)第150-660 令和3年1月29日 令和8年2月28日 平成27年12月25日
000028 7000154546 花兆庵 669-6101 豊岡市城崎町湯島４１０ 796323811 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　花兆庵 代表取締役 森貞 淳一 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島４１１ 796323811 但馬(豊健)第190-627 令和4年2月10日 令和10年2月29日 令和4年2月10日
000028 7000154552 ローソン豊岡九日市店 668-0052 豊岡市九日市下町１６７ 796247177 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 西田 泰代 但馬(豊健)第190-677 令和5年2月21日 令和12年2月28日 令和5年2月21日
000028 7000154576 さばさば 668-0032 豊岡市千代田町１０－１ 796242341 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 但馬(豊健)第190-643 令和4年2月17日 令和10年2月29日 令和4年2月17日
000028 7000154642 ＡＺＵＲ 668-0051 豊岡市九日市上町１１１３ 796242700 菓子製造業 一般 松森 かおり 但馬(豊健)第192-521 令和4年2月15日 令和10年2月29日 令和4年2月15日
000028 7000154679 グリーンいずし出石店 668-0225 豊岡市出石町八木３７ 796522310 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社グリーンいずし 代表取締役 狩野 誠一 668-0207 兵庫県豊岡市出石町伊豆字中道６９６ 796526823 但馬(豊健)第190-641 令和4年2月17日 令和10年2月29日 令和4年2月17日
000028 7000154680 グリーンいずし出石店 668-0225 豊岡市出石町八木３７ 796522310 菓子製造業 一般 有限会社グリーンいずし 代表取締役 狩野 誠一 668-0207 兵庫県豊岡市出石町伊豆字中道６９６ 796526823 但馬(豊健)第192-522 令和4年2月17日 令和10年2月29日 令和4年2月17日
000028 7000154893 歩歩（ポッポ） 669-6124 豊岡市気比３３９７－１ 796282652 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川口 紳一郎 但馬(豊健)第190-629 令和4年2月10日 令和10年2月29日 令和4年2月10日
000028 7000154894 Ys　菓子香房 669-6564 美方郡香美町香住区下浜３２６－１ 796362471 菓子製造業 一般 川端 由貴 但馬(豊健)第192-517 令和4年2月4日 令和10年2月29日 令和4年2月4日
000028 7000154897 レストランふるさと 669-6813 美方郡新温泉町丹土１０３３ 796921005 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社湯村温泉愛宕山観光 代表取締役 西坂 修 669-6813 兵庫県美方郡新温泉町丹土１０３３ 796921005 但馬(豊健)第169-515 令和3年2月2日 令和8年2月28日 平成28年1月29日
000028 7000155015 森新屋商店 669-6543 美方郡香美町香住区若松６０４－５ 796360044 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 森 茂樹 但馬(豊健)第150-649 令和3年1月25日 令和8年2月28日 平成28年2月10日
000028 7000155016 森新屋商店 669-6543 美方郡香美町香住区若松６０４－５ 796360044 みそ製造業 一般 森 茂樹 但馬(豊健)第160-504 令和3年1月25日 令和8年2月28日 平成28年2月10日
000028 7000155022 キャロット 669-6701 美方郡新温泉町芦屋２６８－１ 796825445 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三谷 由美子 但馬(豊健)第190-625 令和4年2月10日 令和10年2月29日 令和4年2月10日
000028 7000155108 ひだまり 669-6123 豊岡市小島１１８８－８ 796296009 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　アウルコーポレーション 代表取締役 沖田 繁子 629-3245 京都府京丹後市網野町浜詰２６６ 772749018 但馬(豊健)第190-651 令和4年2月22日 令和10年2月29日 令和4年2月22日
000028 7000155140 スナック　笹舟 668-0021 豊岡市泉町１２－１０　１Ｆ１号 飲食店営業(4)その他 一般 尾崎 光代 但馬(豊健)第190-649 令和4年2月22日 令和10年2月29日 令和4年2月22日
000028 7000155187 ミニストップ　豊岡木内店 668-0864 豊岡市木内５２ 796241556 飲食店営業(4)その他 一般 小田根 恵美 但馬(豊健)第190-619 令和4年2月4日 令和10年2月29日 令和4年2月4日
000028 7000155191 ミニストップ　豊岡木内店 668-0864 豊岡市木内５２ 796241556 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 小田根 恵美 但馬(豊健)第169-516 令和3年2月12日 令和8年2月28日 平成28年2月19日
000028 7000155225 Lasting（ラスティング） 668-0024 豊岡市寿町２－２６　寿太田ビル１F１号室 飲食店営業(4)その他 一般 稲垣 みゆき 但馬(豊健)第190-644 令和4年2月17日 令和10年2月29日 令和4年2月17日
000028 7000155250 居酒屋　田んぼ 668-0033 豊岡市中央町１４－２４ 796240387 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西山 ちず子 但馬(豊健)第190-648 令和4年2月22日 令和10年2月29日 令和4年2月22日
000028 7000155253 ローソン出石町寺坂店 668-0246 豊岡市出石町日野辺４－３ 796522044 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 河関 裕 但馬(豊健)第190-658 令和5年2月8日 令和12年2月28日 令和5年2月8日
000028 7000155385 トキワカフェ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 796364001 喫茶店営業 露店 株式会社トキワ 代表取締役 柴崎 明郎 669-6553 兵庫県美方郡香美町香住区三谷７３５ 796364001 但馬(豊健)第151-511 令和3年1月25日 令和8年2月28日 平成28年2月29日
000028 7000155696 お宿　海の音 669-6201 豊岡市竹野町竹野３３９６－１ 796436888 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社Ｍｏｔｈｅｒ　Ｅａｒｔｈ 宮崎 秀平 669-6201 兵庫県豊岡市竹野町竹野３３９６－１ 796436888 但馬(豊健)第217-502 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 7000155808 なごみてぇ 669-6201 豊岡市竹野町竹野４９－５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 濱上 吉徳 但馬(豊健)第190-514 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 7000155837 フレッシュバザール豊岡九日市店 668-0051 豊岡市九日市上町８１－１ 796220005 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 株式会社　さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋１５ 773220001 但馬(豊健)第190-534 令和4年5月12日 令和10年5月31日 令和4年5月12日
000028 7000155910 Ｋａｎｉｃｈｉ　２号店 669-6546 美方郡香美町香住区七日市字大縄地３０８－１ 796391147 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社Ｓａｉｋａ 代表取締役 松下 弘行 669-6564 兵庫県美方郡香美町香住区下浜６３４ 796360772 但馬(豊健)第190-556 令和4年5月30日 令和10年5月31日 令和4年5月30日
000028 7000155915 Ｋａｎｉｃｈｉ 669-6546 美方郡香美町香住区七日市字大縄地３０８－１ 796391147 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社Ｓａｉｋａ 代表取締役 松下 弘行 669-6564 兵庫県美方郡香美町香住区下浜６３４ 796360772 但馬(豊健)第190-557 令和4年5月30日 令和10年5月31日 令和4年5月30日
000028 7000155916 Ｋａｎｉｃｈｉ 669-6546 美方郡香美町香住区七日市字大縄地３０８－１ 796391147 水産製品製造業 一般 有限会社Ｓａｉｋａ 代表取締役 松下 弘行 669-6564 兵庫県美方郡香美町香住区下浜６３４ 796360772 但馬(豊健)第216-505 令和4年5月30日 令和10年5月31日 令和4年5月30日
000028 7000156084 ハンバーグのビアドリット豊劇店 668-0026 豊岡市元町１０－１８ 796346257 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　石橋設計 代表取締役 石橋 秀彦 669-5306 兵庫県豊岡市日高町水上６９ 796421844 但馬(豊健)第190-530 令和4年5月9日 令和10年5月31日 令和4年5月9日
000028 7000156104 カルビ太郎　但馬本店 668-0013 豊岡市中陰５９０－１ 796234141 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社スタミナフードシステム 代表取締役 森山 順一郎 668-0013 兵庫県豊岡市中陰５８９－１ 796290610 但馬(豊健)第190-547 令和4年5月23日 令和10年5月31日 令和4年5月23日
000028 7000156127 株式会社スタミナホールディングス 668-0013 豊岡市中陰６３１－１ 796234191 食肉販売業 一般 株式会社スタミナホールディングス 代表取締役 岡藤 初美 668-0013 兵庫県豊岡市中陰６３１－１ 796234191 但馬(豊健)第212-503 令和4年5月23日 令和10年5月31日 令和4年5月23日
000028 7000156132 Chou Chou Pot 668-0046 豊岡市立野町３－１０ 796235003 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　エミュー 代表取締役 田村 眞佐美 668-0862 兵庫県豊岡市香住字かすみが丘１１８３－５３ 796260722 但馬(豊健)第190-512 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 7000156133 Chou Chou Pot 668-0046 豊岡市立野町３－１０ 796235003 菓子製造業 一般 株式会社　エミュー 代表取締役 田村 眞佐美 668-0862 兵庫県豊岡市香住字かすみが丘１１８３－５３ 796260722 但馬(豊健)第192-502 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 7000156241 酒彩　奏 668-0033 豊岡市中央町１２－１３　谷垣ビル1Ｆ 796217410 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 帆前 敦司 但馬(豊健)第190-516 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 7000156289 大坪商店 669-6124 豊岡市気比３２３２ 796282154 魚介類販売業 一般 大坪 秀雄 但馬(豊健)第214-503 令和4年5月16日 令和10年5月31日 令和4年5月16日
000028 7000156309 鉄板屋　まよちゃん家 669-6702 美方郡新温泉町浜坂１３２５－７ 796832600 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 堀本 章治 但馬(豊健)第190-540 令和4年5月17日 令和10年5月31日 令和4年5月17日
000028 7000156314 キッチン de カフェ エフ 668-0013 豊岡市中陰６４７－８ 796230227 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福本 誠次 但馬(豊健)第190-525 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 7000156375 フレッシュバザール出石店 668-0221 豊岡市出石町町分３９１－２４ 796532501 喫茶店営業 露店 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第151-502 令和3年5月6日 令和8年5月31日 平成28年4月20日
000028 7000156398 角谷製菓　城崎製造所 669-6115 豊岡市城崎町来日字小島２１５－１ 菓子製造業 一般 角谷製菓株式会社 代表取締役 角谷 隆政 669-6124 兵庫県豊岡市気比４６１４ 796282140 但馬(豊健)第152-4 平成28年4月26日 令和5年5月31日 平成28年4月26日
000028 7000156430 松屋 667-1344 美方郡香美町村岡区大笹１０１５ 796960703 飲食店営業(3)旅館 一般 西谷 勇紀 但馬(豊健)第217-505 令和4年5月12日 令和10年5月31日 令和4年5月12日
000028 7000156520 株式会社森榮 669-6543 美方郡香美町香住区若松６７６－２８ 796360129 水産製品製造業 一般 株式会社森榮 代表取締役 森 一師 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松６７６番地の２８ 796360129 但馬(豊健)第216-503 令和4年5月18日 令和10年5月31日 令和4年5月18日
000028 7000156625 百果園 668-0065 豊岡市戸牧２１３－２ 796236634 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社百果園 代表取締役 迫田 茂夫 668-0065 兵庫県豊岡市戸牧２１３－２ 796236634 但馬(豊健)第169-501 令和3年4月26日 令和8年5月31日 平成28年5月12日
000028 7000156748 Bar Re:plus+ 668-0033 豊岡市中央町１６－３ 796263462 飲食店営業(4)その他 一般 奥山 仁美 但馬(豊健)第190-518 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 7000156825 ラッキービクトリー 668-0033 豊岡市中央町１０－２８ 飲食店営業(4)その他 一般 和田 マリビック 但馬(豊健)第190-517 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 7000156854 松ちゃんラ－メン 669-5300 豊岡市日高町東芝１０４ 飲食店営業(4)その他 露店 松下 寛 但馬(豊健)第150-514 令和3年5月6日 令和8年5月31日 平成28年5月30日
000028 7000156855 ブーランジュリー　Ｍｏｎ 668-0817 豊岡市六地蔵２３９－６ 796203437 飲食店営業(4)その他 一般 山本 香織 但馬(豊健)第190-504 令和4年4月20日 令和10年5月31日 令和4年4月20日
000028 7000156948 真頑多（まがんだ） 668-0033 豊岡市中央町１５－３４　２階 796243333 飲食店営業(4)その他 一般 井澤 恵理子 但馬(豊健)第190-550 令和4年5月24日 令和10年5月31日 令和4年5月24日
000028 7000157286 有限会社みなとや商店 669-6101 豊岡市城崎町湯島４１６ 796322014 飲食店営業(4)その他 露店40L 有限会社みなとや商店 代表取締役 久保田 一三 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島４１６ 796322014 但馬(豊健)第190-548 令和3年8月19日 令和8年8月31日 令和3年8月19日
000028 7000157490 小川孝之 000-0000 県下一円（ただし神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店40L 小川 孝之 但馬(豊健)第190-554 令和3年8月26日 令和8年8月31日 令和3年8月26日
000028 7000157583 和る 669-6101 豊岡市城崎町湯島６６７－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 細田 孝夫 但馬(豊健)第190-567 令和4年8月5日 令和10年8月31日 令和4年8月5日
000028 7000157588 ファミリーマート城崎湯島店 669-6101 豊岡市城崎町湯島３７２－２ 796294123 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ａｓｓｅｔｓ 代表取締役 岡 隆幸 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島３７２番地２ 796294123 但馬(豊健)第190-593 令和4年8月25日 令和10年8月31日 令和4年8月25日
000028 7000157630 久門 669-6753 美方郡新温泉町一円 796820571 魚介類販売業 自動車40L 久門 寿美 但馬(豊健)第214-501 令和3年7月20日 令和8年8月31日 令和3年7月20日
000028 7000157641 海の家　ashiya 669-6701 美方郡新温泉町芦屋８５３－１ 796824580 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 田中 賀之 但馬(豊健)第190-538 令和3年8月19日 令和8年8月31日 令和3年8月19日



000028 7000157694 ねこざき 669-6201 豊岡市竹野町竹野字濱岡５－１５ 796207928 飲食店営業(3)旅館 一般 田中 陽介 但馬(豊健)第217-521 令和4年8月3日 令和10年8月31日 令和4年8月3日
000028 7000157723 新月苑 669-6702 美方郡新温泉町浜坂２２１７の１ 796821620 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石山 博子 但馬(豊健)第190-552 令和3年8月26日 令和8年8月31日 令和3年8月26日
000028 7000158009 遊魚館 669-6543 美方郡香美町香住区若松７４８ 796361331 飲食店営業(4)その他 一般 但馬漁業協同組合 代表理事組合長 村瀬 晴好 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松７４７ 796361331 但馬(豊健)第190-522 令和3年8月11日 令和9年8月31日 令和3年8月11日
000028 7000158015 カタシマ豊岡店 668-0027 豊岡市若松町４８－１ 796240618 飲食店営業(4)その他 一般 カタシマ株式会社 代表取締役 廣氏 良致 667-0114 兵庫県養父市小城５６８ 796642457 但馬(豊健)第190-588 令和4年8月23日 令和10年8月31日 令和4年8月23日
000028 7000158238 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　Ｏｉｓｈｉ～ｎｏ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店40L 藤原 正利 但馬(豊健)第190-549 令和3年8月24日 令和8年8月31日 令和3年8月24日
000028 7000158527 森久男商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 森 浩之 但馬(豊健)第190-568 令和3年10月29日 令和8年11月30日 令和3年10月29日
000028 7000158656 大西商店 669-6433 美方郡香美町香住区沖浦９３８ 796370613 水産製品製造業 一般 大西 美佐枝 但馬(豊健)第216-518 令和3年11月22日 令和8年11月30日 令和3年11月22日
000028 7000158785 株)村水 669-6433 美方郡香美町香住区沖浦９１１－８ 魚介類販売業 一般 株式会社　村水 代表取締役 村瀬 弘次 669-6433 兵庫県美方郡香美町香住区沖浦１０２４－４ 796370039 但馬(豊健)第214-511 令和4年10月19日 令和10年11月30日 令和4年10月19日
000028 7000158926 浜辺屋 000-0000 美方郡新温泉町内 796824015 魚介類販売業 自動車40L 浜辺 順子 但馬(豊健)第214-510 令和3年11月11日 令和8年11月30日 令和3年11月11日
000028 7000159102 米寅商店 669-6702 美方郡新温泉町浜坂１８４３ 796821044 水産製品製造業 一般 下田 和輝 但馬(豊健)第216-514 令和4年11月8日 令和9年11月30日 令和4年11月8日
000028 7000159103 農産加工　やまもと 669-6833 美方郡新温泉町塩山８２８ 796921734 菓子製造業 一般 山本 美佐夫 但馬(豊健)第192-516 令和4年11月8日 令和9年11月30日 令和4年11月8日
000028 7000159526 但馬漁業　遊魚館３号前 669-6543 美方郡香美町香住区若松７４８ 796364545 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 但馬(豊健)第191-501 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 7000159545 cafe M's style ～なごみ～ 669-6101 豊岡市城崎町湯島７９５ 796324305 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷垣 賢司 但馬(豊健)第190-615 令和4年11月7日 令和10年11月30日 令和4年11月7日
000028 7000159548 醸しもん処（かもしもんどころ） 669-6564 美方郡香美町香住区下浜字石田３２６－１ 796203997 酒類製造業 一般 川端 顕 但馬(豊健)第200-503 令和4年11月7日 令和10年11月30日 令和4年11月7日
000028 7000159601 ペンション　ポム・アンナ 669-5371 豊岡市日高町太田１５７－１１ 796451123 菓子製造業 一般 和田 宣子 但馬(豊健)第192-512 令和4年10月21日 令和10年11月30日 令和4年10月21日
000028 7000159871 夕香楼しょう和 669-6546 美方郡香美町香住区七日市３１２－１ 796360052 飲食店営業(3)旅館 一般 夕香楼しょう和株式会社 代表取締役 福田 正幸 669-6546 兵庫県美方郡香美町香住区七日市３１２－１ 796360052 但馬(豊健)第217-559 令和5年2月6日 令和11年2月28日 令和5年2月6日
000028 7000159873 プラージュ 669-6546 美方郡香美町香住区七日市３１２－１ 796360052 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 夕香楼しょう和株式会社 代表取締役 福田 正幸 669-6546 兵庫県美方郡香美町香住区七日市３１２－１ 796360052 但馬(豊健)第190-618 令和4年2月4日 令和10年2月29日 令和4年2月4日
000028 7000159874 夕香楼しょう和 669-6546 美方郡香美町香住区七日市３１２－１ 796360052 魚介類販売業 一般 夕香楼しょう和株式会社 代表取締役 福田 正幸 669-6546 兵庫県美方郡香美町香住区七日市３１２－１ 796360052 但馬(豊健)第214-518 令和5年2月6日 令和11年2月28日 令和5年2月6日
000028 7000159876 プラージュ 669-6546 美方郡香美町香住区七日市３１２－１ 796360052 菓子製造業 一般 夕香楼しょう和株式会社 代表取締役 福田 正幸 669-6546 兵庫県美方郡香美町香住区七日市３１２－１ 796360052 但馬(豊健)第192-521 令和5年2月6日 令和11年2月28日 令和5年2月6日
000028 7000159906 メンバーズ　ＣＯＯＬ 668-0033 豊岡市中央町９－２９ 796248332 飲食店営業(4)その他 一般 白石 泰子 但馬(豊健)第190-662 令和5年2月9日 令和11年2月28日 令和5年2月9日
000028 7000160013 左京 668-0214 豊岡市出石町内町５７－１ 796526273 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森本 卓馬 但馬(豊健)第190-660 令和5年2月9日 令和11年2月28日 令和5年2月9日
000028 7000160020 はれるや 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 高井 靖史 但馬(豊健)第190-616 令和4年1月12日 令和9年2月28日 令和4年1月12日
000028 7000160034 CoCo pan 669-5344 豊岡市日高町夏栗７７１ 796422802 菓子製造業 一般 平岡 由恵 但馬(豊健)第192-525 令和5年2月17日 令和10年2月29日 令和5年2月17日
000028 7000160108 但馬漁業協同組合竹野支所 669-6201 豊岡市竹野町竹野４９番地 796471188 そうざい製造業 一般 但馬漁業協同組合 代表理事組合長 村瀬 晴好 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松７４７番地 796361331 但馬(豊健)第195-508 令和5年2月10日 令和11年2月28日 令和5年2月10日
000028 7000160185 汸臼庵 669-6101 豊岡市城崎町湯島６６８－１ 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 株式会社汸臼庵 代表取締役 塚本 亜己子 530-0031 大阪府大阪市北区菅栄町１３－１５ 663512017 但馬(豊健)第190-652 令和4年2月25日 令和10年2月29日 令和4年2月25日
000028 7000160223 山口精肉店 668-0225 豊岡市出石町八木２７－２ 796522066 飲食店営業(4)その他 一般 山口 進 但馬(豊健)第190-653 令和5年1月31日 令和11年2月28日 令和5年1月31日
000028 7000160225 ＫＡＫＩＹＡ珈琲 668-0232 豊岡市出石町宵田７７ 796522916 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森 弘子 但馬(豊健)第190-672 令和5年2月17日 令和11年2月28日 令和5年2月17日
000028 7000160397 しののめ荘別館 669-6101 豊岡市城崎町湯島６８７ 796322411 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社しののめ荘 代表取締役 後藤 京子 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島７５７ 796322411 但馬(豊健)第217-554 令和5年1月31日 令和11年2月28日 令和5年1月31日
000028 7000160489 絵馬 668-0232 豊岡市出石町宵田２８－４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平石 悦子 但馬(豊健)第190-661 令和5年2月9日 令和11年2月28日 令和5年2月9日
000028 7000160532 スナック　クリスティ 668-0033 豊岡市中央町１０－２８ 796346812 飲食店営業(4)その他 一般 HATANAKA LINETTE　MONTOYA 但馬(豊健)第190-652 令和5年1月26日 令和11年2月28日 令和5年1月26日
000028 7000160551 狩野牧場　内堀店 668-0214 豊岡市出石町内町１０４ 796526603 菓子製造業 一般 狩野 茂樹 但馬(豊健)第192-523 令和5年2月9日 令和11年2月28日 令和5年2月9日
000028 7000160552 狩野牧場　内堀店 668-0214 豊岡市出石町内町１０４ 796526603 飲食店営業(4)その他 一般 狩野 茂樹 但馬(豊健)第190-640 令和4年2月17日 令和10年2月29日 令和4年2月17日
000028 7000160619 ポポロの杜　出石 668-0279 豊岡市出石町片間５４ 796527111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ポポロ 代表取締役 由良 吉子 668-0843 兵庫県豊岡市引野５５ 796225515 但馬(豊健)第190-657 令和5年2月8日 令和11年2月28日 令和5年2月8日
000028 7000160669 ポニー 668-0263 豊岡市出石町福住４１２－１ 796523161 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福嶋 美千代 但馬(豊健)第190-670 令和5年2月13日 令和11年2月28日 令和5年2月13日
000028 7000160694 姫路４８０た６０－３６ 000-0000 但馬一円 魚介類販売業 自動車40L 伊藤 美鈴 但馬(豊健)第214-512 令和4年1月14日 令和9年2月28日 令和4年1月14日
000028 7000160798 れい 668-0033 豊岡市中央町１４－２３グランディア３Ｆ－Ｄ 796346812 飲食店営業(4)その他 一般 赤木 メリジェン　バサ 但馬(豊健)第190-663 令和5年2月9日 令和11年2月28日 令和5年2月9日
000028 7000160811 ローソン豊岡新堂店 668-0004 豊岡市新堂字坪井４７０番地の１ 796223460 飲食店営業(4)その他 一般 西田 泰代 但馬(豊健)第150-112 平成29年2月23日 令和6年2月29日 平成29年2月23日
000028 7000160843 総本家　栃泉 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店40L 関尾 憲司 但馬(豊健)第190-654 令和4年2月28日 令和9年2月28日 令和4年2月28日
000028 7000161072 ローソン豊岡下陰店 668-0012 豊岡市下陰６７５－１ 796245757 飲食店営業(4)その他 一般 西田 依里 但馬(豊健)第150-116 平成29年3月15日 令和6年5月31日 平成29年3月15日
000028 7000161085 ＬＯＣＯＳ 669-5362 豊岡市日高町芝３３０－１ 飲食店営業(4)その他 一般 宮口 千香子 但馬(豊健)第150-118 平成29年3月15日 令和5年5月31日 平成29年3月15日
000028 7000161149 マルワ豊岡加広店 668-0023 豊岡市加広町６－１３ 796232200 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マルワ渡辺水産 代表取締役 渡辺 隆一 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋３６５番地 796825005 但馬(豊健)第150-119 平成29年3月17日 令和6年5月31日 平成29年3月17日
000028 7000161151 マルワ豊岡加広店 668-0023 豊岡市加広町６－１３ 796232200 食肉販売業 一般 株式会社マルワ渡辺水産 代表取締役 渡辺 隆一 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋３６５番地 796825005 但馬(豊健)第176-22 平成29年3月17日 令和6年5月31日 平成29年3月17日
000028 7000161152 マルワ豊岡加広店 668-0023 豊岡市加広町６－１３ 796232200 魚介類販売業 一般 株式会社マルワ渡辺水産 代表取締役 渡辺 隆一 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋３６５番地 796825005 但馬(豊健)第178-32 平成29年3月17日 令和5年5月31日 平成29年3月17日
000028 7000161248 Ｂａｒ夏樹 668-0033 豊岡市中央町１４番２３号　グランディアビル　１ＦＢ 飲食店営業(4)その他 一般 夏樹 英慈 但馬(豊健)第150-120 平成29年3月23日 令和5年5月31日 平成29年3月23日
000028 7000161249 Chant de Gâteaux 668-0043 豊岡市桜町１５－５ 菓子製造業 一般 河本 智子 但馬(豊健)第192-501 令和5年4月24日 令和11年5月31日 令和5年4月24日
000028 7000161344 豊岡塩元帥 668-0063 豊岡市正法寺６８９ 796223589 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 足立 忠金 但馬(豊健)第190-515 令和5年4月27日 令和11年5月31日 令和5年4月27日
000028 7000161505 お惣菜のなおちゃん 668-0221 豊岡市出石町町分２５－４ 796525302 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 農座 直也 但馬(豊健)第150-1 平成29年4月3日 令和5年5月31日 平成29年4月3日
000028 7000161514 浜坂漁協本所加工場 669-6701 美方郡新温泉町芦屋６６２番地先 796823020 そうざい製造業 一般 浜坂漁業協同組合 代表理事組合長 川越 一男 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋６６３－１ 796823020 但馬(豊健)第158-1 平成29年4月4日 令和6年5月31日 平成29年4月4日
000028 7000161517 ラパン  アジル 668-0871 豊岡市梶原３３４－１ 飲食店営業(4)その他 一般 浜田 裕一郎 但馬(豊健)第150-3 平成29年4月5日 令和5年5月31日 平成29年4月5日
000028 7000161707 ユニカ食品　豊岡工場 668-0202 豊岡市出石町口小野３２－１０ 796346971 添加物製造業 一般 ユニカ食品株式会社 代表取締役 西村 雅彦 150-0002 東京都渋谷区渋谷三丁目８番１１号 354690923 但馬(豊健)第170-1 平成29年4月17日 令和6年5月31日 平成29年4月17日
000028 7000161731 たんたんマルシェ 668-0345 豊岡市但東町中山７１１ 796217771 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 今井 慶 但馬(豊健)第150-10 平成29年4月17日 令和5年5月31日 平成29年4月17日
000028 7000161790 ひととまる 669-6201 豊岡市竹野町竹野４９番６、４９番２０ 飲食店営業(4)その他 一般 石丸 佳佑 但馬(豊健)第150-15 平成29年4月21日 令和5年5月31日 平成29年4月21日
000028 7000161891 あるもんｄｅ鳥居 668-0272 豊岡市出石町鳥居９５ 796525553 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一般社団法人暮らしの学校農楽 代表理事 木村 尚子 668-0272 兵庫県豊岡市出石町鳥居７８５番地 796201295 但馬(豊健)第190-518 令和5年4月27日 令和11年5月31日 令和5年4月27日
000028 7000161999 花ゆり 668-0064 豊岡市高屋９２９－３ 796233956 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 林 百合子 但馬(豊健)第190-529 令和4年5月9日 令和9年5月31日 令和4年5月9日
000028 7000162093 コウノトリの郷直売所 668-0814 豊岡市祥雲寺４－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上田 明男 但馬(豊健)第150-20 平成29年5月11日 令和5年5月31日 平成29年5月11日
000028 7000162161 中華料理　光楼 669-6941 美方郡新温泉町千原９３６－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高垣 新人 但馬(豊健)第190-514 令和5年4月27日 令和11年5月31日 令和5年4月27日
000028 7000162190 出石㐂らく文庫 668-0224 豊岡市出石町本町９５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 植村 哲 但馬(豊健)第150-26 平成29年5月18日 令和5年5月31日 平成29年5月18日
000028 7000162215 フレッシュバザール日高パーク店 669-5305 豊岡市日高町祢布９８８ 796424522 喫茶店営業 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第151-9 平成29年5月17日 令和5年5月31日 平成29年5月17日
000028 7000162216 フレッシュバザール日高パーク店 669-5305 豊岡市日高町祢布９８８ 796424522 菓子製造業 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第152-5 平成29年5月17日 令和6年5月31日 平成29年5月17日
000028 7000162223 丸亀製麺　豊岡店 668-0023 豊岡市加広町７－２５ 796231222 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社丸亀製麺 代表取締役 山口 寛 150-0043 東京都渋谷区道玄坂１－２１－１ 342218900 但馬(豊健)第150-28 平成29年5月22日 令和6年5月31日 平成29年5月22日
000028 7000162266 茶房　夢屋 669-6101 豊岡市城崎町湯島９０ 796294015 菓子製造業 一般 四角 美也子 但馬(豊健)第152-6 平成29年5月24日 令和5年5月31日 平成29年5月24日
000028 7000162278 ｆ　ｃａｆｅ 668-0033 豊岡市中央町１８－３ 796223317 飲食店営業(4)その他 一般 河関 誠一 但馬(豊健)第190-552 令和4年5月25日 令和10年5月31日 令和4年5月25日
000028 7000162283 ベス 668-0032 豊岡市千代田町２番１７号 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 秋田 アナリン 但馬(豊健)第150-30 平成29年5月26日 令和5年5月31日 平成29年5月26日
000028 7000162284 ベス 668-0032 豊岡市千代田町２番１７号 魚介類販売業 一般 秋田 アナリン 但馬(豊健)第178-3 平成29年5月26日 令和5年5月31日 平成29年5月26日
000028 7000162341 居酒屋　しんちゃん 668-0042 豊岡市京町７－３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 反橋 信二 但馬(豊健)第150-32 平成29年5月26日 令和5年5月31日 平成29年5月26日
000028 7000162345 ＣＲＥＥＺＡＮ　城崎本店 669-6101 豊岡市城崎町湯島字柳６７５－１ 796320345 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 コニー株式会社 代表取締役 西田 正樹 668-0062 兵庫県豊岡市佐野８１番地５ 796236345 但馬(豊健)第150-31 平成29年5月26日 令和5年5月31日 平成29年5月26日
000028 7000162363 麺屋　繋千華－ＳＥＮＫＡ－ 668-0033 豊岡市中央町１０－２０ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　ＫＥＹ－ＬＩＮＫＳ 代表取締役 長島 皇貴 667-0016 兵庫県養父市八鹿町舞狂２８７－４ 但馬(豊健)第150-33 平成29年5月29日 令和5年5月31日 平成29年5月29日
000028 7000162551 カニオコ本舗 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店40L 有限会社ワイズエンタープライズ 代表取締役 中道 陽子 668-0861 兵庫県豊岡市大篠岡７１２－８ 796249614 但馬(豊健)第190-566 令和4年8月5日 令和9年8月31日 令和4年8月5日
000028 7000162624 ＢＡＲ　Ｋｎｏｃｋ　Ｏｕｔ 668-0033 豊岡市中央町１２－１３　２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 太田 和吉 但馬(豊健)第150-36 平成29年6月13日 令和5年8月31日 平成29年6月13日
000028 7000162645 兵庫県立豊岡総合高等学校　食堂前 668-0023 豊岡市加広町６－６８ 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 但馬(豊健)第191-503 令和4年8月29日 令和10年8月31日 令和4年8月29日
000028 7000162667 マルヨシ商店 000-0000 豊岡市、香美町 魚介類販売業 自動車40L 安田 与和 但馬(豊健)第214-507 令和4年7月19日 令和9年8月31日 令和4年7月19日
000028 7000162682 蔵羅 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市及び明石市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 西谷 正二 但馬(豊健)第190-558 令和4年7月19日 令和9年8月31日 令和4年7月19日
000028 7000162789 Grand 668-0032 豊岡市千代田町７－６　ナックビル２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 奥田 亜由美 但馬(豊健)第150-42 平成29年6月23日 令和5年8月31日 平成29年6月23日
000028 7000162811 きのさきジュース　菜果 669-6101 豊岡市城崎町湯島６４４ 796320101 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 飴谷 豊子 但馬(豊健)第168-2 平成29年6月26日 令和5年8月31日 平成29年6月26日
000028 7000163009 TOTOMA 668-0006 豊岡市森津７６３ 796265510 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　森廣 代表取締役 森 久明 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１番地 796360758 但馬(豊健)第150-46 平成29年7月5日 令和5年8月31日 平成29年7月5日
000028 7000163051 みつわ 669-6101 豊岡市城崎町湯島２２０ 796322451 飲食店営業(3)旅館 一般 木下 和幸 但馬(豊健)第183-1 平成29年7月10日 令和5年8月31日 平成29年7月10日
000028 7000163163 手造り惣菜もっこす亭 668-0023 豊岡市加広町７－３２ 796240056 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社もっこす亭 代表取締役 石原 和明 668-0023 兵庫県豊岡市加広町７－３２ 796240056 但馬(豊健)第150-51 平成29年7月18日 令和5年8月31日 平成29年7月18日
000028 7000163164 手造り惣菜もっこす亭 668-0023 豊岡市加広町７－３２ 796240056 そうざい製造業 一般 株式会社もっこす亭 代表取締役 石原 和明 668-0023 兵庫県豊岡市加広町７－３２ 796240056 但馬(豊健)第158-2 平成29年7月18日 令和5年8月31日 平成29年7月18日
000028 7000163174 城崎珈琲みはらしテラスカフェ 669-6101 豊岡市城崎町湯島806-1 796323365 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社城崎珈琲焙煎所 代表取締役 谷口 忠弘 668-0012 兵庫県豊岡市下陰１８番地の４ 769243099 但馬(豊健)第190-587 令和4年8月23日 令和10年8月31日 令和4年8月23日
000028 7000163178 ジェットストリーム 668-0065 豊岡市戸牧字本谷２０７４－４ 796268800 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社マルワ渡辺水産 代表取締役 渡辺 隆一 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋３６５番地 796825005 但馬(豊健)第150-52 平成29年7月18日 令和5年8月31日 平成29年7月18日
000028 7000163232 Bar Room 668-0032 豊岡市千代田町４－２１　２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 中村 淳 但馬(豊健)第150-53 平成29年7月20日 令和5年8月31日 平成29年7月20日
000028 7000163347 マルヨ食品株式会社 669-6544 美方郡香美町香住区香住１２３４ 796360215 菓子製造業 一般 マルヨ食品株式会社 代表取締役社長 中村 善則 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１２３４ 796360215 但馬(豊健)第152-10 平成29年7月31日 令和5年8月31日 平成29年7月31日
000028 7000163399 そば彩蕎子 668-0224 豊岡市出石町本町９３ 796523247 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 柏木 明宏 但馬(豊健)第150-56 平成29年8月2日 令和5年8月31日 平成29年8月2日
000028 7000163475 楽々庵 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 796524106 飲食店営業(4)その他 露店40L 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 理事長 藪本 訓弘 651-2134 兵庫県神戸市西区曙町１０７０ 789295655 但馬(豊健)第190-562 令和4年7月28日 令和9年8月31日 令和4年7月28日
000028 7000163523 株式会社丹波郷　余部工場 669-6671 美方郡香美町香住区余部１５４５－６ 796395527 そうざい製造業 一般 株式会社丹波郷 代表取締役 山本 健司 669-6671 兵庫県美方郡香美町香住区余部２９４９ 796395527 但馬(豊健)第158-3 平成29年8月17日 令和5年8月31日 平成29年8月17日
000028 7000163539 ロコ・ハウス 669-6753 美方郡新温泉町諸寄２６９ 796821409 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 鶴田 早人 但馬(豊健)第190-560 令和4年7月22日 令和10年8月31日 令和4年7月22日
000028 7000163544 ソラカフェ＋プラス 668-0015 豊岡市一日市１６５－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩田 道男 但馬(豊健)第150-59 平成29年8月10日 令和5年8月31日 平成29年8月10日
000028 7000163560 城崎文芸館 669-6101 豊岡市城崎町湯島３５７－１ 796322575 喫茶店営業 一般 原 良式 但馬(豊健)第151-14 平成29年8月17日 令和5年8月31日 平成29年8月17日
000028 7000163561 ＪＰＦ株式会社豊岡工場新棟工場外 668-0831 豊岡市神美台５－１ 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 但馬(豊健)第191-502 令和4年8月29日 令和10年8月31日 令和4年8月29日
000028 7000163661 長四郎 669-6544 美方郡香美町香住区香住７８８ 796362440 飲食店営業(3)旅館 一般 小西 一男 但馬(豊健)第183-2 平成29年8月22日 令和5年8月31日 平成29年8月22日
000028 7000163675 Ｃｌｅｖｅｒａｄｄ（クレバド） 669-6116 豊岡市城崎町上山１４７０－１ 796323388 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 今井 加代子 但馬(豊健)第150-61 平成29年8月22日 令和5年8月31日 平成29年8月22日
000028 7000163709 照来ふれあい市ふるさと加工グループ 669-6813 美方郡新温泉町丹土２５４－１ 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 村尾 妙子 但馬(豊健)第168-3 平成29年8月28日 令和5年8月31日 平成29年8月28日
000028 7000163730 田中養鱒場 669-5365 豊岡市日高町十戸１０５ 796440116 魚介類販売業 一般 田中 康浩 但馬(豊健)第178-8 平成29年8月25日 令和5年8月31日 平成29年8月25日
000028 7000163731 婆絢 667-1311 美方郡香美町村岡区村岡２７５７－１ 飲食店営業(4)その他 一般 中島 明美 但馬(豊健)第150-62 平成29年8月25日 令和5年8月31日 平成29年8月25日
000028 7000163890 まるや 669-6544 美方郡香美町香住区香住１８０９－１ 796209890 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 マルヤ水産株式会社 代表取締役 長谷川 雄一 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１８０９ 796362781 但馬(豊健)第150-64 平成29年9月4日 令和5年11月30日 平成29年9月4日
000028 7000163915 挽きたてそば大門 668-0032 豊岡市千代田町３-６ 796207105 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 梨乃 但馬(豊健)第150-65 平成29年9月7日 令和5年11月30日 平成29年9月7日
000028 7000163932 道の駅山陰海岸ジオパーク浜坂の郷 669-6745 美方郡新温泉町栃谷５７番地 796809010 食肉処理業 一般 特産しんおんせん株式会社 代表取締役 中村 壽弘 669-6745 兵庫県美方郡新温泉町栃谷５７番地 796809010 但馬(豊健)第175-1 平成29年9月7日 令和5年11月30日 平成29年9月7日
000028 7000163933 道の駅山陰海岸ジオパーク浜坂の郷 669-6745 美方郡新温泉町栃谷５７番地 796809010 食肉販売業 一般 特産しんおんせん株式会社 代表取締役 中村 壽弘 669-6745 兵庫県美方郡新温泉町栃谷５７番地 796809010 但馬(豊健)第176-7 平成29年9月7日 令和5年11月30日 平成29年9月7日
000028 7000163990 灯火 669-6702 美方郡新温泉町浜坂２０３５－２ 飲食店営業(4)その他 一般 岡田 福江 但馬(豊健)第150-69 平成29年9月15日 令和5年11月30日 平成29年9月15日
000028 7000163991 山長商店 669-6753 美方郡新温泉町諸寄４８０－１ 796824511 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 山田 雅一 但馬(豊健)第168-4 平成29年9月15日 令和5年11月30日 平成29年9月15日
000028 7000164117 花小路　彩月 669-6101 豊岡市城崎町湯島１０８番地 796320567 飲食店営業(3)旅館 一般 谷垣 寿男 但馬(豊健)第183-3 平成29年9月27日 令和5年11月30日 平成29年9月27日
000028 7000164244 稜 668-0033 豊岡市中央町３－２３ 796346907 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橋本 聡一郎 但馬(豊健)第150-73 平成29年9月29日 令和5年11月30日 平成29年9月29日
000028 7000164323 ＣＡＲＡＴ 668-0221 豊岡市出石町町分１９９番地　出石ハイツⅠ Ｄ号室 飲食店営業(4)その他 一般 岩本 哲也 但馬(豊健)第150-74 平成29年10月11日 令和5年11月30日 平成29年10月11日
000028 7000164377 久々比亭 668-0351 豊岡市但東町畑山９７１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡本 美香 但馬(豊健)第150-75 平成29年10月17日 令和5年11月30日 平成29年10月17日
000028 7000164411 ロッジ高原亭 669-5379 豊岡市日高町名色字男山小谷７０１－２、７０２－２ 796450174 飲食店営業(3)旅館 一般 飯田 雄樹 但馬(豊健)第183-4 平成29年10月20日 令和5年11月30日 平成29年10月20日
000028 7000164475 やきとり　飯田商店 668-0053 豊岡市九日市中町１３２－５ 120278081 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＮＲＶ 代表取締役 飯田 治正 668-0052 兵庫県豊岡市九日市下町２８２番地２ 796248081 但馬(豊健)第150-78 平成29年10月23日 令和5年11月30日 平成29年10月23日
000028 7000164556 楠くす 668-0053 豊岡市九日市中町２３４－１ 796239393 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷口 義和 但馬(豊健)第150-80 平成29年10月31日 令和5年11月30日 平成29年10月31日
000028 7000164579 豊岡の風ショートステイ・デイサービスゆめゆめらいふ 668-0027 豊岡市若松町７番２５号 796221300 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 社会福祉法人　豊岡平聖福祉会 理事長 西垣 俊平 668-0027 兵庫県豊岡市若松町７番２５号 796221300 但馬(豊健)第150-83 平成29年10月27日 令和6年11月30日 平成29年10月27日
000028 7000164590 憩い酒場ひととき 668-0233 豊岡市出石町田結庄８４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 内田 義人 但馬(豊健)第150-82 平成29年10月30日 令和5年11月30日 平成29年10月30日
000028 7000164670 グリーンいずし 668-0207 豊岡市出石町伊豆字中道６９６ 796526823 菓子製造業 一般 有限会社グリーンいずし 代表取締役 狩野 誠一 668-0207 兵庫県豊岡市出石町伊豆字中道６９６番地 796526823 但馬(豊健)第152-12 平成29年11月7日 令和5年11月30日 平成29年11月7日
000028 7000164691 丸萬中源株式会社 668-0061 豊岡市上佐野字向野１７９１番地 796237222 そうざい製造業 一般 丸萬中源株式会社 代表取締役 村瀬 敏洋 668-0061 兵庫県豊岡市上佐野字向野１７９１番地 796237222 但馬(豊健)第158-4 平成29年11月7日 令和5年11月30日 平成29年11月7日
000028 7000164730 ミニストップ日高久田谷店 669-5345 豊岡市日高町久田谷５８番 796432177 飲食店営業(4)その他 一般 小田根 恵美 但馬(豊健)第190-603 令和4年10月21日 令和10年11月30日 令和4年10月21日



000028 7000164777 燻製工房　煙神 669-5372 豊岡市日高町栗栖野６０番地の１ 796209845 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社神鍋ヴィラージュ 代表取締役 井上 大作 669-5372 兵庫県豊岡市日高町栗栖野６０番地の１ 796209845 但馬(豊健)第168-5 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成29年11月15日
000028 7000164791 燻製工房　煙神 000-0000 県下一円(ただし神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社神鍋ヴィラージュ 代表取締役 井上 大作 669-5372 兵庫県豊岡市日高町栗栖野６０番地の１ 796209845 但馬(豊健)第190-638 令和4年11月24日 令和9年11月30日 令和4年11月24日
000028 7000164798 舞しゃぶ　豊岡店 668-0054 豊岡市塩津町１１－６ 796268585 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 楯 宗人 但馬(豊健)第150-87 平成29年11月16日 令和5年11月30日 平成29年11月16日
000028 7000164846 中華　白龍 669-6544 美方郡香美町香住区香住１４５６－１ 796362967 菓子製造業 一般 浅野 富美夫 但馬(豊健)第152-15 平成29年11月17日 令和5年11月30日 平成29年11月17日
000028 7000164875 坂之屋 669-5378 豊岡市日高町万場字奥田５９２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＭＥリゾート但馬 代表取締役 一ノ本 智毅 667-1124 兵庫県養父市丹戸８９６番地２ 796673320 但馬(豊健)第150-89 平成29年11月21日 令和5年11月30日 平成29年11月21日
000028 7000164876 かどや 669-5378 豊岡市日高町万場字奥田５９２－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＭＥリゾート但馬 代表取締役 一ノ本 智毅 667-1124 兵庫県養父市丹戸８９６番地２ 796673320 但馬(豊健)第150-90 平成29年11月21日 令和5年11月30日 平成29年11月21日
000028 7000164881 フォレスト 669-5378 豊岡市日高町万場字栃ケ坪８４－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＭＥリゾート但馬 代表取締役 一ノ本 智毅 667-1124 兵庫県養父市丹戸８９６番地２ 796673320 但馬(豊健)第150-88 平成29年11月21日 令和5年11月30日 平成29年11月21日
000028 7000164886 斉藤菓子店 669-6101 豊岡市城崎町湯島１０７ 796322308 菓子製造業 一般 齋藤 雅保 但馬(豊健)第152-14 平成29年11月21日 令和5年11月30日 平成29年11月21日
000028 7000164893 鉄板焼き鳥　権四郎 668-0032 豊岡市千代田町１１－１２ 796348787 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社味ブロイラー 代表取締役 宮田 隆行 668-0084 兵庫県豊岡市福田１５２７－２ 796233703 但馬(豊健)第150-91 平成29年11月22日 令和5年11月30日 平成29年11月22日
000028 7000164942 ＣＪ 668-0032 豊岡市千代田町１１－３０ 796348141 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＴＫＨ 代表取締役 植田 智行 668-0256 兵庫県豊岡市出石町小人５６－１ 但馬(豊健)第150-92 平成29年11月22日 令和5年11月30日 平成29年11月22日
000028 7000165100 タイカフェレストラン　Ｙｉｍ　Ｙｉｍ 668-0033 豊岡市中央町１２－３ドールビル２階 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前場 佳子 但馬(豊健)第150-93 平成29年11月29日 令和5年11月30日 平成29年11月29日
000028 7000165182 ゆとり 668-0033 豊岡市中央町１０－２５中央ビル２階２号 飲食店営業(4)その他 一般 川本 清 但馬(豊健)第150-94 平成29年12月5日 令和6年2月29日 平成29年12月5日
000028 7000165230 香住食研株式会社 669-6413 美方郡香美町香住区下岡４８０－１ 796380836 そうざい製造業 一般 香住食研株式会社 代表取締役 黒野 加寿男 669-6413 兵庫県美方郡香美町香住区下岡４７６－２ 796380836 但馬(豊健)第158-5 平成29年12月11日 令和6年2月29日 平成29年12月11日
000028 7000165231 香住食研株式会社 669-6413 美方郡香美町香住区下岡４８０－１ 796380836 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 香住食研株式会社 代表取締役 黒野 加寿男 669-6413 兵庫県美方郡香美町香住区下岡４７６－２ 796380836 但馬(豊健)第168-6 平成29年12月11日 令和6年2月29日 平成29年12月11日
000028 7000165260 和音 668-0351 豊岡市但東町畑山９７１ 796560452 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡本 美香 但馬(豊健)第150-95 平成29年12月11日 令和6年2月29日 平成29年12月11日
000028 7000165297 カフェー cloudy（クラウディー） 669-6941 美方郡新温泉町千原９１８ 796930059 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北村 巧 但馬(豊健)第150-97 平成29年12月15日 令和6年2月29日 平成29年12月15日
000028 7000165365 香音（ｋａｎｏｎ） 669-5311 豊岡市日高町日置９５３ 飲食店営業(4)その他 一般 喜多見 昭 但馬(豊健)第150-98 平成29年12月20日 令和6年2月29日 平成29年12月20日
000028 7000165483 まつがみ　２号店 669-6101 豊岡市城崎町湯島２５１ 796323911 飲食店営業(4)その他 一般 松上 昌弘 但馬(豊健)第150-100 平成29年12月28日 令和6年2月29日 平成29年12月28日
000028 7000165520 ハーバーホール 669-6701 美方郡新温泉町芦屋８５３－１１５ 796825001 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社マル海渡辺水産 代表取締役 渡辺 義己 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋８５３ 796825001 但馬(豊健)第150-101 平成29年12月28日 令和7年2月28日 平成29年12月28日
000028 7000165538 麺や　樂 668-0021 豊岡市泉町１２－１０ 796210445 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 オートク株式会社 代表取締役 668-0013 兵庫県豊岡市中陰５３４－８ 796210445 但馬(豊健)第150-102 平成30年1月9日 令和6年2月29日 平成30年1月9日
000028 7000165666 スナックまるよ 668-0024 豊岡市寿町２－２６　２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 隅田 良子 但馬(豊健)第150-104 平成30年1月18日 令和6年2月29日 平成30年1月18日
000028 7000165672 山田商店 669-6404 美方郡香美町香住区相谷字金山１３３ 796380268 魚介類販売業 一般 山田 悟 但馬(豊健)第214-517 令和5年1月31日 令和10年2月29日 令和5年1月31日
000028 7000165705 ウェルストーク豊岡 668-0046 豊岡市立野町６番３０号 796293087 菓子製造業 一般 豊岡総合健康ゾーンＰＦＩ株式会社 代表取締役 山田 昌弘 668-0221 兵庫県豊岡市出石町町分２５２番地 796293087 但馬(豊健)第152-18 平成30年1月19日 令和7年2月28日 平成30年1月19日
000028 7000165749 北魚場 669-5342 豊岡市日高町久斗５４１－８ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北野 剛史 但馬(豊健)第150-105 平成30年1月18日 令和6年2月29日 平成30年1月18日
000028 7000165750 ホクリョウ 669-5342 豊岡市日高町久斗５４１－８ 796346823 魚介類販売業 一般 北野 剛史 但馬(豊健)第178-14 平成30年1月18日 令和6年2月29日 平成30年1月18日
000028 7000165787 Ｐａｃｏ 668-0065 豊岡市戸牧２７２－１ 796266100 菓子製造業 一般 澤 由美子 但馬(豊健)第152-19 平成30年1月23日 令和6年2月29日 平成30年1月23日
000028 7000165833 ミニストップ日高西芝店 669-5328 豊岡市日高町西芝２２４－１ 796425570 飲食店営業(4)その他 一般 小田根 恵美 但馬(豊健)第150-106 平成30年1月25日 令和6年2月29日 平成30年1月25日
000028 7000165857 西村屋 669-5304 豊岡市日高町山田５３２－１ 796450048 飲食店営業(3)旅館 一般 西村 昌則 但馬(豊健)第183-6 平成30年1月31日 令和6年2月29日 平成30年1月31日
000028 7000165914 五萬石 668-0234 豊岡市出石町柳13 796524188 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川原 新吾 但馬(豊健)第150-107 平成30年1月31日 令和6年2月29日 平成30年1月31日
000028 7000165919 ULURU BAUM LABO 668-0065 豊岡市戸牧２６９－５ 796346420 菓子製造業 一般 堂垣 美紀 但馬(豊健)第152-20 平成30年1月31日 令和6年2月29日 平成30年1月31日
000028 7000166041 道の駅　村岡ファームガーデン 667-1321 美方郡香美町村岡区大糠３２－１ 796981129 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社むらおか振興公社 代表取締役 西村 学 667-1347 兵庫県美方郡香美町村岡区和池字大澤７０９ 796961187 但馬(豊健)第150-108 平成30年2月6日 令和6年2月29日 平成30年2月6日
000028 7000166042 道の駅　村岡ファームガーデン 667-1321 美方郡香美町村岡区大糠３２－１ 796981129 食肉販売業 一般 株式会社むらおか振興公社 代表取締役 西村 学 667-1347 兵庫県美方郡香美町村岡区和池字大澤７０９ 796961187 但馬(豊健)第176-10 平成30年2月6日 令和6年2月29日 平成30年2月6日
000028 7000166045 生活工房香味煙 667-1334 美方郡香美町村岡区福岡５６９－４ 796960069 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 井上 利夫 但馬(豊健)第168-7 平成30年2月5日 令和6年2月29日 平成30年2月5日
000028 7000166055 AK GARAGE CAFE 668-0263 豊岡市出石町福住４０８－２８ 796526436 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鍵井 淳志 但馬(豊健)第150-109 平成30年2月7日 令和6年2月29日 平成30年2月7日
000028 7000166076 Queen 668-0033 豊岡市中央町１４番２３号グランディアワタナベ４階ＥＦ室 飲食店営業(4)その他 一般 中村 真也 但馬(豊健)第150-110 平成30年2月8日 令和6年2月29日 平成30年2月8日
000028 7000166078 ミントノンネット 668-0315 豊岡市但東町河本４６７－１ 796540704 菓子製造業 一般 三宅 美憲 但馬(豊健)第152-21 平成30年2月8日 令和6年2月29日 平成30年2月8日
000028 7000166107 フレッシュバザール香住パーク店 669-6544 美方郡香美町香住区香住字眞新場８８２－１ 796391122 そうざい製造業 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第158-6 平成30年2月9日 令和6年2月29日 平成30年2月9日
000028 7000166240 海岸通り前食堂　きん魚 669-6544 美方郡香美町香住区香住１８５１－７ 796201343 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北村 章 但馬(豊健)第150-111 平成30年2月21日 令和6年2月29日 平成30年2月21日
000028 7000166281 株式会社オキノカンパニー 668-0061 豊岡市上佐野１７０１番地 796346170 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社オキノカンパニー 代表取締役 沖野 公洋 668-0061 兵庫県豊岡市上佐野１７０１番地 796346170 但馬(豊健)第168-8 平成30年2月23日 令和6年2月29日 平成30年2月23日
000028 7000166304 バザールタウン豊岡 メガ・フレッシュ館 668-0016 豊岡市宮島字上柳２６１番地１ 796220010 菓子製造業 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市上紺屋１５番地 773220001 但馬(豊健)第152-22 平成30年2月23日 令和7年2月28日 平成30年2月23日
000028 7000166382 一魚一恵 669-6101 豊岡市城崎町湯島２２９ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社岸本工業 代表取締役 岸本 拓士 668-0246 兵庫県豊岡市出石町日野辺４３８－５ 796523555 但馬(豊健)第150-114 平成30年2月28日 令和6年2月29日 平成30年2月28日
000028 7000166514 もりや 668-0021 豊岡市泉町１９－１０ 796244129 食肉販売業 一般 株式会社エム・アイコーポレーション 森 一之 668-0021 兵庫県豊岡市泉町１９－１９ 796244129 但馬(豊健)第176-11 平成30年3月7日 令和6年5月31日 平成30年3月7日
000028 7000166531 レストラン＆カフェ玄武洞 668-0801 豊岡市赤石１３６２ 796233821 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社玄武洞観光 代表取締役 田中 愼一 668-0801 兵庫県豊岡市赤石１３６２ 796233821 但馬(豊健)第150-115 平成30年3月8日 令和6年5月31日 平成30年3月8日
000028 7000166532 レストラン＆カフェ玄武洞 668-0801 豊岡市赤石１３６２ 796233821 喫茶店営業 一般 株式会社玄武洞観光 代表取締役 田中 愼一 668-0801 兵庫県豊岡市赤石１３６２ 796233821 但馬(豊健)第151-36 平成30年3月8日 令和6年5月31日 平成30年3月8日
000028 7000166533 レストラン＆カフェ玄武洞 668-0801 豊岡市赤石１３６２ 796233821 菓子製造業 一般 株式会社玄武洞観光 代表取締役 田中 愼一 668-0801 兵庫県豊岡市赤石１３６２ 796233821 但馬(豊健)第152-24 平成30年3月8日 令和6年5月31日 平成30年3月8日
000028 7000166629 杉養蜂園　城崎温泉店 669-6101 豊岡市城崎町湯島４４３ 796323938 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社杉養蜂園 代表取締役 米田 弘一 861-5535 熊本県熊本市北区貢町５７１－１５ 962455538 但馬(豊健)第190-519 令和5年4月27日 令和11年5月31日 令和5年4月27日
000028 7000166651 株式会社もん 668-0221 豊岡市出石町町分１５０－３ 796348192 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社もん 代表取締役 門間 良行 668-0221 兵庫県豊岡市出石町町分１５０－３ 796348192 但馬(豊健)第150-116 平成30年3月20日 令和6年5月31日 平成30年3月20日
000028 7000166661 台湾料理　鮮味軒 668-0047 豊岡市三坂町４－４０ 796235556 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 豊騰商事株式会社 代表取締役 劉 影秋 668-0047 兵庫県豊岡市三坂町４－４０ 796235556 但馬(豊健)第150-117 平成30年3月20日 令和6年5月31日 平成30年3月20日
000028 7000166701 公立豊岡病院院内保育所調理室 668-0065 豊岡市戸牧１０９４番地 796226111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社日本デイケアセンター 代表取締役 齋藤 加代子 101-0064 東京都千代田区神田猿楽町２－２－３ 332931581 但馬(豊健)第150-118 平成30年3月20日 令和6年5月31日 平成30年3月20日
000028 7000166720 豊岡スカイホテル（内）宇宙（そら） 668-0024 豊岡市寿町９－５ 796224412 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中田 早寧 但馬(豊健)第150-119 平成30年3月22日 令和6年5月31日 平成30年3月22日
000028 7000166795 株式会社オフテクス社員研修センター 669-6201 豊岡市竹野町竹野２７５６番地 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人たけのかぞく 理事長 丹下 芙蓉 669-6201 兵庫県豊岡市竹野町竹野５０５番地の６ 但馬(豊健)第150-120 平成30年3月26日 令和6年5月31日 平成30年3月26日
000028 7000166835 宙の森ホテル　花郷里 667-1503 美方郡香美町小代区大谷３００ 796996009 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社宙の森 代表取締役 田中 誉人 667-1511 兵庫県美方郡香美町小代区神水５４５－１ 796973275 但馬(豊健)第183-7 平成30年3月26日 令和6年5月31日 平成30年3月26日
000028 7000166875 愛菜キッチン豊岡店 668-0023 豊岡市加広町７－３２ 796238150 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社コープフーズ 代表取締役 友重 伸和 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町１丁目３番１９号 794956001 但馬(豊健)第150-122 平成30年3月28日 令和7年5月31日 平成30年3月28日
000028 7000166878 京香 668-0033 豊岡市中央町８－２２　２－Ａ 飲食店営業(4)その他 一般 黒坂 千代美 但馬(豊健)第150-123 平成30年3月28日 令和6年5月31日 平成30年3月28日
000028 7000166950 近畿フーズ合同会社 668-0005 豊岡市滝２－１ 796346674 食肉処理業 一般 近畿フーズ合同会社 代表社員 大友 稔 668-0005 兵庫県豊岡市滝２－１ 796346674 但馬(豊健)第175-2 平成30年3月30日 令和6年5月31日 平成30年3月30日
000028 7000166951 近畿フーズ合同会社 668-0005 豊岡市滝２－１ 796346674 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 近畿フーズ合同会社 代表社員 大友 稔 668-0005 兵庫県豊岡市滝２－１ 796346674 但馬(豊健)第168-9 平成30年3月30日 令和6年5月31日 平成30年3月30日
000028 7000167019 ｅｎｎａｓ 668-0026 豊岡市元町２－８ 796209929 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 袖長建設有限会社 代表取締役 袖長 孝則 668-0852 兵庫県豊岡市江本４３５－１ 796227303 但馬(豊健)第150-1 平成30年4月5日 令和6年5月31日 平成30年4月5日
000028 7000167026 きんしゃーなぁ 669-5331 豊岡市日高町上石４１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 銀治郎 但馬(豊健)第150-3 平成30年4月6日 令和6年5月31日 平成30年4月6日
000028 7000167063 ＯＦＦ 669-6101 豊岡市城崎町湯島５３６ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社クローバー 代表取締役 谷垣 亮太朗 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿１６４５－１ 796622946 但馬(豊健)第150-4 平成30年4月6日 令和6年5月31日 平成30年4月6日
000028 7000167192 縁 668-0032 豊岡市千代田町１１番２７号 796348188 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉田 浩季 但馬(豊健)第150-6 平成30年4月18日 令和6年5月31日 平成30年4月18日
000028 7000167193 縁 668-0032 豊岡市千代田町１１番２７号 796348188 めん類製造業 一般 吉田 浩季 但馬(豊健)第166-1 平成30年4月18日 令和6年5月31日 平成30年4月18日
000028 7000167210 旬彩dining　膳 000-0000 但馬一円 796364387 飲食店営業(4)その他 露店80L 小西 泰三 但馬(豊健)第190-502 令和5年4月17日 令和10年5月31日 令和5年4月17日
000028 7000167233 森の館但東町店 668-0361 豊岡市但東町正法寺５７番地 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 丸一繊維有限会社 代表取締役 湯口 千尋 668-0263 兵庫県豊岡市出石町福住３０番地 796522248 但馬(豊健)第150-9 平成30年4月24日 令和6年5月31日 平成30年4月24日
000028 7000167235 喫茶TOMO 668-0851 豊岡市今森４６０－２ 796235657 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 淑子 但馬(豊健)第150-8 平成30年4月24日 令和6年5月31日 平成30年4月24日
000028 7000167284 株式会社もっこす亭 668-0023 豊岡市加広町７－３２ 796240056 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社もっこす亭 代表取締役 石原 和明 668-0023 兵庫県豊岡市加広町７－３２ 796240056 但馬(豊健)第150-11 平成30年4月25日 令和6年5月31日 平成30年4月25日
000028 7000167295 みはら荘 669-6124 豊岡市気比３８８０－１０ 796282281 飲食店営業(3)旅館 一般 山﨑 茂樹 但馬(豊健)第183-1 平成30年4月25日 令和6年5月31日 平成30年4月25日
000028 7000167299 有限会社三七十 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店40L 有限会社三七十 代表取締役 小柴 勝昭 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１７７２ 796361262 但馬(豊健)第190-522 令和5年4月28日 令和10年5月31日 令和5年4月28日
000028 7000167310 道の駅山陰海岸ジオパーク浜坂の郷 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店40L 特産しんおんせん株式会社 代表取締役 中村 壽弘 669-6745 兵庫県美方郡新温泉町栃谷５７番地 796809010 但馬(豊健)第190-501 令和5年4月13日 令和10年5月31日 令和5年4月13日
000028 7000167319 ＭＡＮＡＴＥＡ 668-0816 豊岡市法花寺９５２番１ 796207435 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森 真奈美 但馬(豊健)第150-13 平成30年4月27日 令和6年5月31日 平成30年4月27日
000028 7000167320 ＭＡＮＡＴＥＡ 668-0816 豊岡市法花寺９５２番１ 796207435 菓子製造業 一般 森 真奈美 但馬(豊健)第152-2 平成30年4月27日 令和6年5月31日 平成30年4月27日
000028 7000167344 バザールタウン豊岡　メガ・フレッシュ館 668-0016 豊岡市宮島字上柳２６１番地１ 796220010 そうざい製造業 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市上紺屋１５番地 773220001 但馬(豊健)第158-1 平成30年4月27日 令和7年5月31日 平成30年4月27日
000028 7000167382 スナック羅針盤 668-0033 豊岡市中央町１４－２３グランディアワタナベビル３Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 木山 幸成 但馬(豊健)第150-17 平成30年4月27日 令和6年5月31日 平成30年4月27日
000028 7000167420 さとう豊岡店 668-0031 豊岡市大手町４－５ 796220001 菓子製造業 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-8503 京都府福知山市字上紺屋１５ 773220001 但馬(豊健)第152-3 平成30年5月2日 令和6年5月31日 平成30年5月2日
000028 7000167510 猿尾茶家 667-1337 美方郡香美町村岡区日影字猿尾２９８－１ 796960370 飲食店営業(4)その他 露店 西村 計一 但馬(豊健)第150-19 平成30年5月11日 令和5年5月31日 平成30年5月11日
000028 7000167560 八塩 669-6201 豊岡市竹野町竹野７３５ 796204256 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 塩見 達生 但馬(豊健)第150-20 平成30年5月15日 令和6年5月31日 平成30年5月15日
000028 7000167562 八塩 669-6201 豊岡市竹野町竹野７３５ 796204256 魚介類販売業 一般 塩見 達生 但馬(豊健)第178-2 平成30年5月15日 令和6年5月31日 平成30年5月15日
000028 7000167567 みんなのやまごや「なないろ」 669-5379 豊岡市日高町名色７３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人かんなべ自然学校 理事長 前田 敦司 669-5379 兵庫県豊岡市日高町名色８５番地の７６ 796203541 但馬(豊健)第150-21 平成30年5月16日 令和6年5月31日 平成30年5月16日
000028 7000167689 ほうきぼし 668-0333 豊岡市但東町高龍寺３６１ 796561089 菓子製造業 一般 植田 真一郎 但馬(豊健)第152-4 平成30年5月25日 令和6年5月31日 平成30年5月25日
000028 7000167690 ほうきぼし 668-0333 豊岡市但東町高龍寺３６１ 796561089 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 植田 真一郎 但馬(豊健)第168-1 平成30年5月25日 令和6年5月31日 平成30年5月25日
000028 7000167824 喫茶　ソニア 668-0033 豊岡市中央町１番２０号 飲食店営業(4)その他 一般 大野 堅治 但馬(豊健)第150-23 平成30年5月31日 令和6年5月31日 平成30年5月31日
000028 7000167845 リラテック 668-0081 豊岡市岩井字河谷１５９８－３４ 796261528 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橋本 雅之 但馬(豊健)第150-24 平成30年6月4日 令和6年8月31日 平成30年6月4日
000028 7000167856 いこいの杜 668-0373 豊岡市但東町久畑９５４－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 野末 八千代 但馬(豊健)第150-25 平成30年6月5日 令和6年8月31日 平成30年6月5日
000028 7000167890 Ｇｒｉｌｌ　ｋｉｔｃｈｅｎ　ＴＥＥＤＡ 669-6546 美方郡香美町香住区七日市３４３－２ 796207440 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 津田 和也 但馬(豊健)第150-26 平成30年6月6日 令和6年8月31日 平成30年6月6日
000028 7000167891 燻製工房　煙神 669-5372 豊岡市日高町栗栖野６０番地の１ 796209845 食肉販売業 一般 株式会社神鍋ヴィラージュ 代表取締役 井上 大作 669-5372 兵庫県豊岡市日高町栗栖野６０番地の１ 796209845 但馬(豊健)第176-4 平成30年6月6日 令和6年8月31日 平成30年6月6日
000028 7000167980 福ばい屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 小椋 一彦 但馬(豊健)第151-5 平成30年6月14日 令和5年8月31日 平成30年6月14日
000028 7000167981 福ばい屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 小椋 一彦 但馬(豊健)第152-5 平成30年6月14日 令和5年8月31日 平成30年6月14日
000028 7000168004 Ｋａｎｉｃｈｉ 669-6546 美方郡香美町香住区七日市字大縄地３０８－１ 796391147 食肉販売業 一般 有限会社Ｓａｉｋａ 代表取締役 松下 弘行 669-6564 兵庫県美方郡香美町香住区下浜６３４ 796360772 但馬(豊健)第176-5 平成30年6月14日 令和6年8月31日 平成30年6月14日
000028 7000168015 ＥＡＴ 668-0063 豊岡市正法寺６７２－１ 796231103 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西浦 優史 但馬(豊健)第150-27 平成30年6月18日 令和6年8月31日 平成30年6月18日
000028 7000168023 みなと荘 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 榮元 康博 但馬(豊健)第150-28 平成30年6月18日 令和5年8月31日 平成30年6月18日
000028 7000168037 れんが亭ビアガーデン 669-6544 美方郡香美町香住区香住１４５２ 796361341 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社日本海フーズ 代表取締役 西川 博文 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１４５２ 796361341 但馬(豊健)第150-29 平成30年6月20日 令和6年8月31日 平成30年6月20日
000028 7000168049 Hachikita U Base 667-1344 美方郡香美町村岡区大笹９９１ 796809016 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社 hachikita sustainable innovation 代表取締役 西村 昌樹 667-1344 兵庫県美方郡香美町村岡区大笹９９１ 但馬(豊健)第183-2 平成30年6月19日 令和6年8月31日 平成30年6月19日
000028 7000168078 マックスバリュ日高店 669-5321 豊岡市日高町土居字野田３６７ 796425551 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 但馬(豊健)第150-30 平成30年6月20日 令和6年8月31日 平成30年6月20日
000028 7000168079 マックスバリュ日高店 669-5321 豊岡市日高町土居字野田３６７ 796425551 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 但馬(豊健)第150-31 平成30年6月20日 令和6年8月31日 平成30年6月20日
000028 7000168080 マックスバリュ日高店 669-5321 豊岡市日高町土居字野田３６７ 796425551 喫茶店営業 自動販売機 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 但馬(豊健)第151-6 平成30年6月20日 令和5年8月31日 平成30年6月20日
000028 7000168081 マックスバリュ日高店 669-5321 豊岡市日高町土居字野田３６７ 796425551 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目３番５２号 825358500 但馬(豊健)第152-6 平成30年6月20日 令和6年8月31日 平成30年6月20日
000028 7000168150 あかりファクトリー 667-1368 美方郡香美町村岡区入江１１３７－２ 796802139 乳製品製造業 一般 宅見 博輝 但馬(豊健)第172-1 平成30年6月25日 令和6年8月31日 平成30年6月25日
000028 7000168181 Ｑ 669-6753 美方郡新温泉町諸寄２６９－１４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 林 正 但馬(豊健)第150-33 平成30年6月27日 令和6年8月31日 平成30年6月27日
000028 7000168190 ＧＲＥＥＮ　ＴＥＲＲＡＣＥ　ＫＩＮＯＳＡＫＩ 669-6101 豊岡市城崎町湯島２１８ 796322414 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社三国屋 代表取締役 田岡 浩典 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島２２１ 796322414 但馬(豊健)第150-34 平成30年6月28日 令和6年8月31日 平成30年6月28日
000028 7000168191 けやきホール 668-0335 豊岡市但東町太田６１４番地 796561016 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 332873611 但馬(豊健)第150-35 平成30年6月27日 令和7年8月31日 平成30年6月27日
000028 7000168215 円山菓寮　城崎温泉店 669-6101 豊岡市城崎町湯島６６５番地 796322361 菓子製造業 一般 株式会社　浜美屋ＦＰ 代表取締役 山本 達也 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋４４８番地１ 796823015 但馬(豊健)第152-7 平成30年6月28日 令和6年8月31日 平成30年6月28日
000028 7000168229 Ａｒｒｙ’ｓ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 水口 博明 但馬(豊健)第150-36 平成30年6月29日 令和5年8月31日 平成30年6月29日
000028 7000168252 スナック　マイルド 668-0045 豊岡市城南町１４－３０ 796226571 飲食店営業(4)その他 一般 岩本 静夫 但馬(豊健)第150-37 平成30年6月29日 令和6年8月31日 平成30年6月29日
000028 7000168328 Ｂｏｏｋ Ｓｔｏｒｅ ｉＣｈｉ 669-6101 豊岡市城崎町湯島６０５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西垣 崇史 但馬(豊健)第150-39 平成30年7月4日 令和6年8月31日 平成30年7月4日
000028 7000168329 Ｃａｆｅ Ｌａｍｐ ｅｙｅ 669-6111 豊岡市城崎町楽々浦字深原４４２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鈴木 黄 但馬(豊健)第150-38 平成30年7月4日 令和6年8月31日 平成30年7月4日
000028 7000168330 フォレスト 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 西垣 崇史 但馬(豊健)第150-40 平成30年7月4日 令和5年8月31日 平成30年7月4日
000028 7000168388 サロン・ドゥ・リビエラ 669-6753 美方郡新温泉町諸寄５７７ 796821143 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤田 光雲 但馬(豊健)第150-41 平成30年7月5日 令和6年8月31日 平成30年7月5日
000028 7000168445 凪 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 寺川 和美 但馬(豊健)第150-43 平成30年7月18日 令和5年8月31日 平成30年7月18日
000028 7000168447 クラフトマンズ　ファクトリー 668-0032 豊岡市千代田町４－２４ 796346153 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 神野 尚幸 但馬(豊健)第150-42 平成30年7月18日 令和6年8月31日 平成30年7月18日
000028 7000168509 ブルータス 668-0045 豊岡市城南町９－１２ 菓子製造業 一般 家元 翔平 但馬(豊健)第152-8 平成30年7月20日 令和6年8月31日 平成30年7月20日
000028 7000168519 JAPANESE TEA CAFÉ FULUCK 669-6101 豊岡市城崎町湯島２２２ 796322705 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上崎 貴弘 但馬(豊健)第150-45 平成30年7月23日 令和6年8月31日 平成30年7月23日
000028 7000168520 JAPANESE TEA CAFÉ FULUCK 669-6101 豊岡市城崎町湯島２２２ 796322705 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 上崎 貴弘 但馬(豊健)第169-1 平成30年7月23日 令和5年8月31日 平成30年7月23日
000028 7000168522 キノコロ 669-6101 豊岡市城崎町湯島４４２ 飲食店営業(4)その他 一般 安田 明日香 但馬(豊健)第150-48 平成30年7月20日 令和6年8月31日 平成30年7月20日



000028 7000168523 キノコロ 669-6101 豊岡市城崎町湯島４４２ アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 安田 明日香 但馬(豊健)第169-2 平成30年7月20日 令和5年8月31日 平成30年7月20日
000028 7000168531 Ｃａｆｅ＆ｂａｒ　Ｒｉｎｐａ 669-6101 豊岡市城崎町湯島５９１、８４４ 796322738 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ユラク 代表取締役 伊藤 清範 668-0013 兵庫県豊岡市中陰６３９番地 796234401 但馬(豊健)第150-47 平成30年7月23日 令和6年8月31日 平成30年7月23日
000028 7000168535 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　ＴＡＪＩＭＡ 669-6101 豊岡市城崎町湯島５９１、８４４ 796322738 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社ユラク 代表取締役 伊藤 清範 668-0013 兵庫県豊岡市中陰６３９番地 796234401 但馬(豊健)第183-3 平成30年7月23日 令和6年8月31日 平成30年7月23日
000028 7000168579 あいしま 668-0042 豊岡市京町７－３ 796223868 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 関 高男 但馬(豊健)第150-49 平成30年7月25日 令和6年8月31日 平成30年7月25日
000028 7000168604 じん 668-0032 豊岡市千代田町１１－３３ 796242232 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＴＫＨ 代表取締役 植田 智行 668-0256 兵庫県豊岡市出石町小人５６－１ 796523262 但馬(豊健)第150-50 平成30年7月26日 令和6年8月31日 平成30年7月26日
000028 7000168612 まつがみ　２号店 669-6101 豊岡市城崎町湯島２５１ 796323911 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 松上 昌弘 但馬(豊健)第169-4 平成30年7月26日 令和5年8月31日 平成30年7月26日
000028 7000168614 よどや休憩所 669-6216 豊岡市竹野町切濱字浜頭１０２６ 796471434 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社よどや 代表取締役 宮崎 卓二 669-6216 兵庫県豊岡市竹野町切浜６２１－２ 796471434 但馬(豊健)第150-51 平成30年7月27日 令和5年8月31日 平成30年7月27日
000028 7000168643 ＣＲＥＥＺＡＮ　城崎本店 669-6101 豊岡市城崎町湯島字柳６７５－１ 796320345 飲食店営業(4)その他 露店 コニー株式会社 代表取締役 西田 正樹 668-0062 兵庫県豊岡市佐野８１番地５ 796236345 但馬(豊健)第150-52 平成30年7月27日 令和5年8月31日 平成30年7月27日
000028 7000168655 しゃんらん 668-0241 豊岡市出石町寺坂１１１７ 796205774 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西田 幸弘 但馬(豊健)第150-53 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成30年7月31日
000028 7000168666 但馬ビーフはまだ 669-6807 美方郡新温泉町歌長字湯谷１４３６－３ 796922233 食肉処理業 一般 有限会社但馬ビーフはまだ 代表取締役 浜田 博己 669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯８１ 796920080 但馬(豊健)第175-1 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成30年7月31日
000028 7000168667 但馬ビーフはまだ 669-6821 美方郡新温泉町湯８１ 796920080 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 有限会社但馬ビーフはまだ 代表取締役 浜田 博己 669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯８１ 796920080 但馬(豊健)第168-2 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成30年7月31日
000028 7000168711 株式会社ハマダセイ 669-6541 美方郡香美町香住区境１１２４－７ 796208760 そうざい製造業 一般 株式会社ハマダセイ 代表取締役 島﨑 誠 669-6541 兵庫県美方郡香美町香住区境１１２４番地 796360668 但馬(豊健)第158-2 平成30年8月2日 令和7年8月31日 平成30年8月2日
000028 7000168712 株式会社ハマダセイ 669-6541 美方郡香美町香住区境１１２４－７ 796208760 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社ハマダセイ 代表取締役 島﨑 誠 669-6541 兵庫県美方郡香美町香住区境１１２４番地 796360668 但馬(豊健)第168-3 平成30年8月2日 令和7年8月31日 平成30年8月2日
000028 7000168713 株式会社ハマダセイ 669-6541 美方郡香美町香住区境１１２４－７ 796208760 魚介類販売業 一般 株式会社ハマダセイ 代表取締役 島﨑 誠 669-6541 兵庫県美方郡香美町香住区境１１２４番地 796360668 但馬(豊健)第178-6 平成30年8月2日 令和7年8月31日 平成30年8月2日
000028 7000168729 有限会社いたや商店 669-6101 豊岡市城崎町湯島４１３番地 796322095 喫茶店営業 一般 有限会社いたや商店 代表取締役 三宅 俊彦 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島４１３番地 796322095 但馬(豊健)第151-10 平成30年8月6日 令和6年8月31日 平成30年8月6日
000028 7000168748 食堂ふるさと 668-0055 豊岡市昭和町７－４７ 796237248 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 立脇 和弘 但馬(豊健)第150-57 平成30年8月7日 令和6年8月31日 平成30年8月7日
000028 7000168749 スナック　酔れん 668-0033 豊岡市中央町１０－５サンプラザ２Ｆ　２０６ 796245761 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 優佳 但馬(豊健)第150-58 平成30年8月7日 令和6年8月31日 平成30年8月7日
000028 7000168761 食堂やません 669-6747 美方郡新温泉町三谷２１-１ 796823066 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松岡 茂樹 但馬(豊健)第150-55 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成30年7月31日
000028 7000168809 山長商店 669-6753 美方郡新温泉町諸寄４８０-１ 796824511 魚介類販売業 一般 山田 雅一 但馬(豊健)第178-7 平成30年8月10日 令和6年8月31日 平成30年8月10日
000028 7000168810 山長商店（加工場） 669-6753 美方郡新温泉町諸寄５１６-２ 796824511 魚介類販売業 一般 山田 雅一 但馬(豊健)第178-8 平成30年8月10日 令和6年8月31日 平成30年8月10日
000028 7000168844 ワゴンショップ 669-6122 豊岡市瀬戸１０９０ 796282500 飲食店営業(4)その他 露店 日和山観光株式会社 代表取締役 西松 伸二 669-6122 兵庫県豊岡市瀬戸１０９０ 796282500 但馬(豊健)第150-59 平成30年8月16日 令和5年8月31日 平成30年8月16日
000028 7000168894 ふくちゃん 669-5302 豊岡市日高町岩中６８０ 飲食店営業(4)その他 一般 金原 ひとみ 但馬(豊健)第150-60 平成30年8月21日 令和6年8月31日 平成30年8月21日
000028 7000168944 お福 668-0026 豊岡市元町２番１１号 796222495 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 木之瀬 明子 但馬(豊健)第150-61 平成30年8月27日 令和6年8月31日 平成30年8月27日
000028 7000169009 道の駅あゆの里矢田川 667-1361 美方郡香美町村岡区長瀬９３３－１ 796951369 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 仲村 正彦 但馬(豊健)第150-62 平成30年8月27日 令和6年8月31日 平成30年8月27日
000028 7000169132 味処　２代目　いずし川 668-0261 豊岡市出石町荒木１８７－１ 796525550 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 牧野 優作 但馬(豊健)第150-63 平成30年8月31日 令和6年8月31日 平成30年8月31日
000028 7000169141 一番星 668-0032 豊岡市千代田町３－１５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 奥田 隆治 但馬(豊健)第150-64 平成30年9月4日 令和6年11月30日 平成30年9月4日
000028 7000169156 花丸 668-0032 豊岡市千代田町７－６　１Ｆ 796238135 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 奥田 隆治 但馬(豊健)第150-65 平成30年9月5日 令和6年11月30日 平成30年9月5日
000028 7000169162 株式会社カネサ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 796380110 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社カネサ 代表取締役 咲花 章太郎 104-0061 東京都中央区銀座二丁目１６番１１号 335423827 但馬(豊健)第150-66 平成30年9月7日 令和5年11月30日 平成30年9月7日
000028 7000169188 iL faLe 669-5365 豊岡市日高町十戸３１５－２ 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人そら 理事長 齋藤 ゆかり 669-5353 兵庫県豊岡市日高町森山１６０番地 796203171 但馬(豊健)第152-11 平成30年9月10日 令和6年11月30日 平成30年9月10日
000028 7000169231 山田キノコ 669-6116 豊岡市城崎町上山２６６ 796324402 菓子製造業 一般 山田 眞智子 但馬(豊健)第152-12 平成30年9月12日 令和6年11月30日 平成30年9月12日
000028 7000169338 ＵＴＳＵＲＯＩ　ＴＳＵＣＨＩＹＡ　ＡＮＮＥＸ 669-6101 豊岡市城崎町湯島５８４－１ 796322045 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　つちや 代表取締役 山田 希美子 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島５７３ 796322045 但馬(豊健)第150-67 平成30年9月20日 令和6年11月30日 平成30年9月20日
000028 7000169378 マルヨ食品　境工場 669-6541 美方郡香美町香住区境１１１１－８ 796365015 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 マルヨ食品株式会社 代表取締役社長 中村 善則 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１２３４ 796360215 但馬(豊健)第168-4 平成30年9月26日 令和7年11月30日 平成30年9月26日
000028 7000169389 ＡＫ　ＣＡＦＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 鍵井 淳志 但馬(豊健)第150-68 平成30年9月26日 令和5年11月30日 平成30年9月26日
000028 7000169428 らーめん屋けんちゃん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 瀧口 賢司 但馬(豊健)第150-69 平成30年9月28日 令和5年11月30日 平成30年9月28日
000028 7000169483 柴山あさいち屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 小嶋 夕輝 但馬(豊健)第151-17 平成30年10月4日 令和5年11月30日 平成30年10月4日
000028 7000169511 但馬漁業協同組合 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 魚介類販売業 自動車 但馬漁業協同組合 代表理事組合長 村瀬 晴好 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松７４７番地 796361331 但馬(豊健)第178-9 平成30年10月4日 令和5年11月30日 平成30年10月4日
000028 7000169531 翠　みどり 668-0033 豊岡市中央町１４－２３グランディア５Ｆ－Ａ 飲食店営業(4)その他 一般 梁 翠碧 但馬(豊健)第150-71 平成30年10月5日 令和6年11月30日 平成30年10月5日
000028 7000169532 ＫＩＮＯＳＡＫＩ　ＢＵＲＧＥＲ 669-6101 豊岡市城崎町湯島８３番地 796322054 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社太田物産 代表取締役 太田 珠里 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島８３番地 796322054 但馬(豊健)第150-72 平成30年10月5日 令和6年11月30日 平成30年10月5日
000028 7000169571 ｍｉｓｏ 669-5356 豊岡市日高町荒川３１０ 796219085 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社リガレッセ 代表取締役 大槻 恭子 669-5363 兵庫県豊岡市日高町野１００５番地の２ 796219085 但馬(豊健)第150-73 平成30年10月10日 令和6年11月30日 平成30年10月10日
000028 7000169572 ｍｉｓｏ 669-5356 豊岡市日高町荒川３１０ 796219085 菓子製造業 一般 株式会社リガレッセ 代表取締役 大槻 恭子 669-5363 兵庫県豊岡市日高町野１００５番地の２ 796219085 但馬(豊健)第152-13 平成30年10月10日 令和6年11月30日 平成30年10月10日
000028 7000169587 海の音 669-6201 豊岡市竹野町竹野３３９６－１ 796436888 みそ製造業 一般 株式会社Ｍｏｔｈｅｒ　Ｅａｒｔｈ 宮崎 秀平 669-6201 兵庫県豊岡市竹野町竹野３３９６－１ 796436888 但馬(豊健)第160-2 平成30年10月12日 令和6年11月30日 平成30年10月12日
000028 7000169588 海の音 669-6201 豊岡市竹野町竹野３３９６－１ 796436888 魚介類販売業 一般 株式会社Ｍｏｔｈｅｒ　Ｅａｒｔｈ 宮崎 秀平 669-6201 兵庫県豊岡市竹野町竹野３３９６－１ 796436888 但馬(豊健)第178-10 平成30年10月12日 令和6年11月30日 平成30年10月12日
000028 7000169614 万作 669-6101 豊岡市城崎町湯島６５５ 796323032 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松井 敬代 但馬(豊健)第150-74 平成30年10月12日 令和6年11月30日 平成30年10月12日
000028 7000169615 JAPANESE TEA CAFÉ FULUCK 669-6101 豊岡市城崎町湯島２２２ 796322705 菓子製造業 一般 上崎 貴弘 但馬(豊健)第152-15 平成30年10月15日 令和6年11月30日 平成30年10月15日
000028 7000169617 ときわガーデン 669-6101 豊岡市城崎町湯島７８８番地 796322814 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社ときわガーデン 職務執行者 原 良式 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島７８８番地 796322814 但馬(豊健)第150-75 平成30年10月16日 令和6年11月30日 平成30年10月16日
000028 7000169618 ときわガーデン 669-6101 豊岡市城崎町湯島７８８番地 796322814 菓子製造業 一般 合同会社ときわガーデン 職務執行者 原 良式 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島７８８番地 796322814 但馬(豊健)第152-16 平成30年10月16日 令和6年11月30日 平成30年10月16日
000028 7000169803 (有)鮮魚てらかわ 669-6101 豊岡市城崎町湯島１１１ 796323415 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 有限会社鮮魚てらかわ 代表取締役 寺川 大紀 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島１１１ 796323415 但馬(豊健)第168-5 平成30年10月29日 令和6年11月30日 平成30年10月29日
000028 7000169824 おさんぽ 668-0371 豊岡市但東町薬王寺９６９番地 796550328 菓子製造業 一般 大月 眞子 但馬(豊健)第152-17 平成30年10月29日 令和6年11月30日 平成30年10月29日
000028 7000169825 割烹　紀ノ川　三号店 668-0033 豊岡市中央町１２－１７ 796224817 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 帆前 達章 但馬(豊健)第150-77 平成30年10月29日 令和6年11月30日 平成30年10月29日
000028 7000169827 旬彩美酒あまの 668-0032 豊岡市千代田町３－６ 796378200 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 天野 猛 但馬(豊健)第150-78 平成30年10月30日 令和6年11月30日 平成30年10月30日
000028 7000169835 ラーメン高柳 000-0000 但馬一円 飲食店営業(4)その他 自動車 深水 賢二 但馬(豊健)第150-79 平成30年10月31日 令和5年11月30日 平成30年10月31日
000028 7000169952 一六八　Japanese CultureEX 669-6101 豊岡市城崎町湯島２４８ 796320106 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＩＲＯＨＡ　ＳＴＡＮＤＡＲＤ 代表取締役 系谷 瞳 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島２４８ 796320106 但馬(豊健)第150-81 平成30年11月7日 令和6年11月30日 平成30年11月7日
000028 7000169953 有限会社ゑびや商店 669-6101 豊岡市城崎町湯島１１０ 796322658 飲食店営業(4)その他 露店 有限会社ゑびや商店 代表取締役 岸田 明子 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島１１０ 796322658 但馬(豊健)第150-80 平成30年11月7日 令和5年11月30日 平成30年11月7日
000028 7000169979 モバイル屋台de健康カフェin豊岡 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 守本 陽一 但馬(豊健)第150-82 平成30年11月8日 令和5年11月30日 平成30年11月8日
000028 7000170068 ほんまもん豊岡店 668-0033 豊岡市中央町１０－１ 796348153 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 友民局株式会社 代表取締役 京 勝己 668-0232 兵庫県豊岡市出石町宵田８７－１ 796524347 但馬(豊健)第150-84 平成30年11月16日 令和6年11月30日 平成30年11月16日
000028 7000170070 業務スーパー　日高店 669-5305 豊岡市日高町祢布８４７－１番地 796431330 そうざい製造業 一般 株式会社　マツムラ 代表取締役 松村 竹治 627-0006 京都府京丹後市峰山町赤坂５５５番地 772623111 但馬(豊健)第158-3 平成30年11月14日 令和6年11月30日 平成30年11月14日
000028 7000170136 スナック　ちょっと恋 669-6101 豊岡市城崎町湯島７５０ 796323781 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ワイズエンタープライズ 代表取締役 中道 陽子 668-0861 兵庫県豊岡市大篠岡７１２－８ 796249614 但馬(豊健)第150-85 平成30年11月19日 令和6年11月30日 平成30年11月19日
000028 7000170138 和食キッチン　花筏 668-0823 豊岡市三宅４０２－１ 796205004 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 二見 健次 但馬(豊健)第150-87 平成30年11月19日 令和6年11月30日 平成30年11月19日
000028 7000170147 スナック　ナイフ 669-6101 豊岡市城崎町湯島６８３ 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社芹 代表取締役 芹澤 正志 669-6102 兵庫県豊岡市城崎町桃島１２９７番地の１ 796323368 但馬(豊健)第150-86 平成30年11月19日 令和6年11月30日 平成30年11月19日
000028 7000170165 デイリーストアーステップ 669-6731 美方郡新温泉町二日市７４９－１ 796820439 そうざい製造業 一般 宮谷 修次 但馬(豊健)第158-4 平成30年11月19日 令和6年11月30日 平成30年11月19日
000028 7000170180 隠れ宿　えの本 669-6125 豊岡市田結１８１６－２ 796283435 飲食店営業(3)旅館 一般 榎本 富一 但馬(豊健)第183-4 平成30年11月22日 令和6年11月30日 平成30年11月22日
000028 7000170191 カラオケカフェ　うたひろば 668-0021 豊岡市泉町２２－３ 796346600 飲食店営業(4)その他 一般 豚座 洋子 但馬(豊健)第150-89 平成30年11月21日 令和6年11月30日 平成30年11月21日
000028 7000170253 まるや 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 マルヤ水産株式会社 代表取締役 長谷川 雄一 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１８０９ 796362781 但馬(豊健)第150-91 平成30年11月27日 令和5年11月30日 平成30年11月27日
000028 7000170262 華和ゐ 669-6101 豊岡市城崎町湯島３９１木屋町小路内Ｃ 796202087 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社丸近 代表取締役 上垣 重幸 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住３番地 796361338 但馬(豊健)第150-92 平成30年11月27日 令和6年11月30日 平成30年11月27日
000028 7000170354 竹中商店 669-6432 美方郡香美町香住区上計１２９１ 796370013 魚介類販売業 一般 竹中 博 但馬(豊健)第178-14 平成30年11月30日 令和6年11月30日 平成30年11月30日
000028 7000170417 ｄａｄａ 668-0021 豊岡市泉町１１－２３ 796378451 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡田 大輝 但馬(豊健)第150-94 平成30年12月4日 令和7年2月28日 平成30年12月4日
000028 7000170432 Ｐｌａｎｔｓ＋　（プランツプラス） 668-0215 豊岡市出石町魚屋７４ 796202073 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮嶌 則子 但馬(豊健)第150-96 平成30年12月6日 令和7年2月28日 平成30年12月6日
000028 7000170471 満点キッチン 669-6701 美方郡新温泉町芦屋７７５－２ 796802140 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社ウィンラボ 代表取締役 川口 隆之 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋７７５－２ 796802140 但馬(豊健)第150-97 平成30年12月10日 令和7年2月28日 平成30年12月10日
000028 7000170485 ゴールデンエンペラー豊岡 668-0055 豊岡市昭和町１６０番地 796220855 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社ワイズ 代表取締役 小西 哲 507-0814 岐阜県多治見市市之倉町十三丁目３５－２ 572245550 但馬(豊健)第183-5 平成30年12月12日 令和7年2月28日 平成30年12月12日
000028 7000170527 ふくちゃん 668-0221 豊岡市出石町町分１４８－５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橋本 福子 但馬(豊健)第150-102 平成30年12月13日 令和7年2月28日 平成30年12月13日
000028 7000170528 グリーンクロス 669-5372 豊岡市日高町栗栖野５９－７８ 796451545 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 アドバンス株式会社 代表取締役 鷲尾 晋 669-5372 兵庫県豊岡市日高町栗栖野６０ 796451545 但馬(豊健)第150-98 平成30年12月14日 令和7年2月28日 平成30年12月14日
000028 7000170529 カウベルハウス 669-5371 豊岡市日高町太田１２２５ 796451545 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 アドバンス株式会社 代表取締役 鷲尾 晋 669-5372 兵庫県豊岡市日高町栗栖野６０ 796451545 但馬(豊健)第150-99 平成30年12月14日 令和7年2月28日 平成30年12月14日
000028 7000170531 神鍋ハイツ 669-5372 豊岡市日高町栗栖野６１ 796451545 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 アドバンス株式会社 代表取締役 鷲尾 晋 669-5372 兵庫県豊岡市日高町栗栖野６０ 796451545 但馬(豊健)第150-100 平成30年12月14日 令和7年2月28日 平成30年12月14日
000028 7000170532 ベルハウス 669-5371 豊岡市日高町太田１５８ 796451545 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 アドバンス株式会社 代表取締役 鷲尾 晋 669-5372 兵庫県豊岡市日高町栗栖野６０ 796451545 但馬(豊健)第150-101 平成30年12月14日 令和7年2月28日 平成30年12月14日
000028 7000170568 緑風荘 669-6702 美方郡新温泉町浜坂２８６４－１ 796820568 魚介類販売業 一般 加藤 好顕 但馬(豊健)第178-15 平成30年12月18日 令和7年2月28日 平成30年12月18日
000028 7000170573 串焼屋　三男坊 668-0024 豊岡市寿町４－７ 796348677 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平井 勝美 但馬(豊健)第150-103 平成30年12月18日 令和7年2月28日 平成30年12月18日
000028 7000170627 チュコラ 669-5372 豊岡市日高町栗栖野５９－７８ 796451545 喫茶店営業 一般 アドバンス株式会社 代表取締役 鷲尾 晋 669-5372 兵庫県豊岡市日高町栗栖野６０番地 796451545 但馬(豊健)第151-25 平成30年12月26日 令和7年2月28日 平成30年12月26日
000028 7000170628 チュコラ 669-5372 豊岡市日高町栗栖野５９－７８ 796451545 菓子製造業 一般 アドバンス株式会社 代表取締役 鷲尾 晋 669-5372 兵庫県豊岡市日高町栗栖野６０番地 796451545 但馬(豊健)第152-19 平成30年12月26日 令和7年2月28日 平成30年12月26日
000028 7000170668 ロッジ野間 667-1344 美方郡香美町村岡区大笹字野間５５１－２ 796960718 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社旅のふぁくとりー 代表取締役 田渕 吉浩 667-1344 兵庫県美方郡香美町村岡区大笹５５１番２号 796960718 但馬(豊健)第183-6 平成30年12月27日 令和6年2月29日 平成30年12月27日
000028 7000170669 食堂　ロッヂ野間 667-1344 美方郡香美町村岡区大笹字野間５５１－２ 796960718 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社旅のふぁくとりー 代表取締役 田渕 吉浩 667-1344 兵庫県美方郡香美町村岡区大笹５５１番２号 796960718 但馬(豊健)第150-105 平成30年12月27日 令和6年2月29日 平成30年12月27日
000028 7000170705 神鍋養鱒場 669-5365 豊岡市日高町十戸７２ 魚介類販売業 一般 田村 元 但馬(豊健)第178-16 平成31年1月10日 令和7年2月28日 平成31年1月10日
000028 7000170708 ぴえろ 668-0033 豊岡市中央町１４－２３グランディアワタナベ３F－C 飲食店営業(4)その他 一般 吉岡 雄亮 但馬(豊健)第150-106 平成31年1月15日 令和7年2月28日 平成31年1月15日
000028 7000170900 民宿　かや荘 669-6546 美方郡香美町香住区七日市１０２ 796361482 魚介類販売業 一般 加悦 隆 但馬(豊健)第178-18 平成31年1月30日 令和7年2月28日 平成31年1月30日
000028 7000170901 Crab Resort HAG (クラブ　リゾート　ハグ) 669-6402 美方郡香美町香住区訓谷字塩入１５３番地９２ 796381200 飲食店営業(3)旅館 一般 帝国マネジメント株式会社 代表取締役 増岡 隆英 530-0001 大阪府大阪市北区梅田２丁目６番２０号 663463000 但馬(豊健)第183-7 平成31年1月30日 令和7年2月28日 平成31年1月30日
000028 7000170913 ＴＲＡＮＳＦＥＲ 669-6401 美方郡香美町香住区無南垣２３４－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 神田 麻里 但馬(豊健)第150-107 平成31年1月30日 令和7年2月28日 平成31年1月30日
000028 7000171016 燻製工房　煙神 669-5372 豊岡市日高町栗栖野６０番地の１ 796209845 魚肉ねり製品製造業 一般 株式会社神鍋ヴィラージュ 代表取締役 井上 大作 669-5372 兵庫県豊岡市日高町栗栖野６０番地の１ 796209845 但馬(豊健)第180-1 平成31年2月5日 令和7年2月28日 平成31年2月5日
000028 7000171017 株式会社文太郎 669-6744 美方郡新温泉町用土２４５番地 796802830 酒類製造業 一般 株式会社文太郎 代表取締役 岡本 英樹 669-6744 兵庫県美方郡新温泉町用土２４５ 796802830 但馬(豊健)第163-1 平成31年2月5日 令和7年2月28日 平成31年2月5日
000028 7000171064 豊岡酒場情熱ホルモン 668-0052 豊岡市九日市下町２７７－９ 796232860 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 Ｋ＆Ｋ株式会社 代表取締役 山口 啓市 620-0936 京都府福知山市字正明寺１６８１番地の１ 773254115 但馬(豊健)第150-108 平成31年2月8日 令和7年2月28日 平成31年2月8日
000028 7000171166 ナカケー白川店 669-6702 美方郡新温泉町浜坂７３８番地 796822500 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社ナカケー 代表取締役 仲山 茂生 669-6702 兵庫県美方郡新温泉町浜坂７３８番地 796822500 但馬(豊健)第168-7 平成31年2月19日 令和7年2月28日 平成31年2月19日
000028 7000171178 ＭＭＭ 669-6101 豊岡市城崎町湯島５３７ 796203392 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ひうら社 代表取締役 田口 真理子 659-0012 兵庫県芦屋市朝日ケ丘町４番３０号 796203392 但馬(豊健)第150-110 平成31年2月20日 令和7年2月28日 平成31年2月20日
000028 7000171263 味城 668-0063 豊岡市正法寺６４２－１ 796292300 飲食店営業(4)その他 一般 北関西情報通信株式会社 代表取締役 松井 喜久夫 668-0064 兵庫県豊岡市高屋１０８９－７ 796235806 但馬(豊健)第150-111 平成31年2月22日 令和7年2月28日 平成31年2月22日
000028 7000171264 味城 668-0063 豊岡市正法寺６４２－１ 796292300 菓子製造業 一般 北関西情報通信株式会社 代表取締役 松井 喜久夫 668-0064 兵庫県豊岡市高屋１０８９－７ 796235806 但馬(豊健)第152-20 平成31年2月22日 令和7年2月28日 平成31年2月22日
000028 7000171293 フレッシュバザール豊岡江本店 668-0851 豊岡市今森４７２ 796249101 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第150-112 平成31年2月22日 令和7年2月28日 平成31年2月22日
000028 7000171294 フレッシュバザール豊岡江本店 668-0851 豊岡市今森４７２ 796249101 菓子製造業 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第152-21 平成31年2月22日 令和7年2月28日 平成31年2月22日
000028 7000171327 株式会社キタムラ 668-0024 豊岡市寿町７－２４ 796245388 魚介類販売業 一般 株式会社キタムラ 代表取締役 北村 謙一 668-0014 兵庫県豊岡市野田１５ 796231606 但馬(豊健)第178-19 平成31年2月27日 令和7年2月28日 平成31年2月27日
000028 7000171328 株式会社キタムラ 668-0024 豊岡市寿町７－２４ 796245388 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社キタムラ 代表取締役 北村 謙一 668-0014 兵庫県豊岡市野田１５ 796231606 但馬(豊健)第168-8 平成31年2月27日 令和7年2月28日 平成31年2月27日
000028 7000171358 threebirds 669-5322 豊岡市日高町府市場４７２ 796346068 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 久田 真紀 但馬(豊健)第150-113 平成31年2月27日 令和7年2月28日 平成31年2月27日
000028 7000171376 尼崎市立美方高原自然の家 667-1532 美方郡香美町小代区新屋１４３２－３５ 796973600 飲食店営業(3)旅館 一般 美方パレス株式会社 代表取締役 吉田 範明 667-1502 兵庫県美方郡香美町小代区城山１１番地 796972220 但馬(豊健)第183-8 平成31年2月28日 令和8年2月28日 平成31年2月28日
000028 7000171379 株式会社魚寄　加工場 669-6753 美方郡新温泉町諸寄３５８８－１ そうざい製造業 一般 株式会社魚寄 代表取締役 仲村 幸義 669-6753 兵庫県美方郡新温泉町諸寄３２６８－１ 796820576 但馬(豊健)第158-6 平成31年2月28日 令和7年2月28日 平成31年2月28日
000028 7000171475 松田屋 667-1503 美方郡香美町小代区大谷６３４ 796972151 飲食店営業(4)その他 一般 松田 晃宏 但馬(豊健)第150-114 平成31年3月7日 令和7年5月31日 平成31年3月7日
000028 7000171502 ゴダイドラッグ　村岡店 667-1321 美方郡香美町村岡区大糠４５－１ 796981706 魚介類販売業 一般 ゴダイ株式会社 代表取締役 浦上 晃之 670-0921 兵庫県姫路市綿町１０４番地スクエアビル２Ｆ 792230303 但馬(豊健)第178-20 平成31年3月11日 令和7年5月31日 平成31年3月11日
000028 7000171548 ＪＡＰＩＮＯ 668-0033 豊岡市中央町１３－３スマイルビル２Ｆ 796243599 飲食店営業(4)その他 一般 高 マイリン 但馬(豊健)第150-116 平成31年3月14日 令和7年5月31日 平成31年3月14日
000028 7000171550 猫カフェ　アイドル・ズー 669-5311 豊岡市日高町日置８０－４ 喫茶店営業 一般 宿南 博嗣 但馬(豊健)第151-29 平成31年3月14日 令和7年5月31日 平成31年3月14日
000028 7000171598 はむはむキッチン 667-1311 美方郡香美町村岡区村岡２５９２－１ 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 中島 尉匡 但馬(豊健)第150-117 平成31年3月18日 令和7年5月31日 平成31年3月18日
000028 7000171607 さんぽう西村屋　本店 669-6101 豊岡市城崎町湯島４６３－２ 796324680 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社西村屋 代表取締役 西村 総一郎 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島４６９番地 796323535 但馬(豊健)第150-118 平成31年3月15日 令和7年5月31日 平成31年3月15日
000028 7000171620 株式会社但馬どり 669-5315 豊岡市日高町浅倉４３番地 796422371 そうざい製造業 一般 株式会社但馬どり 代表取締役 島原 道範 669-5315 兵庫県豊岡市日高町浅倉４５番地 796422371 但馬(豊健)第158-7 平成31年3月19日 令和7年5月31日 平成31年3月19日
000028 7000171634 焼肉武藤道場　豊岡店 668-0014 豊岡市野田１７１－１ 796240610 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　スタミナフードシステム 代表取締役 森山 順一郎 668-0013 兵庫県豊岡市中陰５８９－１ 796290610 但馬(豊健)第150-119 平成31年3月18日 令和7年5月31日 平成31年3月18日
000028 7000171641 ぎょうざ健天 668-0032 豊岡市千代田町４－１７ 796230066 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 天野 健二 但馬(豊健)第150-120 平成31年3月20日 令和7年5月31日 平成31年3月20日
000028 7000171708 ＪＦ但馬　遊魚館 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 796364545 魚介類販売業 自動車 但馬漁業協同組合 代表理事 村瀬 晴好 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松７４７番地 796361331 但馬(豊健)第178-21 平成31年3月25日 令和6年5月31日 平成31年3月25日
000028 7000171724 マルヤ水産株式会社 669-6544 美方郡香美町香住区香住１７５０－４ そうざい製造業 一般 マルヤ水産株式会社 代表取締役 長谷川 雄一 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１８０９ 796362781 但馬(豊健)第158-8 平成31年3月26日 令和9年5月31日 平成31年3月26日
000028 7000171725 マルヤ水産株式会社 669-6544 美方郡香美町香住区香住１７５０－４ 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 マルヤ水産株式会社 代表取締役 長谷川 雄一 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１８０９ 796362781 但馬(豊健)第168-9 平成31年3月26日 令和9年5月31日 平成31年3月26日
000028 7000171840 NAMASTE INDIAN NEPAL RESTAURANT 668-0031 豊岡市大手町１－２４ 796348898 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社ＢＩＢＥＫ 代表社員 ケーシー ビベク 668-0031 兵庫県豊岡市大手町１－２４ 但馬(豊健)第150-121 平成31年3月28日 令和7年5月31日 平成31年3月28日



000028 7000171898 ほかほか弁当 669-6544 美方郡香美町香住区香住１４８４－１ 796363359 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 渡辺 孝 但馬(豊健)第150-1 平成31年4月3日 令和7年5月31日 平成31年4月3日
000028 7000171899 ほかほか弁当 669-6544 美方郡香美町香住区香住１４８４－１ 796363359 菓子製造業 一般 渡辺 孝 但馬(豊健)第152-1 平成31年4月3日 令和7年5月31日 平成31年4月3日
000028 7000171916 グッデイ 669-5341 豊岡市日高町国分寺２０４－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大森 博 但馬(豊健)第150-3 平成31年4月8日 令和7年5月31日 平成31年4月8日
000028 7000171949 焔　移動販売 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 浪江 寛資 但馬(豊健)第150-4 平成31年4月9日 令和6年5月31日 平成31年4月9日
000028 7000172010 ポンヌフ 669-5313 豊岡市日高町鶴岡４４８ 796424550 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山下 恭子 但馬(豊健)第150-7 平成31年4月15日 令和7年5月31日 平成31年4月15日
000028 7000172065 みんなのカフェ 000-0000 豊岡市内 喫茶店営業 露店 天野 名雄 但馬(豊健)第151-1 平成31年4月22日 令和6年5月31日 平成31年4月22日
000028 7000172072 みんなの家 669-6546 美方郡香美町香住区七日市２４９ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人　香美町社会福祉協議会 会長 太田 培男 669-6545 兵庫県美方郡香美町香住区森３１－１ 796392050 但馬(豊健)第150-8 平成31年4月22日 令和7年5月31日 平成31年4月22日
000028 7000172122 森のカフェ 669-5341 豊岡市日高町国分寺字千田ヶ坪２２８－１ 796425540 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　ガンピー 代表取締役 田中 喜久雄 669-5341 兵庫県豊岡市日高町国分寺字薮の内２１３番地 796425540 但馬(豊健)第150-10 平成31年4月23日 令和7年5月31日 平成31年4月23日
000028 7000172127 生萬 669-6101 豊岡市城崎町湯島２６７ 796322241 菓子製造業 一般 伊東 満 但馬(豊健)第152-3 平成31年4月23日 令和7年5月31日 平成31年4月23日
000028 7000172128 生萬 669-6101 豊岡市城崎町湯島２６７ 796322241 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 伊東 満 但馬(豊健)第150-9 平成31年4月23日 令和7年5月31日 平成31年4月23日
000028 7000172146 フレッシュバザール浜坂店 669-6747 美方郡新温泉町三谷３７５－１ 796831010 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第150-11 平成31年4月24日 令和7年5月31日 平成31年4月24日
000028 7000172147 フレッシュバザール浜坂店 669-6747 美方郡新温泉町三谷３７５－１ 796831010 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第150-12 平成31年4月24日 令和7年5月31日 平成31年4月24日
000028 7000172148 フレッシュバザール浜坂店 669-6747 美方郡新温泉町三谷３７５－１ 796831010 喫茶店営業 自動販売機 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第151-2 平成31年4月24日 令和6年5月31日 平成31年4月24日
000028 7000172163 城崎茶宴ちゃの湯 669-6101 豊岡市城崎町湯島６７０ 796320055 喫茶店営業 一般 株式会社ウインビ－ 代表取締役 野澤 勝憲 668-0013 兵庫県豊岡市問屋町５番１号 796231188 但馬(豊健)第151-3 平成31年4月24日 令和7年5月31日 平成31年4月24日
000028 7000172200 森ちゃんの隠れ家 667-1316 美方郡香美町村岡区鹿田１１１－１ 796981422 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森脇 眞理子 但馬(豊健)第150-13 令和1年5月7日 令和7年5月31日 令和1年5月7日
000028 7000172216 salon neem 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 芳山 聖子 但馬(豊健)第150-14 平成31年4月26日 令和6年5月31日 平成31年4月26日
000028 7000172217 だるま 669-5311 豊岡市日高町日置３４－９ 796422976 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 野口 将蔵 但馬(豊健)第150-15 平成31年4月26日 令和7年5月31日 平成31年4月26日
000028 7000172219 （株）日本海フーズ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 魚介類販売業 自動車 株式会社日本海フーズ 代表取締役 西川 博文 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１４５２ 796361500 但馬(豊健)第178-2 令和1年5月7日 令和6年5月31日 令和1年5月7日
000028 7000172261 Ｒｉｂｂｏｎ 668-0033 豊岡市中央町4-29 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉田 恵美 但馬(豊健)第150-16 令和1年5月8日 令和7年5月31日 令和1年5月8日
000028 7000172306 多機能型事業所　ひまわりの森 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 社会福祉法人　兵庫県社会福祉事業団 理事長 藪本 訓弘 651-2134 兵庫県神戸市西区曙町１０７０ 789295655 但馬(豊健)第151-4 令和1年5月14日 令和6年5月31日 令和1年5月14日
000028 7000172333 城崎街道海の駅 669-6116 喫茶店営業 自動販売機 株式会社コーシン 代表取締役 谷内 篤 921-8802 石川県野々市市押野2丁目216番地 762943700 但馬(豊健)第151-5 令和1年5月16日 令和6年5月31日 令和1年5月16日
000028 7000172503 Ｍ 668-0033 豊岡市中央町１０－５サンプラザ豊岡ビル１０４号 飲食店営業(4)その他 一般 中村 真美華 但馬(豊健)第150-19 令和1年5月22日 令和7年5月31日 令和1年5月22日
000028 7000172510 アミューズメントスタジオ　ミスモ 668-0815 豊岡市日撫３２２－１ 796290660 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＴＡＣ 代表取締役 山村 忠史 668-0815 兵庫県豊岡市日撫３２２－１ 796244034 但馬(豊健)第150-20 令和1年5月23日 令和7年5月31日 令和1年5月23日
000028 7000172591 香すみ堂株式会社　豊岡工場 668-0084 豊岡市福田１２１番地の６ 796346585 菓子製造業 一般 香すみ堂株式会社 長谷川 貴一 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１７５０番地４ 但馬(豊健)第152-4 令和1年5月30日 令和7年5月31日 令和1年5月30日
000028 7000172593 城崎海煎堂 669-6101 豊岡市城崎町湯島３９１　木屋町小路 菓子製造業 一般 香すみ堂株式会社 代表取締役 長谷川 貴一 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１７５０番地４ 但馬(豊健)第152-5 令和1年5月30日 令和7年5月31日 令和1年5月30日
000028 7000172596 オリーブ 668-0815 豊岡市日撫３３３番４ 796202961 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社太陽ライフサポート 代表取締役 三山 哲緒 668-0033 兵庫県豊岡市中央町４－１２ 796243013 但馬(豊健)第150-21 令和1年5月30日 令和7年5月31日 令和1年5月30日
000028 7000172637 （株）日本海フーズ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 魚介類販売業 自動車 株式会社日本海フーズ 代表取締役 西川 博文 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１４５２ 796361500 但馬(豊健)第178-4 令和1年5月31日 令和6年5月31日 令和1年5月31日
000028 7000172732 株式会社　米吾 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社　米吾 代表取締役社長 坪井 祥隆 683-0022 鳥取県米子市奈喜良２４８－４ 859261511 但馬(豊健)第150-22 令和1年6月6日 令和6年8月31日 令和1年6月6日
000028 7000172823 石楠花 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 松田 晃宏 但馬(豊健)第150-23 令和1年6月12日 令和6年8月31日 令和1年6月12日
000028 7000172845 マルヤ水産株式会社 669-6544 美方郡香美町香住区香住１７５０－４ 796362781 かん詰又はびん詰食品製造業 一般 マルヤ水産株式会社 代表取締役 長谷川 雄一 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１８０９ 796362781 但馬(豊健)第167-1 令和1年6月17日 令和9年8月31日 令和1年6月17日
000028 7000172856 スナック　やすらぎ 669-6701 美方郡新温泉町芦屋２６５ 飲食店営業(4)その他 一般 房安 由紀 但馬(豊健)第150-24 令和1年6月17日 令和7年8月31日 令和1年6月17日
000028 7000172943 ローソン豊岡福田店 668-0084 豊岡市福田１５２１－１ 796230390 飲食店営業(4)その他 一般 西田 依里 但馬(豊健)第150-25 令和1年6月21日 令和8年8月31日 令和1年6月21日
000028 7000172983 台湾料理　豊味園 669-6747 美方郡新温泉町三谷８６番地４ 796822566 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 騰程商事合同会社 代表社員 キョク ・キ 675-2303 兵庫県加西市北条町古坂７丁目１０１ 但馬(豊健)第150-26 令和1年6月21日 令和7年8月31日 令和1年6月21日
000028 7000173009 ＯＷＬ 669-6403 美方郡香美町香住区安木字家の下１６３６ 飲食店営業(4)その他 露店 増島 勝文 但馬(豊健)第150-27 令和1年6月25日 令和6年8月31日 令和1年6月25日
000028 7000173081 英祥 669-6564 美方郡香美町香住区下浜６５１ 796360610 魚介類販売業 一般 清水 雄介 但馬(豊健)第178-6 令和1年6月28日 令和7年8月31日 令和1年6月28日
000028 7000173122 道の駅あまるべ 669-6671 美方郡香美町香住区余部１７２３番地４ 796203617 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川本 博文 但馬(豊健)第150-33 令和1年7月2日 令和7年8月31日 令和1年7月2日
000028 7000173123 道の駅あまるべ 669-6671 美方郡香美町香住区余部１７２３番地４ 796203617 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 川本 博文 但馬(豊健)第169-1 令和1年7月2日 令和6年8月31日 令和1年7月2日
000028 7000173124 道の駅あまるべ 669-6671 美方郡香美町香住区余部１７２３番地４ 796203617 魚介類販売業 一般 川本 博文 但馬(豊健)第178-7 令和1年7月2日 令和7年8月31日 令和1年7月2日
000028 7000173143 地域活動支援センター　だんだん 669-6344 豊岡市竹野町椒１２４７ 796204155 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上村 俊雄 但馬(豊健)第150-31 令和1年7月2日 令和7年8月31日 令和1年7月2日
000028 7000173144 地域活動支援センター　だんだん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 上村 俊雄 但馬(豊健)第150-32 令和1年7月2日 令和6年8月31日 令和1年7月2日
000028 7000173155 新世界 668-0021 豊岡市泉町１-２６ 飲食店営業(4)その他 一般 小林 登 但馬(豊健)第150-34 令和1年7月3日 令和7年8月31日 令和1年7月3日
000028 7000173173 ＷＡＢＵ　―和舞― 668-0021 豊岡市泉町１２－１０味園センター６号 飲食店営業(4)その他 一般 森垣 昭一 但馬(豊健)第150-35 令和1年7月5日 令和7年8月31日 令和1年7月5日
000028 7000173280 但馬漁業協同組合 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 但馬漁業協同組合 代表理事組合長 村瀬 晴好 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松７４７ 796361331 但馬(豊健)第150-36 令和1年7月12日 令和6年8月31日 令和1年7月12日
000028 7000173283 民宿ぬまた 669-6404 美方郡香美町香住区相谷９９ 796380361 飲食店営業(3)旅館 一般 沼田 直文 但馬(豊健)第183-1 令和1年7月17日 令和7年8月31日 令和1年7月17日
000028 7000173298 家老 668-0214 豊岡市出石町内町６２－１ 796522083 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吾郷 憲 但馬(豊健)第150-37 令和1年7月17日 令和7年8月31日 令和1年7月17日
000028 7000173327 パリミキ　豊岡店 668-0023 豊岡市加広町３番１８号 796248122 喫茶店営業 一般 株式会社三城 代表取締役 澤田 将広 103-0022 東京都中央区日本橋室町二丁目４番３号 但馬(豊健)第151-12 令和1年7月22日 令和7年8月31日 令和1年7月22日
000028 7000173353 小西商事 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 小西 翔太 但馬(豊健)第150-38 令和1年7月23日 令和6年8月31日 令和1年7月23日
000028 7000173390 とうふ処　はせがわ 669-6101 豊岡市城崎町湯島１６８ 796322769 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長谷川 三好 但馬(豊健)第150-39 令和1年7月26日 令和7年8月31日 令和1年7月26日
000028 7000173510 株式会社エルデベルグ平井小代工場 667-1521 美方郡香美町小代区野間谷２３ かん詰又はびん詰食品製造業 一般 株式会社エルデベルグ平井 代表取締役 平井 誠一 670-0995 兵庫県姫路市土山東の町１３－１１ 792976123 但馬(豊健)第167-2 令和1年7月31日 令和7年8月31日 令和1年7月31日
000028 7000173554 株式会社　荒湯観光センター 669-6821 美方郡新温泉町湯１２６０番地 796921181 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社　荒湯観光センター 代表取締役 丸上 朗 669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯１２６０番地 796921181 但馬(豊健)第169-2 令和1年8月5日 令和6年8月31日 令和1年8月5日
000028 7000173604 ＡＣＴ 668-0033 豊岡市中央町１８－１ 飲食店営業(4)その他 露店 小山 俊和 但馬(豊健)第150-41 令和1年8月9日 令和6年8月31日 令和1年8月9日
000028 7000173648 Ｌｅｔ’ｓマートみずしま 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 水嶋 義之 但馬(豊健)第150-46 令和1年8月14日 令和6年8月31日 令和1年8月14日
000028 7000173665 日和山観光(株)城崎マリンワールド売店 669-6122 豊岡市瀬戸１０９０ 796282500 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 但馬(豊健)第151-14 令和1年8月14日 令和6年8月31日 令和1年8月14日
000028 7000173714 quality market wada-ya 669-6101 豊岡市城崎町湯島２０６ 796322661 菓子製造業 一般 株式会社和田屋 代表取締役 和田 一文 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島２０６ 796322661 但馬(豊健)第152-8 令和1年8月22日 令和7年8月31日 令和1年8月22日
000028 7000173843 津山商店株式会社 669-6115 豊岡市城崎町来日１６２－１ 796322328 魚介類販売業 一般 津山商店株式会社 津山 光弘 669-6115 兵庫県豊岡市城崎町来日１６２－１ 796322328 但馬(豊健)第178-12 令和1年9月2日 令和7年11月30日 令和1年9月2日
000028 7000173844 津山商店株式会社 669-6115 豊岡市城崎町来日１６２－１ 796322328 そうざい製造業 一般 津山商店株式会社 津山 光弘 669-6115 兵庫県豊岡市城崎町来日１６２－１ 796322328 但馬(豊健)第158-1 令和1年9月2日 令和7年11月30日 令和1年9月2日
000028 7000173896 πの実 668-0033 豊岡市中央町１－２０サファリビル２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 吉竹 美紀 但馬(豊健)第150-49 令和1年9月9日 令和7年11月30日 令和1年9月9日
000028 7000173924 dolce 668-0033 豊岡市中央町１４－２３　３Ｆ－Ｅ 飲食店営業(4)その他 一般 谷山 和江 但馬(豊健)第150-50 令和1年9月9日 令和7年11月30日 令和1年9月9日
000028 7000173948 有限会社 ゑびや商店 000-0000 但馬一円 796322658 飲食店営業(4)その他 露店 有限会社ゑびや商店 代表取締役 岸田 明子 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島１１０ 796322658 但馬(豊健)第150-51 令和1年9月12日 令和6年11月30日 令和1年9月12日
000028 7000173992 ドラッグコスモス但馬日高店 669-5307 豊岡市日高町松岡８８ 796431050 魚介類販売業 一般 株式会社コスモス薬品 代表取締役 横山 英昭 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東２丁目１０番１号第一福岡ビルＳ館４階 924330660 但馬(豊健)第178-13 令和1年9月12日 令和7年11月30日 令和1年9月12日
000028 7000174000 海鮮マーケット 海の蔵 669-6546 美方郡香美町香住区七日市１３６－１ 796364601 喫茶店営業 アイスクリーム類の小分け 株式会社蔵平水産 代表取締役 藏野 恵三 669-6546 兵庫県美方郡香美町香住区七日市２１８ 796361235 但馬(豊健)第151-15 令和1年9月13日 令和6年11月30日 令和1年9月13日
000028 7000174032 カミノ珈琲 668-0032 豊岡市千代田町２－２４ 飲食店営業(4)その他 一般 神野 利江 但馬(豊健)第150-52 令和1年9月18日 令和7年11月30日 令和1年9月18日
000028 7000174033 カミノ珈琲 668-0032 豊岡市千代田町２－２４ 菓子製造業 一般 神野 利江 但馬(豊健)第152-9 令和1年9月18日 令和7年11月30日 令和1年9月18日
000028 7000174040 むらおか夢アグリ株式会社 667-1361 美方郡香美町村岡区長瀬字大平ル９３３－１ 796802154 みそ製造業 一般 むらおか夢アグリ株式会社 代表取締役 今井 裕子 667-1363 兵庫県美方郡香美町村岡区味取３０７ 但馬(豊健)第160-1 令和1年9月19日 令和7年11月30日 令和1年9月19日
000028 7000174123 Revel 669-5315 豊岡市日高町浅倉９８８－１ 飲食店営業(4)その他 一般 中村 由佳 但馬(豊健)第150-53 令和1年9月25日 令和7年11月30日 令和1年9月25日
000028 7000174193 ハンバーグのビアドリット 668-0026 豊岡市元町１０－１８ 796346257 食肉販売業 一般 有限会社　石橋設計 代表取締役 石橋 秀彦 669-5306 兵庫県豊岡市日高町水上６９ 796421844 但馬(豊健)第176-9 令和1年10月2日 令和7年11月30日 令和1年10月2日
000028 7000174194 ハンバーグのビアドリット 668-0026 豊岡市元町１０－１８ 796346257 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 有限会社　石橋設計 代表取締役 石橋 秀彦 669-5306 兵庫県豊岡市日高町水上６９ 796421844 但馬(豊健)第168-1 令和1年10月2日 令和7年11月30日 令和1年10月2日
000028 7000174195 つぼみ 668-0021 豊岡市泉町１２番１０号第二味園センター２F－１号室 796291155 飲食店営業(4)その他 一般 森下 美佐代 但馬(豊健)第150-54 令和1年10月1日 令和7年11月30日 令和1年10月1日
000028 7000174203 ファームハウスのの花 669-6124 豊岡市気比２０７２－２ 796283237 みそ製造業 一般 髙尾 仁 但馬(豊健)第160-2 令和1年10月2日 令和7年11月30日 令和1年10月2日
000028 7000174256 ＧＲＥＥＮ　ＴＥＲＲＡＣＥ　ＫＩＮＯＳＡＫＩ 669-6101 豊岡市城崎町湯島２１８ 796322414 菓子製造業 一般 有限会社三国屋 代表取締役 田岡 浩典 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島２２１ 796322414 但馬(豊健)第152-10 令和1年10月7日 令和7年11月30日 令和1年10月7日
000028 7000174268 割烹かわむら 668-0021 豊岡市泉町１４－１６ 796225777 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川村 修 但馬(豊健)第150-56 令和1年10月7日 令和7年11月30日 令和1年10月7日
000028 7000174281 三田浜荘 669-6564 美方郡香美町香住区下浜１３１６－２ 796360066 飲食店営業(3)旅館 一般 福田 幸夫 但馬(豊健)第183-2 令和1年10月7日 令和6年11月30日 令和1年10月7日
000028 7000174282 （株）カネニ直売店 669-6432 美方郡香美町香住区上計１１３３－４ 796370069 魚介類販売業 一般 株式会社カネニ 代表取締役 寺川 雄大 669-6432 兵庫県美方郡香美町香住区上計１１９９ 796370122 但馬(豊健)第178-14 令和1年10月7日 令和7年11月30日 令和1年10月7日
000028 7000174310 城崎温泉　泉翠 669-6101 豊岡市城崎町湯島７５３ 796323355 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社泉翠 代表取締役 冨田 健太郎 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島７５３ 796323355 但馬(豊健)第183-3 令和1年10月10日 令和7年11月30日 令和1年10月10日
000028 7000174325 （株）カネニ直売店 669-6432 美方郡香美町香住区上計１１３３－４ 796370069 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社カネニ 代表取締役 寺川 雄大 669-6432 兵庫県美方郡香美町香住区上計１１９９ 796370122 但馬(豊健)第150-57 令和1年10月11日 令和7年11月30日 令和1年10月11日
000028 7000174327 HIDE OUT gallery 668-0033 豊岡市中央町１８－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小山 俊和 但馬(豊健)第150-58 令和1年10月11日 令和7年11月30日 令和1年10月11日
000028 7000174351 珈琲庵　悠々　どんぐり 669-6732 美方郡新温泉町福富３７７－１ 796825656 菓子製造業 一般 柴田 智子 但馬(豊健)第152-11 令和1年10月11日 令和7年11月30日 令和1年10月11日
000028 7000174377 角谷製菓　城崎製造所 669-6115 豊岡市城崎町来日字小島２１５－１ 796322277 乳製品製造業 一般 角谷製菓株式会社 代表取締役 角谷 隆政 669-6124 兵庫県豊岡市気比４６１４ 796282140 但馬(豊健)第172-1 令和1年10月17日 令和8年11月30日 令和1年10月17日
000028 7000174390 下岡朝市 669-6413 美方郡香美町香住区下岡７６８－２ 796381335 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 亀村 捨夫 但馬(豊健)第150-59 令和1年10月21日 令和7年11月30日 令和1年10月21日
000028 7000174409 かに一番館内ヤマヨシ 669-6433 美方郡香美町香住区沖浦９１１－８ 796370969 魚介類販売業 一般 株式会社ヤマヨシ 代表取締役 山本 卓也 669-6432 兵庫県美方郡香美町香住区上計１１５７番地 796370331 但馬(豊健)第178-15 令和1年10月18日 令和7年11月30日 令和1年10月18日
000028 7000174435 ＣＲＥＥＺＡＮ　城崎本店２ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 796320345 飲食店営業(4)その他 露店 コニー株式会社 代表取締役 西田 正樹 668-0062 兵庫県豊岡市佐野８１番地５ 796236345 但馬(豊健)第150-60 令和1年10月23日 令和6年11月30日 令和1年10月23日
000028 7000174464 ゲストハウス　アミーゴ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 髙山 京子 但馬(豊健)第150-61 令和1年10月24日 令和6年11月30日 令和1年10月24日
000028 7000174526 スナック ｍ ａｎｄ ｍ 668-0033 豊岡市中央町１－２０サファリビル２F 796227555 飲食店営業(4)その他 一般 森本 操 但馬(豊健)第150-62 令和1年10月30日 令和7年11月30日 令和1年10月30日
000028 7000174560 岡見 669-6542 美方郡香美町香住区一日市９３－２ 796348815 飲食店営業(4)その他 一般 池本 大志 但馬(豊健)第150-63 令和1年10月31日 令和7年11月30日 令和1年10月31日
000028 7000174596 白いエプロン 669-6702 美方郡新温泉町浜坂１８４９ 796824401 そうざい製造業 一般 谷岡 整 但馬(豊健)第158-2 令和1年11月5日 令和7年11月30日 令和1年11月5日
000028 7000174617 酒楽Bar 呑米 668-0033 豊岡市中央町１６－３ 796378066 飲食店営業(4)その他 一般 奥山 仁美 但馬(豊健)第150-64 令和1年11月1日 令和7年11月30日 令和1年11月1日
000028 7000174654 ㈲マツエイ 669-6432 美方郡香美町香住区上計１１５２ 796370630 魚介類販売業 一般 有限会社マツエイ 代表取締役 寺川 明秀 669-6432 兵庫県美方郡香美町香住区上計１１５２ 796370630 但馬(豊健)第178-16 令和1年11月8日 令和7年11月30日 令和1年11月8日
000028 7000174686 ＨＡＮＡＢＩ 669-6101 豊岡市城崎町湯島２５１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社稲葉印刷 代表取締役 稲葉 達也 669-6115 兵庫県豊岡市城崎町来日２１６番地の４ 796322220 但馬(豊健)第150-65 令和1年11月8日 令和7年11月30日 令和1年11月8日
000028 7000174693 たにやま食堂 669-5311 豊岡市日高町日置９６３ 796421568 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷山 喜代子 但馬(豊健)第150-66 令和1年11月13日 令和7年11月30日 令和1年11月13日
000028 7000174718 ローソン豊岡神鍋高原店 669-5379 豊岡市日高町名色１１６９－１ 796451888 飲食店営業(4)その他 一般 藤本 尚基 但馬(豊健)第150-68 令和1年11月13日 令和8年11月30日 令和1年11月13日
000028 7000174745 カフェ　猫時間 669-6821 美方郡新温泉町湯８９ 飲食店営業(4)その他 一般 古川 たまえ 但馬(豊健)第150-69 令和1年11月14日 令和7年11月30日 令和1年11月14日
000028 7000174746 ドルフィン 668-0345 豊岡市但東町中山３９７－１ 796560808 飲食店営業(4)その他 一般 中野 徹 但馬(豊健)第150-70 令和1年11月14日 令和7年11月30日 令和1年11月14日
000028 7000174833 四季の旅 669-6115 豊岡市城崎町来日２０５－１ 魚介類販売業 一般 岡原 淳 但馬(豊健)第178-18 令和1年11月21日 令和7年11月30日 令和1年11月21日
000028 7000174834 四季の旅 669-6115 豊岡市城崎町来日２０５－１ 飲食店営業(4)その他 一般 岡原 淳 但馬(豊健)第150-72 令和1年11月21日 令和7年11月30日 令和1年11月21日
000028 7000174849 たこ清 669-5342 豊岡市日高町久斗５３７－２ 796422449 飲食店営業(4)その他 露店 北見 清太郎 但馬(豊健)第150-73 令和1年11月21日 令和6年11月30日 令和1年11月21日
000028 7000174903 ブランコ 669-6227 豊岡市竹野町林６００番地 796480101 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人さいか 理事長 松尾 雅之 669-6227 兵庫県豊岡市竹野町林６００番地 796480101 但馬(豊健)第150-75 令和1年11月27日 令和7年11月30日 令和1年11月27日
000028 7000175041 珈琲処　きくや 669-6101 豊岡市城崎町湯島９３ 796324114 飲食店営業(4)その他 一般 梶高 勝 但馬(豊健)第150-76 令和1年12月4日 令和8年2月28日 令和1年12月4日
000028 7000175054 かどや食堂 669-5365 豊岡市日高町十戸１９－２ 796440397 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 下垣 友弘 但馬(豊健)第150-79 令和1年12月6日 令和8年2月28日 令和1年12月6日
000028 7000175067 ポポロの杜　出石別館 668-0279 豊岡市出石町片間５４ 796525552 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ポポロ 代表取締役 由良 吉子 668-0843 兵庫県豊岡市引野５５ 796225515 但馬(豊健)第150-80 令和1年12月6日 令和8年2月28日 令和1年12月6日
000028 7000175069 焼肉会館豊岡店 668-0033 豊岡市中央町１５－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 清水 厚志 但馬(豊健)第150-77 令和1年12月5日 令和8年2月28日 令和1年12月5日
000028 7000175070 nicotto 668-0873 豊岡市庄境２１５－２ 796348550 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高木 優子 但馬(豊健)第150-78 令和1年12月5日 令和8年2月28日 令和1年12月5日
000028 7000175081 餃子の王将　香住店 669-6544 美方郡香美町香住区香住８８１－１ 796391155 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 Ｒ＆Ｈフード株式会社 代表取締役 藤貞 竜治 668-0003 兵庫県豊岡市江野１６２４ 796391155 但馬(豊健)第150-81 令和1年12月6日 令和8年2月28日 令和1年12月6日
000028 7000175111 マルコ山本商店 669-6433 美方郡香美町香住区沖浦９１１－８ 796370077 魚介類販売業 一般 山本 邦夫 但馬(豊健)第178-20 令和1年12月10日 令和8年2月28日 令和1年12月10日
000028 7000175113 ＭＩＸ　ＢＡＲ　Ｌimit 668-0024 豊岡市寿町２－２６太田ビル１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 宝満 香織 但馬(豊健)第150-82 令和1年12月11日 令和8年2月28日 令和1年12月11日
000028 7000175164 みちかけ葡萄酒店 668-0215 豊岡市出石町魚屋１２７ 飲食店営業(4)その他 一般 成相 淑子 但馬(豊健)第150-85 令和1年12月17日 令和8年2月28日 令和1年12月17日
000028 7000175171 京都なお道　豊岡店 668-0031 豊岡市大手町４－５４Fフードコート 796225602 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社水口 代表取締役 水口 光博 622-0315 京都府船井郡京丹波町質志縄手２９番地 771860983 但馬(豊健)第150-86 令和1年12月17日 令和8年2月28日 令和1年12月17日
000028 7000175172 京都なお道　豊岡店 668-0031 豊岡市大手町４－５４Fフードコート 796225602 菓子製造業 一般 株式会社水口 代表取締役 水口 光博 622-0315 京都府船井郡京丹波町質志縄手２９番地 771860983 但馬(豊健)第152-14 令和1年12月17日 令和8年2月28日 令和1年12月17日
000028 7000175199 日和山食品　直売所 669-6122 豊岡市瀬戸１１８－４ 796282054 飲食店営業(4)その他 一般 日和山観光株式会社 代表取締役 西松 伸二 669-6122 兵庫県豊岡市瀬戸１０９０ 796282500 但馬(豊健)第150-87 令和1年12月20日 令和8年2月28日 令和1年12月20日
000028 7000175340 ローソン香美町香住店 669-6544 美方郡香美町香住区香住１１７７－１ 796365500 飲食店営業(4)その他 一般 佐藤 一路 但馬(豊健)第150-89 令和1年12月23日 令和9年2月28日 令和1年12月23日
000028 7000175426 ＫＩＮＯＳＡＫＩ　ＰＥＴＩＴ　ＲＹＯＫＡＮ　ＫＮＯＴ 669-6101 豊岡市城崎町湯島９２７ 飲食店営業(4)その他 一般 胡谷 禎範 但馬(豊健)第183-4 令和1年12月24日 令和8年2月28日 令和1年12月24日
000028 7000175440 スナック　ＬｉＰ 668-0042 豊岡市京町８－２０トリニティビル２－Ｃ 飲食店営業(4)その他 一般 仲田 直美 但馬(豊健)第150-90 令和1年12月24日 令和8年2月28日 令和1年12月24日
000028 7000175510 ＣＬＵＢ　ＧＬＡＭ 668-0033 豊岡市中央町１０番２８号 飲食店営業(4)その他 一般 ＳｈｉＳｈｉ株式会社 代表取締役 森田 美恵子 668-0033 兵庫県豊岡市中央町１０番２８号 但馬(豊健)第150-91 令和1年12月26日 令和8年2月28日 令和1年12月26日



000028 7000175607 とよた 000-0000 但馬一円 魚介類販売業 自動車 豊田 博美 但馬(豊健)第178-23 令和2年1月16日 令和7年2月28日 令和2年1月16日
000028 7000175612 ローソン豊岡日高祢布店 669-5305 豊岡市日高町祢布７９２－１ 796423377 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 藤本 尚基 但馬(豊健)第150-92 令和2年1月17日 令和9年2月28日 令和2年1月17日
000028 7000175624 安倍商会 668-0251 豊岡市出石町奥山６７５ 食肉処理業 一般 安倍 育登 但馬(豊健)第175-1 令和2年1月20日 令和8年2月28日 令和2年1月20日
000028 7000175625 安倍商会 668-0251 豊岡市出石町奥山６７５ 食肉販売業 一般 安倍 育登 但馬(豊健)第176-14 令和2年1月20日 令和8年2月28日 令和2年1月20日
000028 7000175626 安倍商会 668-0251 豊岡市出石町奥山６７５ 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 安倍 育登 但馬(豊健)第168-2 令和2年1月20日 令和8年2月28日 令和2年1月20日
000028 7000175630 チャッピー 668-0033 豊岡市中央町１４－２３グランディアビル４階Ｃ 796247433 飲食店営業(4)その他 一般 米山 操 但馬(豊健)第150-93 令和2年1月21日 令和8年2月28日 令和2年1月21日
000028 7000175636 季ト時 669-6101 豊岡市城崎町湯島字長崎７９７番地 796208005 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社炭平旅館 代表取締役 中江 幹夫 627-0201 京都府京丹後市丹後町間人３７１８ 772750005 但馬(豊健)第183-5 令和2年1月22日 令和8年2月28日 令和2年1月22日
000028 7000175666 特定非営利活動法人そら 669-5305 豊岡市日高町祢布８９１番地の２ 796203171 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人そら 理事長 齋藤 ゆかり 669-5353 兵庫県豊岡市日高町森山１６０番地 796203171 但馬(豊健)第150-94 令和2年1月27日 令和8年2月28日 令和2年1月27日
000028 7000175673 Ａｎｎ 668-0033 豊岡市中央町１０－５サンプラザビル　３Ｆ３０１ 796237768 飲食店営業(4)その他 一般 福田 ゆかり 但馬(豊健)第150-96 令和2年1月27日 令和8年2月28日 令和2年1月27日
000028 7000175696 もりめ食堂 668-0032 豊岡市千代田町３－６ 飲食店営業(3)旅館 一般 岡田 圭輔 但馬(豊健)第183-6 令和2年1月30日 令和8年2月28日 令和2年1月30日
000028 7000175705 Ｔｏｄｏ　ｂｉｅｎ 668-0033 豊岡市中央町１８－１ 飲食店営業(4)その他 一般 小山 真理子 但馬(豊健)第150-97 令和2年1月28日 令和8年2月28日 令和2年1月28日
000028 7000175714 湯あがりバニラ 669-6101 豊岡市城崎町湯島４０２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 安田 明日香 但馬(豊健)第150-98 令和2年1月30日 令和8年2月28日 令和2年1月30日
000028 7000175715 湯あがりバニラ 669-6101 豊岡市城崎町湯島４０２ アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 安田 明日香 但馬(豊健)第169-4 令和2年1月30日 令和7年2月28日 令和2年1月30日
000028 7000175839 修味 668-0033 豊岡市中央町１０－２０ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉本 修 但馬(豊健)第150-99 令和2年2月6日 令和8年2月28日 令和2年2月6日
000028 7000175869 赤花そばの郷農事組合法人 668-0352 豊岡市但東町赤花１５９－１ 796560081 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 本田 光子 但馬(豊健)第168-3 令和2年2月12日 令和8年2月28日 令和2年2月12日
000028 7000175911 山米加工場 669-6747 美方郡新温泉町三谷３９０－１ 796825028 魚介類販売業 一般 有限会社山米鮮魚 代表取締役 山本 静夫 669-6702 兵庫県美方郡新温泉町浜坂９２９ 796825028 但馬(豊健)第178-24 令和2年2月17日 令和8年2月28日 令和2年2月17日
000028 7000175912 山米加工場 669-6747 美方郡新温泉町三谷３９０－１ 796825028 そうざい製造業 一般 有限会社山米鮮魚 代表取締役 山本 静夫 669-6702 兵庫県美方郡新温泉町浜坂９２９ 796825028 但馬(豊健)第158-3 令和2年2月17日 令和8年2月28日 令和2年2月17日
000028 7000175913 山米加工場 669-6747 美方郡新温泉町三谷３９０－１ 796825028 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 有限会社山米鮮魚 代表取締役 山本 静夫 669-6702 兵庫県美方郡新温泉町浜坂９２９ 796825028 但馬(豊健)第168-4 令和2年2月17日 令和8年2月28日 令和2年2月17日
000028 7000175914 山米加工場 669-6747 美方郡新温泉町三谷３９０－１ 796825028 魚肉ねり製品製造業 一般 有限会社山米鮮魚 代表取締役 山本 静夫 669-6702 兵庫県美方郡新温泉町浜坂９２９ 796825028 但馬(豊健)第180-1 令和2年2月17日 令和8年2月28日 令和2年2月17日
000028 7000175975 収穫体験畑　いまいファーム 669-6116 豊岡市城崎町上山１３１８－２ 796322281 菓子製造業 一般 今井 大介 但馬(豊健)第152-15 令和2年2月20日 令和8年2月28日 令和2年2月20日
000028 7000175981 麻布十番 669-6546 美方郡香美町香住区七日市３７３－３ 796363617 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 澤 真也 但馬(豊健)第150-100 令和2年2月19日 令和8年2月28日 令和2年2月19日
000028 7000176065 旅館　サンルート 669-6101 豊岡市城崎町湯島１０４０－１ 796322479 飲食店営業(3)旅館 一般 山根 司 但馬(豊健)第183-7 令和2年2月25日 令和8年2月28日 令和2年2月25日
000028 7000176073 ローソン湯村温泉店 669-6821 美方郡新温泉町湯１０２４番地の１ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　ローソン 代表取締役 竹増 貞信 141-0032 東京都品川区大崎1丁目11番2号 366353963 但馬(豊健)第150-101 令和2年2月25日 令和9年2月28日 令和2年2月25日
000028 7000176128 くもり空会館 668-0033 豊岡市中央町１３－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一般社団法人ワンノート豊岡 代表理事 中嶋 由紀 668-0033 兵庫県豊岡市中央町１３－２ 5053087929 但馬(豊健)第150-102 令和2年2月27日 令和8年2月28日 令和2年2月27日
000028 7000176213 ローソン香住バイパス店 669-6544 美方郡香美町香住区香住字五反田９０４－１ 796391717 飲食店営業(4)その他 一般 佐藤 一路 但馬(豊健)第150-103 令和2年3月5日 令和8年5月31日 令和2年3月5日
000028 7000176220 八平 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 796561116 飲食店営業(4)その他 露店 有限会社　農村体験館八平 代表取締役 能勢 勇 668-0352 兵庫県豊岡市但東町赤花５７２－１ 796561116 但馬(豊健)第150-104 令和2年3月5日 令和7年5月31日 令和2年3月5日
000028 7000176249 かあさんの店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 澤田 彰子 但馬(豊健)第150-105 令和2年3月10日 令和7年5月31日 令和2年3月10日
000028 7000176323 ローソン香美町和田店 667-1367 美方郡香美町村岡区和田２６９ 飲食店営業(4)その他 一般 中田 幸一 但馬(豊健)第150-106 令和2年3月17日 令和9年5月31日 令和2年3月17日
000028 7000176361 喫茶　案山子 668-0844 豊岡市土渕９５－１ 796224643 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佐々 健 但馬(豊健)第150-107 令和2年3月17日 令和8年5月31日 令和2年3月17日
000028 7000176363 御火浦村おこしグループ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 796801458 飲食店営業(4)その他 露店 脇本 松夫 但馬(豊健)第150-108 令和2年3月17日 令和7年5月31日 令和2年3月17日
000028 7000176366 但馬鴨肉加工センター 669-6728 美方郡新温泉町対田４０９ 796824660 食肉処理業 一般 農事組合法人アイガモの谷口 代表理事 谷口 正友 669-6728 兵庫県美方郡新温泉町対田４０９ 796824660 但馬(豊健)第175－2 令和2年3月18日 令和8年5月31日 令和2年3月18日
000028 7000176367 但馬鴨肉加工センター 669-6728 美方郡新温泉町対田４０９ 796824660 食肉販売業 一般 農事組合法人アイガモの谷口 代表理事 谷口 正友 669-6728 兵庫県美方郡新温泉町対田４０９ 796824660 但馬(豊健)第176-18 令和2年3月18日 令和8年5月31日 令和2年3月18日
000028 7000176368 但馬鴨肉加工センター 669-6728 美方郡新温泉町対田４０９ 796824660 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 農事組合法人アイガモの谷口 代表理事 谷口 正友 669-6728 兵庫県美方郡新温泉町対田４０９ 796824660 但馬(豊健)第168-5 令和2年3月18日 令和8年5月31日 令和2年3月18日
000028 7000176394 ひおりの色 668-0085 豊岡市宮井１２３０ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 多田 智惠子 但馬(豊健)第150-112 令和2年3月19日 令和8年5月31日 令和2年3月19日
000028 7000176395 ＴＥＲＭＥ 669-6101 豊岡市城崎町湯島４７１ 飲食店営業(4)その他 一般 谷口 忠広 但馬(豊健)第150-113 令和2年3月19日 令和8年5月31日 令和2年3月19日
000028 7000176405 ＢＯＳＫ 669-5379 豊岡市日高町名色１３３０－１ 796450206 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岸野 光生 但馬(豊健)第150-110 令和2年3月31日 令和8年5月31日 令和2年3月31日
000028 7000176407 万場高原ロッジ 669-5378 豊岡市日高町万場字栃ケ平８４－３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岸野 光生 但馬(豊健)第150-111 令和2年3月25日 令和8年5月31日 令和2年3月25日
000028 7000176437 つるや旅館 669-6101 豊岡市城崎町湯島６０６ 796322924 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社　松本 代表取締役 柗本 洋一 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島６０６ 796322924 但馬(豊健)第183-8 令和2年3月25日 令和8年5月31日 令和2年3月25日
000028 7000176522 ひと晴れ 668-0011 豊岡市上陰２２８－１ 796233739 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 綾城 佑亮 但馬(豊健)第150-115 令和2年3月30日 令和8年5月31日 令和2年3月30日
000028 7000176524 城崎　秀屋 669-6124 豊岡市気比４４－３５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 筒井 裕子 但馬(豊健)第150-114 令和2年3月30日 令和8年5月31日 令和2年3月30日
000028 7000176592 舞しゃぶ豊岡店 668-0054 豊岡市塩津町１１－６ 796268585 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平成実業有限会社 代表取締役 鈴木 雅之 917-0024 福井県小浜市和久里３５－２０－８ 770565651 但馬(豊健)第150-1 令和2年4月6日 令和8年5月31日 令和2年4月6日
000028 7000176630 スナック　ＢＢ９ 668-0033 豊岡市中央町６－１４パライソビル２Ｆ 796242252 飲食店営業(4)その他 一般 植田 千晶 但馬(豊健)第150-3 令和2年4月7日 令和8年5月31日 令和2年4月7日
000028 7000176642 HONESTBODY LIFE CONDITIONING GYM 669-6546 美方郡香美町香住区七日市１７６－８ 796201325 飲食店営業(4)その他 一般 田淵 健大 但馬(豊健)第150-2 令和2年4月9日 令和8年5月31日 令和2年4月9日
000028 7000176713 一魚一恵 669-6101 豊岡市城崎町湯島２２９ 796531510 そうざい製造業 一般 有限会社岸本工業 代表取締役 岸本 拓士 668-0246 兵庫県豊岡市出石町日野辺４３８－５ 796523555 但馬(豊健)第158-1 令和2年4月16日 令和8年5月31日 令和2年4月16日
000028 7000176714 一魚一恵 669-6101 豊岡市城崎町湯島２２９ 796531510 魚介類販売業 一般 有限会社岸本工業 代表取締役 岸本 拓士 668-0246 兵庫県豊岡市出石町日野辺４３８－５ 796523555 但馬(豊健)第178-2 令和2年4月16日 令和8年5月31日 令和2年4月16日
000028 7000176715 一魚一恵 669-6101 豊岡市城崎町湯島２２９ 796531510 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 有限会社岸本工業 代表取締役 岸本 拓士 668-0246 兵庫県豊岡市出石町日野辺４３８－５ 796523555 但馬(豊健)第168-1 令和2年4月16日 令和8年5月31日 令和2年4月16日
000028 7000176784 蟹のＭＡＲＵＳＨＯ　上治 000-0000 但馬一円 796362893 魚介類販売業 自動車 上治 正弘 但馬(豊健)第178-3 令和2年4月21日 令和7年5月31日 令和2年4月21日
000028 7000176787 有限会社　Ｓａｉｋａ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 796360772 飲食店営業(4)その他 自動車 有限会社Ｓａｉｋａ 代表取締役 松下 弘行 669-6564 兵庫県美方郡香美町香住区下浜６３４ 796360772 但馬(豊健)第150-5 令和2年4月27日 令和7年5月31日 令和2年4月27日
000028 7000176836 ドライブインいずし　豊岡　店頭 668-0256 豊岡市出石町小人１３５－１ 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 但馬(豊健)第151-1 令和2年4月30日 令和7年5月31日 令和2年4月30日
000028 7000176850 いずし堂本店 668-0256 豊岡市出石町小人１３５－１ 796522600 めん類製造業 一般 アシタ日和山株式会社 代表取締役 西松 伸二 669-6122 兵庫県豊岡市瀬戸１０９０ 796282500 但馬(豊健)第166-1 令和2年4月30日 令和8年5月31日 令和2年4月30日
000028 7000176868 ドライブイン余部 669-6671 美方郡香美町香住区余部１７３３－１ 796340315 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 實 但馬(豊健)第150-6 令和2年5月1日 令和8年5月31日 令和2年5月1日
000028 7000176925 合橋特産物研究所 668-0311 豊岡市但東町出合４３３ 796540990 菓子製造業 一般 森井 脩 但馬(豊健)第152-1 令和2年5月8日 令和8年5月31日 令和2年5月8日
000028 7000176952 豊岡劇場 668-0026 豊岡市元町１０－１８ 796346256 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社石橋設計 代表取締役 石橋 秀彦 669-5306 兵庫県豊岡市日高町水上６９番地 796421844 但馬(豊健)第150-7 令和2年5月14日 令和8年5月31日 令和2年5月14日
000028 7000176957 焼肉トミ　ホルモン店 668-0025 豊岡市幸町１１－２ 796223925 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 Ｊ・ＳＯＯ株式会社 代表取締役 尹 俊樹 668-0025 兵庫県豊岡市幸町１１－２ 796223925 但馬(豊健)第150-8 令和2年5月13日 令和8年5月31日 令和2年5月13日
000028 7000176994 焼肉もりや 668-0021 豊岡市泉町１９－１０ 796244129 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡原 淳 但馬(豊健)第150-9 令和2年5月18日 令和8年5月31日 令和2年5月18日
000028 7000176996 味処　２代目　いずし川 668-0261 豊岡市出石町荒木１８７－１ 796525550 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 牧野 優作 但馬(豊健)第168-3 令和2年5月18日 令和8年5月31日 令和2年5月18日
000028 7000176997 味処　２代目　いずし川 668-0261 豊岡市出石町荒木１８７－１ 796525550 食肉販売業 一般 牧野 優作 但馬(豊健)第176-2 令和2年5月18日 令和8年5月31日 令和2年5月18日
000028 7000177001 癒しの宿　こえもん 669-6431 美方郡香美町香住区浦上１２０６ 796370356 飲食店営業(3)旅館 一般 藤原 慎平 但馬(豊健)第183-1 令和2年5月18日 令和8年5月31日 令和2年5月18日
000028 7000177066 風穴庵 669-5372 豊岡市日高町栗栖野６１－１－３ 796450551 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤本 成人 但馬(豊健)第150-11 令和2年5月21日 令和8年5月31日 令和2年5月21日
000028 7000177100 岩本鮮魚 000-0000 美方郡新温泉町内 796920198 魚介類販売業 自動車 岩本 三千子 但馬(豊健)第178-4 令和2年5月25日 令和7年5月31日 令和2年5月25日
000028 7000177120 豊岡市立日高農林産物加工研修所 669-5302 豊岡市日高町岩中１０２番地の１ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社日高振興公社 代表取締役 岡森 且哉 669-5372 兵庫県豊岡市日高町栗栖野５９－１３ 796451331 但馬(豊健)第150-10 令和2年5月26日 令和8年5月31日 令和2年5月26日
000028 7000177137 チョコバナナ 000-0000 県下一円（ただし神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 菓子製造業 自動車 辻井 晴樹 但馬(豊健)第152-2 令和2年5月29日 令和7年5月31日 令和2年5月29日
000028 7000177236 みやた 669-6402 美方郡香美町香住区訓谷５６１－２ 796380908 飲食店営業(3)旅館 一般 宮田 富子 但馬(豊健)第183-2 令和2年6月5日 令和8年8月31日 令和2年6月5日
000028 7000177238 エフ　カフェ 669-6122 豊岡市瀬戸２０２－５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　ワイズエンタープライズ 取締役 中道 陽子 668-0861 兵庫県豊岡市大篠岡７１２－８ 796249614 但馬(豊健)第150-12 令和2年6月9日 令和8年8月31日 令和2年6月9日
000028 7000177252 ワークスさんとぴあ 669-6355 豊岡市竹野町三原８５３ 飲食店営業(4)その他 一般 茨木 光男 但馬(豊健)第150-14 令和2年6月10日 令和8年8月31日 令和2年6月10日
000028 7000177257 プレジュールＪ２ 668-0025 豊岡市幸町１３－１９ 796205285 飲食店営業(4)その他 一般 小野川 幸子 但馬(豊健)第150-13 令和2年6月9日 令和8年8月31日 令和2年6月9日
000028 7000177291 ＢＬＡ－ＫＩ－ＴＥ 668-0047 豊岡市三坂町４－６１ 796228870 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　ミヤケ 代表取締役 三宅 栄治 668-0047 兵庫県豊岡市三坂町４－６１ 796228870 但馬(豊健)第150-15 令和2年6月9日 令和8年8月31日 令和2年6月9日
000028 7000177448 なぎさ 669-6402 美方郡香美町香住区訓谷１０５番地 796380335 飲食店営業(3)旅館 一般 亀村 将人 但馬(豊健)第183-3 令和2年6月25日 令和8年8月31日 令和2年6月25日
000028 7000177450 庵々 669-5341 豊岡市日高町国分寺８７８－８大和ビル１０１号 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 勝利 但馬(豊健)第150-16 令和2年6月26日 令和8年8月31日 令和2年6月26日
000028 7000177483 居組サンビーチ 669-6751 美方郡新温泉町居組浜頭 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 房安 巧 但馬(豊健)第150-17 令和2年6月29日 令和8年8月31日 令和2年6月29日
000028 7000177487 居酒屋　夢まる 668-0021 豊岡市泉町６－２５ 796233878 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　夢グループ 代表取締役 西浦 雄次郎 668-0841 兵庫県豊岡市加陽９６４ 但馬(豊健)第150-18 令和2年6月26日 令和8年8月31日 令和2年6月26日
000028 7000177488 ラウンジ　夢工場 668-0021 豊岡市泉町６－２５ 796231880 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　夢グループ 代表取締役 西浦 雄次郎 668-0841 兵庫県豊岡市加陽９６４ 但馬(豊健)第150-19 令和2年6月26日 令和8年8月31日 令和2年6月26日
000028 7000177490 ラーメン王国　夢吉 668-0053 豊岡市九日市中町１２０ 796238922 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　夢グループ 代表取締役 西浦 雄次郎 668-0841 兵庫県豊岡市加陽９６４ 但馬(豊健)第150-20 令和2年6月26日 令和8年8月31日 令和2年6月26日
000028 7000177498 ドーナツこども食堂 668-0045 豊岡市城南町２３－６豊岡健康福祉センター　３階 796261101 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人　コウノトリ豊岡・いのちのネットワーク 理事 北村 彰秀 668-0045 兵庫県豊岡市城南町２３－６豊岡健康福祉センター３階 796261101 但馬(豊健)第150-21 令和2年6月30日 令和8年8月31日 令和2年6月30日
000028 7000177566 澄風荘 669-6702 美方郡新温泉町浜坂１８５６－１ 796824401 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社　澄風荘 代表取締役 谷岡 直哉 669-6702 兵庫県美方郡新温泉町浜坂１８５６－１ 796824401 但馬(豊健)第183-4 令和2年7月7日 令和8年8月31日 令和2年7月7日
000028 7000177620 旬彩美酒あまの 668-0032 豊岡市千代田町３－６ 796378200 菓子製造業 一般 天野 猛 但馬(豊健)第152-3 令和2年7月13日 令和8年8月31日 令和2年7月13日
000028 7000177621 旬彩美酒あまの 668-0032 豊岡市千代田町３－６ 796378200 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 天野 猛 但馬(豊健)第168-4 令和2年7月13日 令和8年8月31日 令和2年7月13日
000028 7000177625 みつば 669-6201 豊岡市竹野町竹野１４番地 796471067 飲食店営業(3)旅館 一般 仲才 信夫 但馬(豊健)第183-5 令和2年7月13日 令和8年8月31日 令和2年7月13日
000028 7000177626 ぱんぷきん 669-6201 豊岡市竹野町竹野１４６２－７ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川口 匡 但馬(豊健)第150-23 令和2年7月13日 令和8年8月31日 令和2年7月13日
000028 7000177627 Ｈａｂｉｔ　Ｋｉｔｃｈｅｎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 細川 和也 但馬(豊健)第150-24 令和2年7月13日 令和7年8月31日 令和2年7月13日
000028 7000177662 和ごころや 668-0242 豊岡市出石町桐野１１８５－１ 796524462 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 大本 由紀子 但馬(豊健)第150-25 令和2年7月16日 令和8年8月31日 令和2年7月16日
000028 7000177663 ビリケン　ＴＯ　レジェンド 668-0033 豊岡市中央町１－５ 796348688 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 桑嶋 美由紀 但馬(豊健)第150-26 令和2年7月15日 令和8年8月31日 令和2年7月15日
000028 7000177689 いつかの馬鹿ップル 668-0031 豊岡市大手町１－２７ 796226125 菓子製造業 一般 株式会社コーポレーション大丸 代表取締役 奥田 会造 668-0031 兵庫県豊岡市大手町１－２７ 796226125 但馬(豊健)第152-4 令和2年7月17日 令和8年8月31日 令和2年7月17日
000028 7000177695 海鮮にしとも 669-6543 美方郡香美町香住区若松７１１－１２ 796365220 魚介類販売業 一般 有限会社西友商店 代表取締役 西川 愛子 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松７１１－１２ 796365220 但馬(豊健)第178-5 令和2年7月20日 令和8年8月31日 令和2年7月20日
000028 7000177700 パン工房　ハピネス 669-6331 豊岡市竹野町坊岡３２９ 796480156 菓子製造業 一般 宇都出 澄代 但馬(豊健)第152-5 令和2年7月22日 令和8年8月31日 令和2年7月22日
000028 7000177730 ＲＩＮ・１９９８・ 668-0033 豊岡市中央町５－７ 796221955 飲食店営業(4)その他 一般 家元 ゆかり 但馬(豊健)第150-29 令和2年7月22日 令和8年8月31日 令和2年7月22日
000028 7000177731 Ｒ ２０２０ 668-0033 豊岡市中央町５－７ 飲食店営業(4)その他 一般 家元 ゆかり 但馬(豊健)第150-28 令和2年7月22日 令和8年8月31日 令和2年7月22日
000028 7000177747 美方ファーム株式会社 667-1321 美方郡香美町村岡区大糠字岡田２６－１ 796981522 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 美方ファーム株式会社 代表取締役 成田 毅 667-1314 兵庫県美方郡香美町村岡区萩山１７８－２ 796981522 但馬(豊健)第168-5 令和2年7月22日 令和8年8月31日 令和2年7月22日
000028 7000177749 レストラン＆カフェ玄武洞 668-0801 豊岡市赤石１３６２ 796233821 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社玄武洞観光 代表取締役 田中 愼一 668-0801 兵庫県豊岡市赤石１３６２ 796233821 但馬(豊健)第169-1 令和2年7月22日 令和7年8月31日 令和2年7月22日
000028 7000177754 大ちゃん 669-6201 豊岡市竹野町竹野浜 飲食店営業(4)その他 露店 有限会社　大木本建設 代表取締役 大木本 芳弘 668-0015 兵庫県豊岡市一日市１６６－２ 796231015 但馬(豊健)第150-27 令和2年7月28日 令和7年8月31日 令和2年7月28日
000028 7000177755 うち家 668-0873 豊岡市庄境２４０ 796239595 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大友 朝子 但馬(豊健)第150-30 令和2年7月28日 令和8年8月31日 令和2年7月28日
000028 7000177764 ひさご 667-1533 美方郡香美町小代区秋岡１３４５ 796972249 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 久後 良太 但馬(豊健)第150-31 令和2年7月28日 令和8年8月31日 令和2年7月28日
000028 7000177808 焼肉もりや 668-0021 豊岡市泉町１９－１０ 796244129 食肉販売業 一般 岡原 淳 但馬(豊健)第176-5 令和2年7月31日 令和8年8月31日 令和2年7月31日
000028 7000177819 Rommy 668-0851 豊岡市今森４６８－１ 菓子製造業 一般 平田 ひろみ 但馬(豊健)第152-6 令和2年7月31日 令和8年8月31日 令和2年7月31日
000028 7000177829 但馬飯 669-6544 美方郡香美町香住区香住１５０－３ 796364623 魚介類販売業 一般 松岡 邦男 但馬(豊健)第178-7 令和2年7月31日 令和8年8月31日 令和2年7月31日
000028 7000177832 こうのとり風土セントラルファーム 668-0085 豊岡市宮井１２３０ 796290808 飲食店営業(4)その他 一般 こうのとり風土合同会社 代表社員 綿田 謙 668-0085 兵庫県豊岡市宮井１３８ 796290808 但馬(豊健)第150-33 令和2年8月5日 令和8年8月31日 令和2年8月5日
000028 7000177840 石高商店 668-0224 豊岡市出石町本町４２－２ 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 石高 正人 但馬(豊健)第168-6 令和2年8月5日 令和8年8月31日 令和2年8月5日
000028 7000177841 石高商店 668-0224 豊岡市出石町本町４２－２ 魚介類販売業 一般 石高 正人 但馬(豊健)第178-8 令和2年8月5日 令和8年8月31日 令和2年8月5日
000028 7000177860 松しん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 魚介類販売業 自動車 松岡 泰弘 但馬(豊健)第178-9 令和2年8月6日 令和7年8月31日 令和2年8月6日
000028 7000177884 パーチェ秀屋（Pece hideya) 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 吉末 秀之 但馬(豊健)第150-34 令和2年8月11日 令和7年8月31日 令和2年8月11日
000028 7000177903 をり鶴 669-6101 豊岡市城崎町湯島３９６ 796322203 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷山 正利 但馬(豊健)第150-36 令和2年8月17日 令和8年8月31日 令和2年8月17日
000028 7000177907 お好み焼　翁 668-0031 豊岡市大手町１－３０ 796237595 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社翁 代表取締役 安木 一隆 669-5355 兵庫県豊岡市日高町篠垣３０４－１ 796441233 但馬(豊健)第150-35 令和2年8月13日 令和8年8月31日 令和2年8月13日
000028 7000177909 焼肉　げん天 668-0221 豊岡市出石町町分３９１－１ 796525536 食肉販売業 一般 幸岡 智 但馬(豊健)第176-6 令和2年8月11日 令和8年8月31日 令和2年8月11日
000028 7000177932 喫茶　スカイ 669-6702 美方郡新温泉町浜坂２４１１－３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 織戸 満寿美 但馬(豊健)第150-37 令和2年8月13日 令和8年8月31日 令和2年8月13日
000028 7000177954 みずもと 669-6216 豊岡市竹野町切浜５７１ 796470229 飲食店営業(3)旅館 一般 水本 みゆき 但馬(豊健)第183-6 令和2年8月19日 令和8年8月31日 令和2年8月19日
000028 7000178084 むらおか夢アグリ株式会社 667-1361 美方郡香美町村岡区原１４－３ 796802154 みそ製造業 一般 むらおか夢アグリ株式会社 代表取締役 今井 裕子 667-1363 兵庫県美方郡香美町村岡区味取３０７ 796802154 但馬(豊健)第160-1 令和2年8月28日 令和8年8月31日 令和2年8月28日
000028 7000178094 リバーサイドまるやま 669-6124 豊岡市気比３６８５番地 796282374 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社リバーサイドまるやま 代表取締役 竹内 伸吾 669-6124 兵庫県豊岡市気比３６８５番地 796282374 但馬(豊健)第183-7 令和2年8月31日 令和8年8月31日 令和2年8月31日
000028 7000178122 姫 668-0033 豊岡市中央町１０－５サンプラザ豊岡　１Ｆ１０２号 飲食店営業(4)その他 一般 日下部 裕子 但馬(豊健)第150-39 令和2年8月31日 令和8年8月31日 令和2年8月31日
000028 7000178197 お宿　ひさ家 667-1344 美方郡香美町村岡区大笹７５６番地の２ 796960211 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社ニチレク 代表取締役 田渕 和彦 563-0055 大阪府池田市菅原町１１番９号ニチレク池田桜通り 662433351 但馬(豊健)第183-8 令和2年9月9日 令和8年11月30日 令和2年9月9日
000028 7000178199 カネリョウ商店 669-6671 美方郡香美町香住区余部１０７６－６ 796340181 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社カネリョウ商店 代表取締役 寺川 修司 669-6671 兵庫県美方郡香美町香住区余部１０７６－６ 796340181 但馬(豊健)第168-7 令和2年9月8日 令和8年11月30日 令和2年9月8日
000028 7000178208 toyooka move 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 松宮 未来子 但馬(豊健)第151-6 令和2年9月10日 令和7年11月30日 令和2年9月10日
000028 7000178229 asagiri 669-6722 美方郡新温泉町高末２８３ 796822158 菓子製造業 一般 尾﨑 魅夏 但馬(豊健)第152-7 令和2年9月14日 令和8年11月30日 令和2年9月14日



000028 7000178288 たじま炭火焼肉　輪が家 668-0873 豊岡市若松町３－１４ 796348911 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 清水 厚志 但馬(豊健)第150-41 令和2年9月18日 令和8年11月30日 令和2年9月18日
000028 7000178289 トキワ　サブキッチン 669-6553 美方郡香美町香住区三谷７３５ 796364001 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社トキワ 代表取締役 柴崎 明郎 669-6553 兵庫県美方郡香美町香住区三谷７３５ 796364001 但馬(豊健)第150-40 令和2年9月18日 令和8年11月30日 令和2年9月18日
000028 7000178290 豊岡市立出石農産物加工所 668-0206 豊岡市出石町福居９４８ 清涼飲料水製造業 一般 池内 修 但馬(豊健)第154-1 令和2年9月23日 令和9年11月30日 令和2年9月23日
000028 7000178291 豊岡市立出石農産物加工所 668-0206 豊岡市出石町福居９４８ ソース類製造業 一般 池内 修 但馬(豊健)第162-1 令和2年9月23日 令和9年11月30日 令和2年9月23日
000028 7000178292 豊岡市立出石農産物加工所 668-0206 豊岡市出石町福居９４８ そうざい製造業 一般 池内 修 但馬(豊健)第158-2 令和2年9月23日 令和9年11月30日 令和2年9月23日
000028 7000178382 フレッシュバザール豊岡正法寺パーク店 668-0063 豊岡市正法寺１１２ 796293377 喫茶店営業 自動販売機 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第151-7 令和2年9月29日 令和8年11月30日 令和2年9月29日
000028 7000178419 森久男商店 669-6544 美方郡香美町香住区香住８－２ 796362590 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 森 浩之 但馬(豊健)第168-8 令和2年9月30日 令和7年11月30日 令和2年9月30日
000028 7000178432 中華料理　一品香 669-5306 豊岡市日高町水上１８－１ 796206687 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佰吉商事株式会社 代表取締役 井上 春美 667-0022 兵庫県養父市八鹿町下網場３４３－３ 796633122 但馬(豊健)第150-43 令和2年10月6日 令和8年11月30日 令和2年10月6日
000028 7000178459 本巣ヱ 669-6101 豊岡市城崎町湯島字松崎９７ 796320755 菓子製造業 一般 株式会社炭平旅館 代表取締役 中江 幹夫 627-0201 京都府京丹後市丹後町間人３７１８ 772750005 但馬(豊健)第152-8 令和2年10月8日 令和8年11月30日 令和2年10月8日
000028 7000178460 本巣ヱ 669-6101 豊岡市城崎町湯島字松崎９７ 796320755 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社炭平旅館 代表取締役 中江 幹夫 627-0201 京都府京丹後市丹後町間人３７１８ 772750005 但馬(豊健)第168-9 令和2年10月8日 令和8年11月30日 令和2年10月8日
000028 7000178479 居酒屋　漁珍 668-0011 豊岡市上陰２１８－３ 796231929 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松永 良一 但馬(豊健)第150-44 令和2年10月9日 令和8年11月30日 令和2年10月9日
000028 7000178502 つぼ八　豊岡店 668-0013 豊岡市中陰５８９－１ 796249595 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　スタミナフードシステム 代表取締役 森山 順一郎 668-0013 兵庫県豊岡市中陰５８９－１ 796290610 但馬(豊健)第150-45 令和2年10月14日 令和8年11月30日 令和2年10月14日
000028 7000178581 紀ノ川　四号店 668-0033 豊岡市中央町１２－１７ 796224817 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 帆前 達章 但馬(豊健)第150-46 令和2年10月20日 令和8年11月30日 令和2年10月20日
000028 7000178585 マルヘイ水産 669-6751 美方郡新温泉町居組３４１－２ 魚介類販売業 一般 成瀬 陽平 但馬(豊健)第178-11 令和2年10月22日 令和8年11月30日 令和2年10月22日
000028 7000178586 こうのとりの郷駅応援団「ぽっぽや」 668-0815 豊岡市日撫２６５－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 水田 愛美 但馬(豊健)第150-47 令和2年10月22日 令和8年11月30日 令和2年10月22日
000028 7000178677 Ｍａｎｇｉａｒｅ 668-0832 豊岡市倉見４４０ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 安田 宏子 但馬(豊健)第150-48 令和2年10月28日 令和8年11月30日 令和2年10月28日
000028 7000178678 Ｍａｎｇｉａｒｅ 668-0832 豊岡市倉見４４０ 菓子製造業 一般 安田 宏子 但馬(豊健)第152-9 令和2年10月28日 令和8年11月30日 令和2年10月28日
000028 7000178732 cafe bloom 669-6821 美方郡新温泉町湯１２４０ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松本 千晶 但馬(豊健)第150-49 令和2年10月30日 令和8年11月30日 令和2年10月30日
000028 7000178733 cafe bloom 669-6821 美方郡新温泉町湯１２４０ 菓子製造業 一般 松本 千晶 但馬(豊健)第152-10 令和2年10月30日 令和8年11月30日 令和2年10月30日
000028 7000178756 フレッシュバザール香住パーク店 669-6544 美方郡香美町香住区香住８８２－１ 796391122 喫茶店営業 自動販売機 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第151-9 令和2年11月5日 令和8年11月30日 令和2年11月5日
000028 7000178757 フレッシュバザール香住パーク店 669-6544 美方郡香美町香住区香住８８２－１ 796391122 菓子製造業 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(豊健)第152-11 令和2年11月5日 令和9年11月30日 令和2年11月5日
000028 7000178769 芦屋荘 669-6714 美方郡新温泉町芦屋４４３ 796825341 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社芦屋荘 代表取締役 田中 賀之 669-6714 兵庫県美方郡新温泉町芦屋４４３ 796825341 但馬(豊健)第183-9 令和2年10月30日 令和8年11月30日 令和2年10月30日
000028 7000178777 合同会社きよし水産 669-6115 豊岡市城崎町来日１５３－２ 796323708 そうざい製造業 一般 合同会社きよし水産 代表社員 前場 清 669-6115 兵庫県豊岡市城崎町来日１５３－２ 但馬(豊健)第158-4 令和2年11月9日 令和8年11月30日 令和2年11月9日
000028 7000178778 合同会社きよし水産 669-6115 豊岡市城崎町来日１５３－２ 796323708 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 合同会社きよし水産 代表社員 前場 清 669-6115 兵庫県豊岡市城崎町来日１５３－２ 但馬(豊健)第168-10 令和2年11月9日 令和8年11月30日 令和2年11月9日
000028 7000178831 矢田川フィッシングセンター 667-1311 美方郡香美町村岡区村岡中小屋１６５４ 796940652 菓子製造業 一般 小林 孝顕 但馬(豊健)第152-12 令和2年11月11日 令和7年11月30日 令和2年11月11日
000028 7000178908 スナックひまわり 668-0033 豊岡市中央町１４－２３グランディア２Ｆ 796248188 飲食店営業(4)その他 一般 岡田 敦彦 但馬(豊健)第150-50 令和2年11月20日 令和8年11月30日 令和2年11月20日
000028 7000178951 笑起堂 669-6101 豊岡市城崎町湯島６７９ あん類製造業 一般 森 崇詞 但馬(豊健)第153-1 令和2年11月25日 令和8年11月30日 令和2年11月25日
000028 7000178952 笑起堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 森 崇詞 但馬(豊健)第152-13 令和2年11月25日 令和7年11月30日 令和2年11月25日
000028 7000178995 Ｂａｒｒｅｌ　Ｈｏｕｓｅ 668-0032 豊岡市千代田町３－１６ 飲食店営業(4)その他 一般 中西 昭人 但馬(豊健)第150-52 令和2年11月27日 令和8年11月30日 令和2年11月27日
000028 7000179024 河本商店 669-6101 豊岡市城崎町湯島２３５ 796322003 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社河本商店 代表取締役 河本 正行 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島２３５ 796322003 但馬(豊健)第150-53 令和2年11月30日 令和8年11月30日 令和2年11月30日
000028 7000179037 スペーシア山王 668-0044 豊岡市山王町２－１５ 796220581 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社キョウワ 代表取締役 森田 勝己 668-0852 兵庫県豊岡市江本５８３番地 796231180 但馬(豊健)第150-54 令和2年11月30日 令和8年11月30日 令和2年11月30日
000028 7000179107 ミニストップ豊岡正法寺店 668-0063 豊岡市正法寺５９９－１ 796245117 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 小田根 恵美 但馬(豊健)第169-2 令和2年12月11日 令和8年2月28日 令和2年12月11日
000028 7000179111 ミニストップ豊岡正法寺店 668-0063 豊岡市正法寺５９９－１ 796245117 飲食店営業(4)その他 一般 小田根 恵美 但馬(豊健)第150-55 令和2年12月11日 令和9年2月28日 令和2年12月11日
000028 7000179226 夕凪の丘 669-6541 美方郡香美町香住区境５４８ 796363553 飲食店営業(3)旅館 一般 さかえ開発株式会社 代表取締役 守山 重人 669-6541 兵庫県美方郡香美町香住区境１１０４－５４ 796362090 但馬(豊健)第183-10 令和2年12月22日 令和9年2月28日 令和2年12月22日
000028 7000179227 夕凪の丘 669-6541 美方郡香美町香住区境５４８ 796363553 魚介類販売業 一般 さかえ開発株式会社 代表取締役 守山 重人 669-6541 兵庫県美方郡香美町香住区境１１０４－５４ 796362090 但馬(豊健)第178-15 令和2年12月22日 令和9年2月28日 令和2年12月22日
000028 7000179246 スナック　エデン 669-5311 豊岡市日高町日置４３ 796425658 飲食店営業(4)その他 一般 坂井 理恵 但馬(豊健)第150-56 令和2年12月23日 令和9年2月28日 令和2年12月23日
000028 7000179265 ＡＭＩＧＯ　アミゴ 668-0033 豊岡市中央町１３－３ 796346649 飲食店営業(4)その他 一般 岡田 マリアン 但馬(豊健)第150-57 令和2年12月25日 令和9年2月28日 令和2年12月25日
000028 7000179288 ＣＲＵＭＢ　ｂｒｅａｄ＆ｃｏｆｆｅｅ 669-6546 美方郡香美町香住区七日市３９８－１ 飲食店営業(4)その他 一般 本庄 弘和 但馬(豊健)第150-58 令和2年12月25日 令和9年2月28日 令和2年12月25日
000028 7000179289 ＣＲＵＭＢ　ｂｒｅａｄ＆ｃｏｆｆｅｅ 669-6546 美方郡香美町香住区七日市３９８－１ 菓子製造業 一般 本庄 弘和 但馬(豊健)第152-14 令和2年12月25日 令和9年2月28日 令和2年12月25日
000028 7000179376 ユニＢＡＲ　ＳｕＰｌｅ 668-0024 豊岡市寿町２－２６Ｋｉｎｇｓ　Ｃｏｒｎｅｒ　２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 宝満 飛鳥 但馬(豊健)第150-60 令和3年1月13日 令和9年2月28日 令和3年1月13日
000028 7000179379 Atelier　15時 668-0852 豊岡市江本２８４－２ 796214524 菓子製造業 一般 岡本 沙知 但馬(豊健)第152-16 令和3年1月14日 令和9年2月28日 令和3年1月14日
000028 7000179385 市松鮮魚店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 魚介類販売業 自動車 山根 健雄 但馬(豊健)第178-16 令和3年1月18日 令和8年2月28日 令和3年1月18日
000028 7000179434 お多福庵 668-0032 豊岡市千代田町９－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 坂根 多惠子 但馬(豊健)第150-61 令和3年1月20日 令和9年2月28日 令和3年1月20日
000028 7000179439 山長商店 669-6753 美方郡新温泉町諸寄５１６ 796824511 そうざい製造業 一般 山田 雅一 但馬(豊健)第158-5 令和3年1月18日 令和9年2月28日 令和3年1月18日
000028 7000179573 ラウンジ甘露 669-6101 豊岡市城崎町湯島４８１ 796322331 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　古まん 代表取締役 日生下 民夫 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島４８１ 796322331 但馬(豊健)第150-62 令和3年1月29日 令和9年2月28日 令和3年1月29日
000028 7000179583 石田屋 669-6544 美方郡香美町香住区香住１２６５－５ 796360891 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 石田 裕二 但馬(豊健)第168-12 令和3年2月2日 令和9年2月28日 令和3年2月2日
000028 7000179595 ちょっとＢａｒ茶々 668-0033 豊岡市中央町１３－２０ 飲食店営業(4)その他 一般 木崎 照美 但馬(豊健)第150-64 令和3年2月3日 令和9年2月28日 令和3年2月3日
000028 7000179647 バイクカフェ＆ＢａｒみるくⅡ 668-0345 豊岡市但東町中山８０６－８ 飲食店営業(4)その他 一般 木崎 照美 但馬(豊健)第150-65 令和3年2月9日 令和9年2月28日 令和3年2月9日
000028 7000179676 合同会社きよし水産 669-6115 豊岡市城崎町来日１５３－２ 796323708 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社きよし水産 代表社員 前場 清 669-6115 兵庫県豊岡市城崎町来日１５３－２ 但馬(豊健)第150-66 令和3年2月10日 令和9年2月28日 令和3年2月10日
000028 7000179677 合同会社きよし水産 669-6115 豊岡市城崎町来日１５３－２ 796323708 魚介類販売業 一般 合同会社きよし水産 代表社員 前場 清 669-6115 兵庫県豊岡市城崎町来日１５３－２ 但馬(豊健)第178-17 令和3年2月10日 令和9年2月28日 令和3年2月10日
000028 7000179700 大豊機工(株)工作部①　自販機コーナー 668-0013 豊岡市中陰４７０ 796231500 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 但馬(豊健)第151-17 令和3年2月15日 令和8年2月28日 令和3年2月15日
000028 7000179712 道の駅神鍋高原　自販機コーナー 669-5372 豊岡市日高町栗栖野５９－１３ 796451331 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 但馬(豊健)第151-14 令和3年2月15日 令和8年2月28日 令和3年2月15日
000028 7000179718 咲々 668-0084 豊岡市福田１２１－１ めん類製造業 一般 山田 雅 但馬(豊健)第166-2 令和3年2月16日 令和9年2月28日 令和3年2月16日
000028 7000179719 咲々 668-0084 豊岡市福田１２１－１ 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 山田 雅 但馬(豊健)第168-14 令和3年2月16日 令和9年2月28日 令和3年2月16日
000028 7000179727 株式会社富士見屋 669-6101 豊岡市城崎町湯島７３０－１ 796322624 魚介類販売業 一般 株式会社富士見屋 代表取締役 松本 淳志 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島７３０ 796322624 但馬(豊健)第178-18 令和3年2月16日 令和9年2月28日 令和3年2月16日
000028 7000179728 株式会社富士見屋 669-6101 豊岡市城崎町湯島７３０－１ 796322624 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社富士見屋 代表取締役 松本 淳志 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島７３０ 796322624 但馬(豊健)第168-13 令和3年2月16日 令和9年2月28日 令和3年2月16日
000028 7000179733 つばきの旅館 669-6101 豊岡市城崎町湯島７８１ 0796-32-2131 魚介類販売業 一般 有限会社　つばきの旅館 代表取締役 椿野 泰宏 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島７８１ 0796-32-2131 但馬(豊健)第178-19 令和3年2月16日 令和9年2月28日 令和3年2月16日
000028 7000179734 つばきの旅館 669-6101 豊岡市城崎町湯島７８１ 0796-32-2131 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 有限会社　つばきの旅館 代表取締役 椿野 泰宏 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島７８１ 0796-32-2131 但馬(豊健)第168-15 令和3年2月16日 令和9年2月28日 令和3年2月16日
000028 7000179745 そば庄 668-0223 豊岡市出石町鉄砲２７－１３ 796525479 食肉販売業 一般 有限会社　そば庄 代表取締役 川原 千尋 668-0232 兵庫県豊岡市出石町宵田１２９ 796522432 但馬(豊健)第176-12 令和3年2月18日 令和9年2月28日 令和3年2月18日
000028 7000179879 宙の森ホテル　花郷里 667-1503 美方郡香美町小代区大谷３００ 796996009 菓子製造業 一般 株式会社宙の森 代表取締役 田中 誉人 667-1511 兵庫県美方郡香美町小代区神水５４５－１ 796973275 但馬(豊健)第152-17 令和3年2月26日 令和9年2月28日 令和3年2月26日
000028 7000179912 くい亭 668-0032 豊岡市千代田町３－１４ 796262277 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 池口 信行 但馬(豊健)第150-68 令和3年3月3日 令和8年5月31日 令和3年3月3日
000028 7000179928 ろあん湯村 669-6821 美方郡新温泉町湯１２２０－２ 796939668 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ろあん久美浜合同会社 代表社員 松田 文武 669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯１２２０－２ 796939668 但馬(豊健)第150-69 令和3年3月4日 令和9年5月31日 令和3年3月4日
000028 7000179951 公立村岡病院日清事業所 667-1311 美方郡香美町村岡区村岡３０３６－１ 796997551 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役社長 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内２－７－３ 332873611 但馬(豊健)第150-70 令和3年3月5日 令和10年5月31日 令和3年3月5日
000028 7000179952 麺屋てんかむてき村岡店 667-1321 美方郡香美町村岡区大糠２６－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長島 里菜 但馬(豊健)第150-71 令和3年3月5日 令和9年5月31日 令和3年3月5日
000028 7000180026 食楽酒房とつ 668-0032 豊岡市千代田町７－１０ 796237141 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平井 祐介 但馬(豊健)第150-72 令和3年3月12日 令和9年5月31日 令和3年3月12日
000028 7000180062 笑福 すまいる 000-0000 但馬一円 菓子製造業 露店 森田 景子 但馬(豊健)第152-18 令和3年3月15日 令和8年5月31日 令和3年3月15日
000028 7000180092 鉄板焼　真味 668-0056 豊岡市妙楽寺５３５－１ 796230661 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡田 恵 但馬(豊健)第150-73 令和3年3月18日 令和9年5月31日 令和3年3月18日
000028 7000180137 自動製氷貯氷搬出施設 669-6542 美方郡香美町香住区一日市１９８－８ 796361331 氷雪製造業 一般 但馬漁業協同組合 代表理事組合長 村瀬 晴好 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松７４７ 796361331 但馬(豊健)第156-1 令和3年3月22日 令和9年5月31日 令和3年3月22日
000028 7000180140 Ｗｉｎｅ　ａｎｄ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｓ 668-0033 豊岡市中央町１８－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 坂本 頌太郎 但馬(豊健)第150-74 令和3年3月23日 令和9年5月31日 令和3年3月23日
000028 7000180182 スナック　都 669-6101 豊岡市城崎町湯島５４０ 796322521 飲食店営業(4)その他 一般 泉都観光株式会社 代表取締役 藤原 範之 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島５４０ 796322521 但馬(豊健)第150-76 令和3年3月25日 令和9年5月31日 令和3年3月25日
000028 7000180192 ナチュロバロリスの森 669-5359 豊岡市日高町羽尻１５１０ 796440001 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 アドバンス株式会社 代表取締役 鷲尾 晋 669-5372 兵庫県豊岡市日高町栗栖野６０番地 796451545 但馬(豊健)第150-75 令和3年3月26日 令和9年5月31日 令和3年3月26日
000028 7000180214 白星 669-6702 美方郡新温泉町浜坂２３８９－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 倉田 淳平 但馬(豊健)第150-78 令和3年3月26日 令和9年5月31日 令和3年3月26日
000028 7000180229 ｏｆｆｉｃｅｋｅｉ 668-0214 豊岡市出石町内町１０７－１ 796348816 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ｏｆｆｉｃｅｋｅｉ 代表取締役 中地 恵美子 668-0214 兵庫県豊岡市出石町内町１０７－１ 796348816 但馬(豊健)第150-79 令和3年3月26日 令和9年5月31日 令和3年3月26日
000028 7000180277 生涯学習のむら 669-6821 美方郡新温泉町湯字中山７５３ 796922777 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社温泉町夢公社 代表取締役 猪坂 悦司 669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯1371 796922002 但馬(豊健)第183-11 令和3年3月29日 令和9年5月31日 令和3年3月29日
000028 7000180279 宙の森ホテル　花郷里 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社宙の森 代表取締役 田中 誉人 667-1511 兵庫県美方郡香美町小代区神水５４５－１ 796996009 但馬(豊健)第150-80 令和3年3月30日 令和8年5月31日 令和3年3月30日
000028 7000180315 咲楽屋 668-0232 豊岡市出石町宵田９－２ 796525701 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 古川 潤 但馬(豊健)第150-82 令和3年3月31日 令和9年5月31日 令和3年3月31日
000028 7000180341 芸術文化観光専門職大学 668-0044 豊岡市山王町７－５２ 796293087 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人　セルフサポートいずし 理事長 宮下 典子 668-0031 兵庫県豊岡市大手町２－２５ 796293087 但馬(豊健)第150-1 令和3年4月5日 令和10年5月31日 令和3年4月5日
000028 7000180353 翁　コープデイズ豊岡店 668-0023 豊岡市加広町１－３２コープデイズ１Fフードコート 796227752 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 河嶋 弥世 但馬(豊健)第150-2 令和3年4月6日 令和9年5月31日 令和3年4月6日
000028 7000180383 株式会社ハマダセイ 669-6541 美方郡香美町香住区境１１２４－７ 796208760 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社ハマダセイ 代表取締役 島﨑 誠 669-6541 兵庫県美方郡香美町香住区境１１２４番地 796360668 但馬(豊健)第150-4 令和3年4月8日 令和10年5月31日 令和3年4月8日
000028 7000180406 ズーチーズ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 鶴田 晋一 但馬(豊健)第150-5 令和3年4月9日 令和8年5月31日 令和3年4月9日
000028 7000180408 お茶処　Ｋａｎｎｏｎ 669-6545 美方郡香美町香住区森８６２ 796360602 飲食店営業(4)その他 一般 大乗寺 代表役員 長谷部 真道 669-6545 兵庫県美方郡香美町香住区森８６０ 796360602 但馬(豊健)第150-6 令和3年4月12日 令和9年5月31日 令和3年4月12日
000028 7000180429 バラエティーミートショップ　スタミナ  ＆ひとり焼肉　豊岡店 668-0013 豊岡市中陰６３１－１ 796245629 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社スタミナホールディングス 代表取締役 岡藤 初美 668-0013 兵庫県豊岡市中陰６３１－１ 796234191 但馬(豊健)第150-7 令和3年4月12日 令和9年5月31日 令和3年4月12日
000028 7000180430 バラエティーミートショップ　スタミナ  ＆ひとり焼肉　豊岡店 668-0013 豊岡市中陰６３１－１ 796245629 食肉販売業 一般 株式会社スタミナホールディングス 代表取締役 岡藤 初美 668-0013 兵庫県豊岡市中陰６３１－１ 796234191 但馬(豊健)第176-1 令和3年4月12日 令和9年5月31日 令和3年4月12日
000028 7000180440 梛（ヒューマンネットワーク） 668-0042 豊岡市京町３－２２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 徹 但馬(豊健)第150-8 令和3年4月19日 令和9年5月31日 令和3年4月19日
000028 7000180474 京丹波 669-6101 豊岡市城崎町湯島６７６ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社京丹波 代表取締役 金光 啓次 604-8053 京都府京都市中京区錦小路通麩屋町東入鍛冶屋町２０６ 但馬(豊健)第150-9 令和3年4月15日 令和8年5月31日 令和3年4月15日
000028 7000180477 京丹波 669-6101 豊岡市城崎町湯島９５ 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社京丹波 代表取締役 金光 啓次 604-8053 京都府京都市中京区錦小路通麩屋町東入鍛冶屋町２０６ 但馬(豊健)第150-10 令和3年4月15日 令和9年5月31日 令和3年4月15日
000028 7000180479 ＢＬＡＣＫ　ＰＥＡＲＬ 668-0032 豊岡市千代田町７－８ 796348280 飲食店営業(4)その他 一般 宝満 飛鳥 但馬(豊健)第150-11 令和3年4月16日 令和9年5月31日 令和3年4月16日
000028 7000180486 まつもとや 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 魚介類販売業 自動車 松本 靖彦 但馬(豊健)第178-2 令和3年4月16日 令和8年5月31日 令和3年4月16日
000028 7000180511 ＷＡＮＴＥＤ 669-5368 豊岡市日高町山宮１３１１－４ 飲食店営業(4)その他 一般 宝満 敏彦 但馬(豊健)第150-12 令和3年4月16日 令和9年5月31日 令和3年4月16日
000028 7000180529 湯村温泉　とみや 669-6821 美方郡新温泉町湯２０６－１ 796939999 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社マルワ渡辺水産 代表取締役 渡辺 隆一 669-6714 兵庫県美方郡新温泉町芦屋３６５ 796825005 但馬(豊健)第183-1 令和3年4月20日 令和9年5月31日 令和3年4月20日
000028 7000180538 １０Ｇ 668-0033 豊岡市中央町１０番２８号幸ビル２階Ａ号室 飲食店営業(4)その他 一般 田垣 洋人 但馬(豊健)第150-13 令和3年4月20日 令和9年5月31日 令和3年4月20日
000028 7000180540 いなばや 669-6103 豊岡市城崎町今津４１０ 796322156 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 細田 正平 但馬(豊健)第150-15 令和3年4月21日 令和9年5月31日 令和3年4月21日
000028 7000180541 ＢＩＮＧＯ 668-0045 豊岡市城南町１０－１６ 飲食店営業(4)その他 一般 川口 正毅 但馬(豊健)第150-14 令和3年4月22日 令和9年5月31日 令和3年4月22日
000028 7000180558 うきカフェ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 太田 昭宏 但馬(豊健)第151-2 令和3年4月26日 令和8年5月31日 令和3年4月26日
000028 7000180585 Ｃａｆｅ９８℃ 669-6821 美方郡新温泉町湯１２６０番地 796992626 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一般社団法人９８ｄｅｇｒｅｅｓ 代表理事 尾関 栄海 669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯１２６０番地 796992626 但馬(豊健)第150-16 令和3年4月26日 令和9年5月31日 令和3年4月26日
000028 7000180605 株式会社　メイワパックス　兵庫工場　和ごころや 668-0272 豊岡市出石町鳥居１０７７ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大本 由紀子 但馬(豊健)第150-18 令和3年4月27日 令和10年5月31日 令和3年4月27日
000028 7000180622 オルスパイス 668-0238 豊岡市出石町弘原３２６－４ 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 寿彦 但馬(豊健)第150-17 令和3年4月27日 令和9年5月31日 令和3年4月27日
000028 7000180660 カフェ「無」 000-0000 但馬一円 喫茶店営業 露店 井上 修治 但馬(豊健)第151-3 令和3年4月30日 令和8年5月31日 令和3年4月30日
000028 7000180677 兵庫県立兎和野高原野外教育センタ－ 667-1336 美方郡香美町村岡区宿７９１－１ 796997333 飲食店営業(3)旅館 一般 川戸 和順 但馬(豊健)第183-2 令和3年4月30日 令和9年5月31日 令和3年4月30日
000028 7000180695 有限会社味ブロイラー 668-0084 豊岡市福田１２１の１ 796233703 食肉販売業 一般 有限会社味ブロイラー 代表取締役 宮田 隆行 668-0084 兵庫県豊岡市福田１５２７の２ 796233703 但馬(豊健)第176-2 令和3年4月30日 令和9年5月31日 令和3年4月30日
000028 7000180756 Ｂａｋｅ　Ｂａｓｅ 668-0033 豊岡市中央町１１－２２地下１階 菓子製造業 一般 株式会社ＣＹＣＬＥ 代表取締役 中原 大輔 668-0032 兵庫県豊岡市千代田町２－２４ 但馬(豊健)第152-1 令和3年5月10日 令和9年5月31日 令和3年5月10日
000028 7000180766 Cafe Restaurant 田園 669-6753 美方郡新温泉町諸寄６８３ 796821677 飲食店営業(3)旅館 一般 藤田 光雲 但馬(豊健)第183-3 令和3年5月10日 令和9年5月31日 令和3年5月10日
000028 7000180815 リハビリデイサービスたけのこ豊岡店 668-0013 豊岡市中陰３０２－１ 796240300 喫茶店営業 一般 株式会社石坪 代表取締役 竹中 悠 620-0055 京都府福知山市篠尾新町２丁目８８番地 773224181 但馬(豊健)第151-5 令和3年5月13日 令和9年5月31日 令和3年5月13日
000028 7000180850 こうのとり風土セントラルファーム 668-0085 豊岡市宮井１０６３ 796235054 食肉処理業 一般 こうのとり風土合同会社 綿田 謙 668-0085 兵庫県豊岡市宮井１３８ 796290808 但馬(豊健)第175-1 令和3年5月21日 令和9年5月31日 令和3年5月21日
000028 7000180860 もりめ食堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 796348112 飲食店営業(4)その他 露店 岡田 圭輔 但馬(豊健)第150-20 令和3年5月20日 令和8年5月31日 令和3年5月20日
000028 7000180875 タジマ食品工業株式会社 669-5300 豊岡市日高町東芝４３５ 796421095 添加物製造業 一般 タジマ食品工業株式会社 代表取締役 田村 幸一 669-5300 兵庫県豊岡市日高町東芝４３５ 796421095 但馬(豊健)第170-1 令和3年5月21日 令和10年5月31日 令和3年5月21日
000028 7000180889 都舞祇 668-0042 豊岡市京町１－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 政 美江 但馬(豊健)第150-21 令和3年5月20日 令和9年5月31日 令和3年5月20日
000028 7000180945 ノバ 669-6101 豊岡市城崎町湯島１２１ 796322540 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山田 大輔 但馬(豊健)第150-24 令和3年5月25日 令和9年5月31日 令和3年5月25日
000028 7000180947 株式会社　春来てっぺん 669-6807 美方郡新温泉町春来１３６６－１ 796922770 菓子製造業 一般 株式会社　春来てっぺん 代表取締役 浅見 雅之 669-6807 兵庫県美方郡新温泉町春来１３１８ 796922770 但馬(豊健)第152-2 令和3年5月25日 令和9年5月31日 令和3年5月25日
000028 7000180951 そば処　春来てっぺん 669-6807 美方郡新温泉町春来１３１８ 796922770 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　春来てっぺん 代表取締役 浅見 雅之 669-6807 兵庫県美方郡新温泉町春来１３１８ 796922770 但馬(豊健)第150-22 令和3年5月25日 令和9年5月31日 令和3年5月25日
000028 7000180954 春来そばてっぺん　道の駅店 669-6745 美方郡新温泉町栃谷５７ 796809008 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　春来てっぺん 代表取締役 浅見 雅之 669-6807 兵庫県美方郡新温泉町春来１３１８ 796922770 但馬(豊健)第150-23 令和3年5月25日 令和9年5月31日 令和3年5月25日
000028 7000180993 Ｃａｆｅ　ＲＩＳＥ 669-5315 豊岡市日高町浅倉９８８ 796203360 菓子製造業 一般 吉田 由美 但馬(豊健)第152-4 令和3年5月27日 令和9年5月31日 令和3年5月27日



000028 7000181005 アトリエ　あとな 669-6821 美方郡新温泉町湯１２９６ 796939343 飲食店営業(4)その他 一般 濱田 直子 但馬(豊健)第150-30 令和3年5月27日 令和9年5月31日 令和3年5月27日
000028 7000181013 奥山観光ほたるの郷　一輪亭 668-0251 豊岡市出石町奥山６８４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 徳網 武男 但馬(豊健)第150-25 令和3年5月27日 令和9年5月31日 令和3年5月27日
000028 7000181015 和そば　道 669-5351 豊岡市日高町佐田４１８－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社上坂瓦工業 代表取締役 上坂 和道 669-5351 兵庫県豊岡市日高町佐田４３５ 796440609 但馬(豊健)第150-26 令和3年5月27日 令和9年5月31日 令和3年5月27日
000028 7000181016 和そば　道 669-5351 豊岡市日高町佐田４１８－１ めん類製造業 一般 有限会社上坂瓦工業 代表取締役 上坂 和道 669-5351 兵庫県豊岡市日高町佐田４３５ 796440609 但馬(豊健)第166-1 令和3年5月27日 令和9年5月31日 令和3年5月27日
000028 7000181021 佳泉郷井づつや　春来茶屋 669-6821 美方郡新温泉町湯１５３５ 796921111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社井筒屋 代表取締役 丸上 宗慈 669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯１５３５ 796921111 但馬(豊健)第150-27 令和3年5月28日 令和9年5月31日 令和3年5月28日
000028 7000181024 カラオケバー　ジーロンボ 669-6821 美方郡新温泉町湯１５３５ 796921111 飲食店営業(4)その他 一般 川戸 和順 但馬(豊健)第150-29 令和3年5月27日 令和9年5月31日 令和3年5月27日
000028 7000181031 パンとカヌレ。 668-0824 豊岡市森尾３４１ 菓子製造業 一般 家元 翔平 但馬(豊健)第152-3 令和3年5月27日 令和9年5月31日 令和3年5月27日
000028 7000181038 佳泉郷井づつや　旬菜魚茶寮　但馬 669-6821 美方郡新温泉町湯１５３５ 796921111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社井筒屋 代表取締役 丸上 宗慈 669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯１５３５ 796921111 但馬(豊健)第150-28 令和3年5月28日 令和9年5月31日 令和3年5月28日
000028 7000181061 竹野南地区コミュニティ  交流広場　わいわいみ・な・み 669-6332 豊岡市竹野町森本５１８－３ 796480008 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人竹野南地区コミュニティわいわいみ・な・み 理事長 岡田 隆男 669-6332 兵庫県豊岡市竹野町森本９８４－１ 796480008 但馬(豊健)第150-31 令和3年5月31日 令和9年5月31日 令和3年5月31日
000028 7000181114 Ｐａｉｎ　ｄｅ　“Ａ” 669-5372 豊岡市日高町栗栖野５９－１３ 796452355 菓子製造業 一般 岡田 梓 但馬(豊健)第192-1 令和3年6月1日 令和9年8月31日 令和3年6月1日
000028 7000181115 ＴＥＡ　ＳＴＡＮＤ　ＭＯＫＵ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店40L 杉本 この美 但馬(豊健)第190-1 令和3年6月8日 令和8年8月31日 令和3年6月8日
000028 7000181128 福ねこ屋 668-0271 豊岡市出石町大谷３０４－９ 飲食店営業(4)その他 一般 杉本 正子 但馬(豊健)第190-2 令和3年6月3日 令和9年8月31日 令和3年6月3日
000028 7000181157 笑起堂 669-6101 豊岡市城崎町湯島６７９ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森 崇詞 但馬(豊健)第190-3 令和3年6月10日 令和9年8月31日 令和3年6月10日
000028 7000181158 笑起堂 669-6101 豊岡市城崎町湯島６７９ 菓子製造業 一般 森 崇詞 但馬(豊健)第192-2 令和3年6月10日 令和9年8月31日 令和3年6月10日
000028 7000181159 笑起堂 669-6101 豊岡市城崎町湯島６７９ そうざい製造業 一般 森 崇詞 但馬(豊健)第195-1 令和3年6月10日 令和9年8月31日 令和3年6月10日
000028 7000181245 ＫＡＮＯボク・狩野牧場 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 796523783 飲食店営業(4)その他 露店80L 狩野 茂樹 但馬(豊健)第190-4 令和3年6月14日 令和8年8月31日 令和3年6月14日
000028 7000181249 丸福 669-6101 豊岡市城崎町湯島３９１ 796323200 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 株式会社湯のまち城崎 代表取締役 椿野 仁司 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島７８ 796323200 但馬(豊健)第190-5 令和3年6月14日 令和8年8月31日 令和3年6月14日
000028 7000181278 threebirds 669-5322 豊岡市日高町府市場４７２ 796346068 菓子製造業 一般 久田 真紀 但馬(豊健)第192-3 令和3年6月15日 令和9年8月31日 令和3年6月15日
000028 7000181302 株式会社但馬どり 669-5315 豊岡市日高町浅倉４５番地 796421550 食肉処理業 一般 株式会社但馬どり 代表取締役 島原 道範 669-5315 兵庫県豊岡市日高町浅倉４５番地 796421550 但馬(豊健)第211-1 令和3年6月14日 令和9年8月31日 令和3年6月14日
000028 7000181312 丸萬中源株式会社 668-0061 豊岡市上佐野字向野１７９１番地 796237222 魚介類販売業 一般 丸萬中源株式会社 代表取締役 村瀬 敏洋 668-0061 兵庫県豊岡市上佐野字向野１７９１番地 796237222 但馬(豊健)第214-1 令和3年6月21日 令和9年8月31日 令和3年6月21日
000028 7000181316 翁　ゆきちゃん号 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 畑中 友紀 但馬(豊健)第190-6 令和3年6月17日 令和8年8月31日 令和3年6月17日
000028 7000181340 おすそわけ 669-5336 豊岡市日高町谷１０６ 796207391 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三木 宏祐 但馬(豊健)第190-7 令和3年6月18日 令和9年8月31日 令和3年6月18日
000028 7000181342 パンとカヌレ。 668-0824 豊岡市森尾３４１ 飲食店営業(4)その他 一般 家元 翔平 但馬(豊健)第190-8 令和3年6月17日 令和9年8月31日 令和3年6月17日
000028 7000181396 オルスパイス 669-6124 豊岡市気比（気比の浜キャンプ場内） 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 藤原 寿彦 但馬(豊健)第190-9 令和3年6月22日 令和8年8月31日 令和3年6月22日
000028 7000181414 にしがき豊岡店 668-0047 豊岡市三坂町４－５０ 796226633 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社にしがき 代表取締役 西垣 俊平 629-2501 京都府京丹後市大宮町口大野８８番地 772680008 但馬(豊健)第190-11 令和3年6月22日 令和10年8月31日 令和3年6月22日
000028 7000181420 万感遊楽Ｓｅａｓｏｎ２ 669-6124 豊岡市気比４００１ 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 中嶋 仁志 但馬(豊健)第190-12 令和3年6月22日 令和8年8月31日 令和3年6月22日
000028 7000181427 にしがき元町店 668-0026 豊岡市元町１１番１０号 796244477 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社にしがき 代表取締役 西垣 俊平 629-2501 京都府京丹後市大宮町口大野８８ 772680008 但馬(豊健)第190-10 令和3年6月22日 令和10年8月31日 令和3年6月22日
000028 7000181430 中易酒店　中易培根 668-0215 豊岡市出石町魚屋１１４－１ 796522022 飲食店営業(4)その他 一般 中易 培根 但馬(豊健)第190-14 令和3年6月22日 令和9年8月31日 令和3年6月22日
000028 7000181431 ハッピーベジタブル 668-0083 豊岡市栃江１０１４－１ 飲食店営業(4)その他 一般 留田 幸大 但馬(豊健)第190-13 令和3年6月22日 令和9年8月31日 令和3年6月22日
000028 7000181446 福よし商店 669-6121 豊岡市津居山４３５－１５ 魚介類販売業 一般 福井 義仁 但馬(豊健)第214-2 令和3年6月22日 令和9年8月31日 令和3年6月22日
000028 7000181452 洒落'ｓＢａｒ　１０２ 668-0032 豊岡市千代田町７－１０ 飲食店営業(4)その他 一般 平井 純一 但馬(豊健)第190-15 令和3年6月25日 令和9年8月31日 令和3年6月25日
000028 7000181475 竜神の杜　曙光亭 668-0801 豊岡市赤石１５９８－１ 796293007 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社吉田 代表取締役 吉田 美智則 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１５０ 796223532 但馬(豊健)第190-17 令和3年6月25日 令和9年8月31日 令和3年6月25日
000028 7000181496 石楠花 667-1511 美方郡香美町小代区神水７３９－１ 796801609 食肉販売業 一般 松田 晃宏 但馬(豊健)第212-1 令和3年6月25日 令和9年8月31日 令和3年6月25日
000028 7000181503 Ｔｏｙｏｏｋａ　Ｌａｎｇｕａｇｅ　Ｃｅｎｔｒｅ 668-0063 豊岡市正法寺６７２－１ 飲食店営業(4)その他 一般 一般社団法人ＭＩＲＡＩ 代表理事 後藤 裕美 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺６７２－１ 796228181 但馬(豊健)第190-18 令和3年6月25日 令和9年8月31日 令和3年6月25日
000028 7000181504 ＯＷＬ 669-6124 豊岡市気比字絹巻４５５５ 飲食店営業(4)その他 露店80L 増島 勝文 但馬(豊健)第190-19 令和3年6月28日 令和8年8月31日 令和3年6月28日
000028 7000181514 花丸 669-6124 豊岡市気比字絹巻４００１ 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 奥田 隆治 但馬(豊健)第190-20 令和3年6月28日 令和8年8月31日 令和3年6月28日
000028 7000181535 サービス付き高齢者向け住宅  出石グランドホテル 668-0263 豊岡市出石町福住４５０ 796520223 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 医療法人社団南野会 理事長 笹部 徹 664-0864 兵庫県伊丹市安堂寺町７－２３２ 649616200 但馬(豊健)第190-21 令和3年6月29日 令和9年8月31日 令和3年6月29日
000028 7000181541 深山楽亭 669-6101 豊岡市城崎町湯島１０１１ 796322855 そうざい製造業 一般 深山株式会社 代表取締役 藤田 佳巳 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島１０１１ 796322432 但馬(豊健)第195-2 令和3年6月30日 令和9年8月31日 令和3年6月30日
000028 7000181542 コウノトリの郷直売所 668-0814 豊岡市祥雲寺４番地１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佐々木 勉 但馬(豊健)第190-22 令和3年6月29日 令和9年8月31日 令和3年6月29日
000028 7000181599 ナカケー白川店 669-6702 美方郡新温泉町浜坂７３８番地 796822500 菓子製造業 一般 株式会社　ナカケー 代表取締役 仲山 茂生 669-6702 兵庫県美方郡新温泉町浜坂７３８番地 796822500 但馬(豊健)第192-4 令和3年6月30日 令和9年8月31日 令和3年6月30日
000028 7000181620 Ｐｉｚｚｅｒｉａ Ｐｏｒｃｏ Ｒｏｓｓｏ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 796203022 飲食店営業(4)その他 露店40L 秋田 太義 但馬(豊健)第190-24 令和3年6月30日 令和8年8月31日 令和3年6月30日
000028 7000181640 トラストマーケティング（株）　浜坂店 669-6747 美方郡新温泉町三谷３６４－１ 796828129 食肉販売業 一般 トラストマーケティング株式会社 代表取締役 古川 寛之 666-0004 兵庫県川西市萩原１－２－２５ 727562911 但馬(豊健)第212-2 令和3年7月5日 令和9年8月31日 令和3年7月5日
000028 7000181641 旬菜いわき 669-5379 豊岡市日高町名色１３１２－２ 796451043 菓子製造業 一般 岩城 信之 但馬(豊健)第192-5 令和3年7月6日 令和9年8月31日 令和3年7月6日
000028 7000181642 旬菜いわき 669-5379 豊岡市日高町名色１３１２－２ 796451043 そうざい製造業 一般 岩城 信之 但馬(豊健)第195-3 令和3年7月6日 令和9年8月31日 令和3年7月6日
000028 7000181653 きのさきパン　オネ 669-6101 豊岡市城崎町湯島４０３ 菓子製造業 一般 橋本 宏平 但馬(豊健)第192-6 令和3年7月5日 令和9年8月31日 令和3年7月5日
000028 7000181656 伊丹産業株式会社　香住荘 669-6401 美方郡香美町香住区無南垣字大下４３９－６２ 796380757 飲食店営業(3)旅館 一般 伊丹産業株式会社 代表取締役 北嶋 一郎 664-0851 兵庫県伊丹市中央五丁目５番１０号 727830001 但馬(豊健)第217-1 令和3年7月5日 令和9年8月31日 令和3年7月5日
000028 7000181673 モリック 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 小森 弘詞 但馬(豊健)第190-25 令和3年7月6日 令和8年8月31日 令和3年7月6日
000028 7000181676 三栄 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 三栄クリーン株式会社 代表取締役 本田 貞之 668-0043 兵庫県豊岡市桜町１１－３０ 7962413629 但馬(豊健)第190-26 令和3年7月6日 令和8年8月31日 令和3年7月6日
000028 7000181703 kajukasi（花寿菓子) 668-0027 豊岡市若松町５－４３ 菓子製造業 一般 岩本 直子 但馬(豊健)第192-7 令和3年7月7日 令和9年8月31日 令和3年7月7日
000028 7000181752 七釜荘 669-6741 美方郡新温泉町七釜３３７ 796822458 水産製品製造業 一般 有限会社七釜荘 代表取締役 沼田 宏一 669-6741 兵庫県美方郡新温泉町七釜３３７ 796822458 但馬(豊健)第216-1 令和3年7月9日 令和9年8月31日 令和3年7月9日
000028 7000181936 味よし本店 668-0323 豊岡市但東町小谷６０６ 796534828 菓子製造業 一般 柳本 久仁子 但馬(豊健)第192-8 令和3年7月20日 令和9年8月31日 令和3年7月20日
000028 7000181997 たんとうノ森カフェ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 796540500 飲食店営業(4)その他 露店40L 太田 源一 但馬(豊健)第190-27 令和3年7月29日 令和8年8月31日 令和3年7月29日
000028 7000182018 豊岡酒場　コヤマ 668-0032 豊岡市千代田町４－１５ 796241177 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小山 信吉 但馬(豊健)第190-28 令和3年7月29日 令和9年8月31日 令和3年7月29日
000028 7000182045 甚兵衛 668-0256 豊岡市出石町小人１４－１６ 796522185 麺類製造業 一般 株式会社　甚兵衛 代表取締役 渋谷 朋矢 668-0256 兵庫県豊岡市出石町小人１４－１６ 796522185 但馬(豊健)第203-1 令和3年7月29日 令和9年8月31日 令和3年7月29日
000028 7000182076 海鮮にしとも 669-6543 美方郡香美町香住区若松７１１－１２ 796365220 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社西友商店 代表取締役 西川 愛子 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松７１１－１２ 796365220 但馬(豊健)第190-29 令和3年7月29日 令和9年8月31日 令和3年7月29日
000028 7000182158 安兵衛 668-0873 豊岡市庄境１０１－１ 796232063 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 安井 福夫 但馬(豊健)第190-516 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 7000182165 なかい 669-6832 美方郡新温泉町飯野１０２１ 796921076 漬物製造業 一般 中井 英夫 但馬(豊健)第197-1 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 7000182183 みやま荘 669-5379 豊岡市日高町名色１２００－１ 796450707 飲食店営業(3)旅館 一般 岡森 昇 但馬(豊健)第217-502 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 7000182184 山根屋 669-5379 豊岡市日高町名色１１３５－２ 796450790 飲食店営業(3)旅館 一般 山根 里司 但馬(豊健)第217-503 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 7000182185 松の屋 669-5379 豊岡市日高町名色３５３ 796450261 飲食店営業(3)旅館 一般 岡森 元己 但馬(豊健)第217-505 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 7000182186 まつだ 669-5379 豊岡市日高町名色１１３０ 796450405 飲食店営業(3)旅館 一般 松田 伸幸 但馬(豊健)第217-504 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 7000182187 きゃんどるほー 669-5328 豊岡市日高町西芝２４３－４ 796422096 飲食店営業(4)その他 一般 西田 久代 但馬(豊健)第190-513 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 7000182189 おおがみ 669-5371 豊岡市日高町太田１１外一筆 796450020 飲食店営業(3)旅館 一般 和田 浩司 但馬(豊健)第217-507 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 7000182190 寿楽庵 669-5367 豊岡市日高町石井８１０ 796440841 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石谷 和臣 但馬(豊健)第190-515 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 7000182191 和みの部屋　紗々 669-5311 豊岡市日高町日置１１５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北井 進 但馬(豊健)第190-514 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 7000182207 ガンピー穀物倉庫 669-5341 豊岡市日高町国分寺２２８－１ 796425195 菓子製造業 一般 株式会社　ガンピー 代表取締役社長 田中 喜久雄 669-5341 兵庫県豊岡市日高町国分寺字薮の内２１３番地 796425540 但馬(豊健)第192-503 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 7000182230 軽食喫茶ジュン 668-0025 豊岡市幸町６番９号 796230579 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 美佐 但馬(豊健)第190-30 令和3年8月4日 令和9年8月31日 令和3年8月4日
000028 7000182261 ふる里　よの木そば 669-5379 豊岡市日高町名色８７－４ 796451058 麺類製造業 一般 中筋 克己 但馬(豊健)第203-2 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 7000182294 沢庵 668-0221 豊岡市出石町町分字石呂１４８－５ 796527888 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 秋庭 士郎 但馬(豊健)第190-521 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 7000182339 木工カフェ 668-0231 豊岡市出石町川原１５７ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 種野 秀一 但馬(豊健)第190-31 令和3年8月11日 令和9年8月31日 令和3年8月11日
000028 7000182358 グリル　シャト－ 668-0364 豊岡市但東町佐田６３３－４ 796550108 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三浦 三郎 但馬(豊健)第190-525 令和3年8月11日 令和9年8月31日 令和3年8月11日
000028 7000182362 いずし堂本店 668-0256 豊岡市出石町小人１３５－１ 796522600 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 アシタ日和山株式会社 代表取締役 西松 伸二 669-6122 兵庫県豊岡市瀬戸１０９０ 796282500 但馬(豊健)第190-526 令和3年8月11日 令和9年8月31日 令和3年8月11日
000028 7000182363 段々荘 668-0251 豊岡市出石町奥山字段３９３番地 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川見 孝一 但馬(豊健)第190-527 令和3年8月11日 令和9年8月31日 令和3年8月11日
000028 7000182365 休暇村竹野海岸 669-6201 豊岡市竹野町竹野１０４７ 796471511 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一般財団法人休暇村協会 代表理事 小野寺 聡 110-0015 東京都台東区東上野５－１－５ 338458651 但馬(豊健)第190-528 令和3年8月11日 令和9年8月31日 令和3年8月11日
000028 7000182369 喫茶　道 669-6201 豊岡市竹野町竹野１４６３－１ 796471181 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上崎 弘子 但馬(豊健)第190-529 令和3年8月11日 令和9年8月31日 令和3年8月11日
000028 7000182375 かみさき 669-6201 豊岡市竹野町竹野１４６３－１ 796471181 飲食店営業(3)旅館 一般 上崎 茂晴 但馬(豊健)第217-521 令和3年8月11日 令和9年8月31日 令和3年8月11日
000028 7000182434 華和ゐ　香住本店 669-6544 美方郡香美町香住区香住１４８１－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社丸近 代表取締役 上垣 重幸 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住３ 796361338 但馬(豊健)第190-32 令和3年8月16日 令和9年8月31日 令和3年8月16日
000028 7000182446 ほうきぼし 668-0333 豊岡市但東町高龍寺３６１ 796561089 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 植田 真一郎 但馬(豊健)第190-539 令和3年8月17日 令和9年8月31日 令和3年8月17日
000028 7000182450 ３道屋 668-0333 豊岡市但東町高龍寺３６１ 菓子製造業 一般 岡田 俊二 但馬(豊健)第192-505 令和3年8月17日 令和9年8月31日 令和3年8月17日
000028 7000182452 たこ焼　トントン 669-5315 豊岡市日高町浅倉字尾川１－１ 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 藤原 貴史 但馬(豊健)第190-540 令和3年8月17日 令和8年8月31日 令和3年8月17日
000028 7000182475 ぷら天 668-0033 豊岡市中央町１１－１４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩佐 恵美子 但馬(豊健)第190-33 令和3年8月18日 令和9年8月31日 令和3年8月18日
000028 7000182493 ローソン豊岡竹野町店 669-6201 豊岡市竹野町竹野２５１６－３ 796436300 飲食店営業(4)その他 一般 大森 由梨香 但馬(豊健)第190-34 令和3年8月30日 令和10年8月31日 令和3年8月30日
000028 7000182496 ファーム木薫館 668-0081 豊岡市岩井３６３－１ 796220626 食肉製品製造業 一般 清水 雅夫 但馬(豊健)第213-1 令和3年8月18日 令和9年8月31日 令和3年8月18日
000028 7000182498 酔夢 668-0033 豊岡市中央町１４－２３グランディアビル６Ｆ－Ｄ 飲食店営業(4)その他 一般 橋本 唯香 但馬(豊健)第190-35 令和3年8月18日 令和9年8月31日 令和3年8月18日
000028 7000182539 料理旅館　大平山荘 667-1503 美方郡香美町小代区大谷８２９ 796972120 菓子製造業 一般 邊見 八郎 但馬(豊健)第192-9 令和3年8月24日 令和9年8月31日 令和3年8月24日
000028 7000182586 ＲＥＤ　ＡＮＧＥＬ’Ｓ　ＮＩＧＨＴ　ＣＬＵＢ 668-0033 豊岡市中央町１０－５サンプラザ４０１，４０２ 飲食店営業(4)その他 一般 アビオル　リザリナ ホセ 但馬(豊健)第190-36 令和3年8月25日 令和9年8月31日 令和3年8月25日
000028 7000182593 ＪＡたじま　ファーマーズマーケット  たじまんま 668-0854 豊岡市八社宮４９０ 796220300 飲食店営業(4)その他 露店40L たじま農業協同組合 代表理事組合長 太田垣 哲男 668-0051 兵庫県豊岡市九日市上町５５０－１ 796246672 但馬(豊健)第190-551 令和3年8月25日 令和8年8月31日 令和3年8月25日
000028 7000182599 竹内魚店 669-6101 豊岡市城崎町湯島１１７ 796322350 飲食店営業(4)その他 一般 竹内 雅彦 但馬(豊健)第190-37 令和3年8月26日 令和9年8月31日 令和3年8月26日
000028 7000182600 竹内魚店 669-6101 豊岡市城崎町湯島１１７ 796322350 魚介類販売業 一般 竹内 雅彦 但馬(豊健)第214-4 令和3年8月26日 令和9年8月31日 令和3年8月26日
000028 7000182610 ファーマーズマーケットたじまんま  自販機コーナー 668-0854 豊岡市八社宮４９０ 796220300 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 但馬(豊健)第191-1 令和3年8月26日 令和9年8月31日 令和3年8月26日
000028 7000182611 豊岡ゴルフ 668-0083 豊岡市栃江１１６０ 796223385 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江４丁目２５番２４号 665359024 但馬(豊健)第191-2 令和3年8月26日 令和9年8月31日 令和3年8月26日
000028 7000182647 但馬の郷 668-0223 豊岡市出石町鉄砲１９番地の１ 796522111 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社但馬の郷 植野 仁志 668-0223 兵庫県豊岡市出石町鉄砲１９番地の１ 796522111 但馬(豊健)第190-555 令和3年8月26日 令和9年8月31日 令和3年8月26日
000028 7000182722 9 668-0033 豊岡市中央町６－１４パライソビル１Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 植田 千晶 但馬(豊健)第190-38 令和3年8月31日 令和9年8月31日 令和3年8月31日
000028 7000182758 カラオケＢａｒ　Ｏｃｅａｎ 668-0033 豊岡市中央町１－２０サファリービル２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 小中 靖宏 但馬(豊健)第190-39 令和3年8月31日 令和9年8月31日 令和3年8月31日
000028 7000182763 Low Carb House 668-0057 豊岡市弥栄町２－８ 796202075 菓子製造業 一般 友田 和子 但馬(豊健)第192-10 令和3年8月31日 令和9年8月31日 令和3年8月31日
000028 7000182803 うづかの森 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社　西村工務店 代表取締役社長 西村 昌樹 667-1341 兵庫県美方郡香美町村岡区森脇４００番地 796961136 但馬(豊健)第190-40 令和3年9月7日 令和8年11月30日 令和3年9月7日
000028 7000182831 夕香楼しょう和 669-6546 美方郡香美町香住区七日市３１２－１ 796360052 そうざい製造業 一般 夕香楼しょう和株式会社 代表取締役 福田 正幸 669-6546 兵庫県美方郡香美町香住区七日市３１２－１ 796360052 但馬(豊健)第195-4 令和3年9月7日 令和9年11月30日 令和3年9月7日
000028 7000182854 合同会社きよし水産 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 魚介類販売業 自動車80L 合同会社きよし水産 代表社員 前場 清 669-6115 兵庫県豊岡市城崎町来日１５３－２ 但馬(豊健)第214-5 令和3年9月7日 令和8年11月30日 令和3年9月7日
000028 7000182866 焼菓子工房ａｎ．ａｎ 668-0322 豊岡市但東町三原５１ 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 松元 照美 但馬(豊健)第190-42 令和3年9月8日 令和8年11月30日 令和3年9月8日
000028 7000182974 ＩＣＨＩＪＯ 669-6564 美方郡香美町香住区下浜６３６ 796361010 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社Ｓａｉｋａ 代表取締役 松下 弘行 669-6564 兵庫県美方郡香美町香住区下浜６３４ 796360772 但馬(豊健)第217-2 令和3年9月14日 令和9年11月30日 令和3年9月14日
000028 7000182976 道の駅　村岡ファームガーデン 667-1321 美方郡香美町村岡区大糠３２－１ 796981129 菓子製造業 一般 株式会社むらおか振興公社 代表取締役 西村 学 667-1347 兵庫県美方郡香美町村岡区和池字大澤７０９ 796961187 但馬(豊健)第192-12 令和3年9月14日 令和9年11月30日 令和3年9月14日
000028 7000183128 家老 668-0214 豊岡市出石町内町６２－１ 796522083 麺類製造業 一般 吾郷 憲 但馬(豊健)第203-3 令和3年9月17日 令和9年11月30日 令和3年9月17日
000028 7000183347 ＤＩＹ　ＤＯＫＯＲＯ 668-0033 豊岡市中央町１８－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小山 俊和 但馬(豊健)第190-44 令和3年9月29日 令和9年11月30日 令和3年9月29日
000028 7000183364 しやわせシフォン工房　ＢＬＵＥ　ＲＯＳＥ 668-0824 豊岡市森尾７２－１ 菓子製造業 一般 三木 千絵 但馬(豊健)第192-13 令和3年9月30日 令和9年11月30日 令和3年9月30日
000028 7000183455 Ａｙｕｓ 668-0033 豊岡市中央町１２－３ドールビル２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 中村 歩 但馬(豊健)第190-47 令和3年9月30日 令和9年11月30日 令和3年9月30日
000028 7000183660 Ｂｙｏｕｂｕ　ゴルフリゾートガーデン 669-6123 豊岡市小島１２０９ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森建設工業株式会社 代表取締役 森 宏 668-0815 兵庫県豊岡市日撫３９３ 796265680 但馬(豊健)第190-49 令和3年10月7日 令和9年11月30日 令和3年10月7日
000028 7000183663 珈琲東屋 668-0852 豊岡市江本３１－６ 飲食店営業(4)その他 露店40L 田口 恭平 但馬(豊健)第190-50 令和3年10月12日 令和8年11月30日 令和3年10月12日
000028 7000183719 ㈱カネニ・カネヒ工場 669-6433 美方郡香美町香住区沖浦１０１１ 796370178 水産製品製造業 一般 株式会社カネニ 代表取締役 寺川 雄大 669-6432 兵庫県美方郡香美町香住区上計１１９９ 796370122 但馬(豊健)第216-2 令和3年10月12日 令和9年11月30日 令和3年10月12日
000028 7000183825 たけなわ 668-0022 豊岡市小田井町１－４ 796204416 食肉販売業 一般 廣瀬 洋二 但馬(豊健)第212-4 令和3年10月18日 令和9年11月30日 令和3年10月18日
000028 7000183835 田中加工場 669-6753 美方郡新温泉町諸寄２３７９ 796820685 漬物製造業 一般 田中 良明 但馬(豊健)第197-2 令和3年10月13日 令和9年11月30日 令和3年10月13日
000028 7000183836 田中加工場 669-6753 美方郡新温泉町諸寄２３７９ 796820685 みそ又はしょうゆ製造業 一般 田中 良明 但馬(豊健)第198-1 令和3年10月13日 令和9年11月30日 令和3年10月13日
000028 7000183837 酒呑集落　おちゃの間 668-0021 豊岡市泉町１１－２１ 796348921 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小野 清 但馬(豊健)第190-53 令和3年10月13日 令和9年11月30日 令和3年10月13日



000028 7000183840 ほっともっと豊岡高屋店 668-0064 豊岡市高屋９９２－６ 796265700 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 合同会社ｔｏ　ｇｏ 代表社員 松本 玲奈 668-0064 兵庫県豊岡市高屋９９２－６ 796265700 但馬(豊健)第190-51 令和3年10月13日 令和9年11月30日 令和3年10月13日
000028 7000183853 短編喫茶Ｕｎ 669-6101 豊岡市城崎町湯島１２７番地 796324677 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ライフ西村屋 代表取締役 西村 肇 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島４６９番地 796323535 但馬(豊健)第190-52 令和3年10月12日 令和9年11月30日 令和3年10月12日
000028 7000183963 和みの宿　おおかわ 669-6101 豊岡市城崎町湯島字弁天１９９番、１９８番 796322216 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社大川旅館 代表取締役 大川 展弘 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島１９９ 796322216 但馬(豊健)第217-527 令和3年10月20日 令和9年11月30日 令和3年10月20日
000028 7000184022 ORU SPICE 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 藤原 寿彦 但馬(豊健)第190-55 令和3年10月20日 令和8年11月30日 令和3年10月20日
000028 7000184138 くるひ食品 669-6116 豊岡市城崎町上山１４００－４ 796320050 そうざい製造業 一般 ストーク株式会社 代表取締役 濱名 幸喜 669-6116 兵庫県豊岡市城崎町上山１４００－５ 796320050 但馬(豊健)第195-5 令和3年10月25日 令和9年11月30日 令和3年10月25日
000028 7000184139 こぢんまり 669-6101 豊岡市城崎町湯島２５７ 796322570 飲食店営業(3)旅館 一般 古島 一行 但馬(豊健)第217-528 令和3年10月25日 令和9年11月30日 令和3年10月25日
000028 7000184242 フィッシャーマンズ・ビレッジ 669-6122 豊岡市瀬戸７７－２１ 796282531 魚介類販売業 一般 但馬漁業協同組合 代表理事組合長 村瀬 晴好 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松７４７ 796361331 但馬(豊健)第214-6 令和3年10月26日 令和9年11月30日 令和3年10月26日
000028 7000184247 Ｌｅｔ’ｓマートみずしま 668-0206 豊岡市出石町福居３９９－１ 796522061 魚介類販売業 一般 水嶋 義之 但馬(豊健)第214-505 令和3年10月26日 令和9年11月30日 令和3年10月26日
000028 7000184248 Ｌｅｔ’ｓマートみずしま 668-0206 豊岡市出石町福居３９９－１ 796522061 飲食店営業(4)その他 一般 水嶋 義之 但馬(豊健)第190-557 令和3年10月26日 令和9年11月30日 令和3年10月26日
000028 7000184249 農家民宿善 668-0343 豊岡市但東町奥藤８０９－１ 飲食店営業(3)旅館 一般 佐古 善次郎 但馬(豊健)第217-529 令和3年10月26日 令和9年11月30日 令和3年10月26日
000028 7000184252 きむら 668-0256 豊岡市出石町小人３－１０ 796522214 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木村 和夫 但馬(豊健)第190-559 令和3年10月26日 令和9年11月30日 令和3年10月26日
000028 7000184254 甚兵衛 668-0256 豊岡市出石町小人１４－１６ 796522185 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　甚兵衛 代表取締役 渋谷 朋矢 668-0256 兵庫県豊岡市出石町小人１４－１６ 796522185 但馬(豊健)第190-560 令和3年10月26日 令和9年11月30日 令和3年10月26日
000028 7000184255 金太郎　出石店 668-0221 豊岡市出石町町分２１－８ 796525920 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 清水 義晴 但馬(豊健)第190-558 令和3年10月26日 令和9年11月30日 令和3年10月26日
000028 7000184348 味蔵たんとう株式会社 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 796550855 飲食店営業(4)その他 露店80L 味蔵たんとう株式会社 代表取締役 近本 礼三郎 668-0364 兵庫県豊岡市但東町佐田５２６ 796550855 但馬(豊健)第190-572 令和3年10月28日 令和8年11月30日 令和3年10月28日
000028 7000184506 韓国料理　吉田家 668-0022 豊岡市小田井町８－３４ 796244147 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉田 路子 但馬(豊健)第190-56 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 7000184559 まかろに 6690033 豊岡市中央町６－１４寺町パライソビル２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 宝満 敏彦 但馬(豊健)第190-57 令和3年11月2日 令和9年11月30日 令和3年11月2日
000028 7000184615 ＴＡＭＡＲＵ　ｋｉｔｃｈｅｎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 田丸 明人 但馬(豊健)第190-58 令和3年11月9日 令和8年11月30日 令和3年11月9日
000028 7000184626 豊岡しじみ　空 669-6124 豊岡市気比４４－３３ 魚介類販売業 一般 永澤 賢作 但馬(豊健)第214-7 令和3年11月5日 令和9年11月30日 令和3年11月5日
000028 7000184644 ＤａｒｔｓＳｐａｃｅ　ＲＡＶＥＮＳ 668-0873 豊岡市庄境１０７６－１ 796208185 飲食店営業(4)その他 一般 八木 祐哉 但馬(豊健)第190-59 令和3年11月9日 令和9年11月30日 令和3年11月9日
000028 7000184678 栄家食品株式会社 669-6722 美方郡新温泉町高末２３０ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 栄家食品株式会社 代表取締役 下家 俊治 559-0015 大阪府大阪市住之江区南加賀屋４丁目６番８号 666861331 但馬(豊健)第190-60 令和3年11月10日 令和9年11月30日 令和3年11月10日
000028 7000184686 cimauma café 668-0064 豊岡市高屋１０３９－１ 796208184 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ＳＵＮＺｄｉｎｉｎｇ株式会社 代表取締役 三山 哲緒 668-0033 兵庫県豊岡市中央町４番１２号 796346112 但馬(豊健)第190-62 令和3年11月10日 令和9年11月30日 令和3年11月10日
000028 7000184687 矢田川フィッシングセンタ－ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 796940652 飲食店営業(4)その他 露店40L 小林 孝顕 但馬(豊健)第190-61 令和3年11月10日 令和8年11月30日 令和3年11月10日
000028 7000184760 呑み食い処　ぼぎぃ 669-5311 豊岡市日高町日置字矢組２２－３２ 796422885 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中場 英子 但馬(豊健)第190-581 令和3年11月11日 令和9年11月30日 令和3年11月11日
000028 7000184762 ペンシオーネキタムラ 669-5371 豊岡市日高町太田１５９－１０ 796450330 飲食店営業(3)旅館 一般 北村 幸雄 但馬(豊健)第217-540 令和3年11月11日 令和9年11月30日 令和3年11月11日
000028 7000184763 旬菜いわき 669-5379 豊岡市日高町名色１３１２－２ 796451043 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩城 信之 但馬(豊健)第190-578 令和3年11月11日 令和9年11月30日 令和3年11月11日
000028 7000184765 悠々 669-5302 豊岡市日高町岩中６７５ 飲食店営業(4)その他 一般 土居 千夏 但馬(豊健)第190-580 令和3年11月11日 令和9年11月30日 令和3年11月11日
000028 7000184766 入佐屋 668-0214 豊岡市出石町内町９８－１ 796525393 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　内堀開発 片岡 徹 668-0214 兵庫県豊岡市出石町内町９８－１ 796525393 但馬(豊健)第190-579 令和3年11月11日 令和9年11月30日 令和3年11月11日
000028 7000184909 居酒屋　よつ葉 669-5326 豊岡市日高町池上１２６－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社メルティバス 代表取締役 宮元 光明 669-5326 兵庫県豊岡市日高町池上１０１－４ 796425060 但馬(豊健)第190-63 令和3年11月16日 令和9年11月30日 令和3年11月16日
000028 7000185054 たこ焼　浜松屋 668-0214 豊岡市出石町内町１０７－１ 796348816 飲食店営業(4)その他 露店40L 寺内 卓己 但馬(豊健)第190-65 令和3年11月18日 令和8年11月30日 令和3年11月18日
000028 7000185095 四季之宿　鶴（KAKU） 669-6402 美方郡香美町香住区訓谷２０９－３ 796381030 魚介類販売業 一般 濵上 周吉 但馬(豊健)第214-8 令和3年11月22日 令和9年11月30日 令和3年11月22日
000028 7000185271 官兵衛 668-0225 豊岡市出石町八木６８ 796523632 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小寺 勇輝 但馬(豊健)第190-64 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 7000185273 すなっく千姫 668-0021 豊岡市泉町１０－１０ 796232771 飲食店営業(4)その他 一般 中島 千津子 但馬(豊健)第190-603 令和3年11月25日 令和9年11月30日 令和3年11月25日
000028 7000185417 花りん 668-0033 豊岡市中央町10-5サンプラザビル１Ｆ103 796242811 飲食店営業(4)その他 一般 鈴木 洋子 但馬(豊健)第190-71 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 7000185420 台湾料理豊味園 669-6546 美方郡香美町香住区七日市１４番地の７ 796348298 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＳＫジャパン 代表取締役 王 宏宇 680-0801 鳥取県鳥取市松並町一丁目２３２ 但馬(豊健)第190-70 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 7000185428 いのこ 668-0033 豊岡市中央町１６－６ 796220155 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 豚座 一真 但馬(豊健)第190-67 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 7000185477 さとう豊岡店 668-0031 豊岡市大手町４－５ 796220001 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-8503 京都府福知山市字上紺屋１５ 773220001 但馬(豊健)第190-69 令和3年11月30日 令和9年11月30日 令和3年11月30日
000028 7000185480 侍くれーぷ 668-0214 豊岡市出石町内町１０４ 飲食店営業(4)その他 一般 植田 真実 但馬(豊健)第190-66 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 7000185501 そば処花山寺　宿坊 668-0263 豊岡市出石町福住１２１７－１ 796526868 水産製品製造業 一般 村尾 弘己 但馬(豊健)第216-3 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 7000185522 晩酌酒場　九 668-0033 豊岡市中央町１０－２４ 796348844 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 古西 浩之 但馬(豊健)第190-68 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 7000185825 ｆｌｕｆｆｙ（フラッフィー） 669-6101 豊岡市城崎町湯島２５６ 796201416 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 伊東 満 但馬(豊健)第190-72 令和3年12月6日 令和10年2月29日 令和3年12月6日
000028 7000185848 ＲＯＣＫ ＣＡＮＤＹ(ロックキャンディ） 668-0033 豊岡市中央町８－１０ 796267011 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高木 留美 但馬(豊健)第190-73 令和3年12月6日 令和10年2月29日 令和3年12月6日
000028 7000185879 旅館　安楽荘 669-6741 美方郡新温泉町七釜７７１ 796821195 飲食店営業(3)旅館 一般 木本 新吾 但馬(豊健)第217-3 令和3年12月6日 令和10年2月29日 令和3年12月6日
000028 7000186080 花林 669-5364 豊岡市日高町庄境９５－２ 796441230 菓子製造業 一般 林 昭一 但馬(豊健)第192-14 令和3年12月9日 令和10年2月29日 令和3年12月9日
000028 7000186150 餃子とたまごの研究所 668-0033 豊岡市中央町１０－１０ そうざい製造業 一般 杉山 千晶 但馬(豊健)第195-6 令和3年12月9日 令和10年2月29日 令和3年12月9日
000028 7000186151 餃子とたまごの研究所 668-0033 豊岡市中央町１０－１０ 飲食店営業(4)その他 一般 杉山 千晶 但馬(豊健)第190-74 令和3年12月9日 令和10年2月29日 令和3年12月9日
000028 7000186307 ラーメン太郎 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 佐﨑 信也 但馬(豊健)第190-75 令和3年12月14日 令和9年2月28日 令和3年12月14日
000028 7000186414 うづかの森（ｚｕｋｋａ） 667-1344 美方郡香美町村岡区大笹５７８ 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社　西村工務店 代表取締役社長 西村 昌樹 667-1334 兵庫県美方郡香美町村岡区森脇４００番地 796961136 但馬(豊健)第190-76 令和3年12月16日 令和9年2月28日 令和3年12月16日
000028 7000186491 喫茶　陽だまり 669-6715 美方郡新温泉町三尾236番地 796801436 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前田 実夫 但馬(豊健)第190-77 令和3年12月22日 令和10年2月29日 令和3年12月22日
000028 7000186524 朝日軒 668-0045 豊岡市城南町４－２６ 飲食店営業(4)その他 一般 山根 正也 但馬(豊健)第190-78 令和3年12月23日 令和10年2月29日 令和3年12月23日
000028 7000186525 朝日軒 668-0045 豊岡市城南町４－２６ 菓子製造業 一般 山根 正也 但馬(豊健)第192-15 令和3年12月23日 令和10年2月29日 令和3年12月23日
000028 7000186529 ＦＬＡＴ　ＨＯＵＳＥ 668-0223 豊岡市出石町鉄砲１８－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 寺尾 敬子 但馬(豊健)第190-79 令和3年12月23日 令和10年2月29日 令和3年12月23日
000028 7000186541 こう屋旅館 669-6741 美方郡新温泉町七釜３８１番地 796823570 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社こう屋 代表取締役 堀江 亨 669-6741 兵庫県美方郡新温泉町七釜３８１番地 796823570 但馬(豊健)第217-4 令和3年12月23日 令和10年2月29日 令和3年12月23日
000028 7000186561 aoite.azuki.base 669-6563 美方郡香美町香住区矢田９４４－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三浦 由紀子 但馬(豊健)第190-80 令和3年12月23日 令和10年2月29日 令和3年12月23日
000028 7000186609 Ｗｏｒｋ　Ｃａｆｅ　Ｋｏｆｕｎｅｙａ 669-6751 美方郡新温泉町居組２９３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 髙杉 美穂 但馬(豊健)第190-81 令和3年12月23日 令和10年2月29日 令和3年12月23日
000028 7000186610 Ｗｏｒｋ　Ｃａｆｅ　Ｋｏｆｕｎｅｙａ 669-6751 美方郡新温泉町居組２９３ 菓子製造業 一般 髙杉 美穂 但馬(豊健)第192-16 令和3年12月23日 令和10年2月29日 令和3年12月23日
000028 7000186628 志ん屋 669-5379 豊岡市日高町名色１５７２番 796450028 飲食店営業(3)旅館 一般 飯田　勇太郎 但馬(豊健)第217-5 令和3年12月24日 令和10年2月29日 令和3年12月24日
000028 7000186629 とち餅本舗 669-5356 豊岡市日高町荒川３２ 796441422 菓子製造業 一般 上坂 晃太郎 但馬(豊健)第192-17 令和3年12月24日 令和10年2月29日 令和3年12月24日
000028 7000186750 はが家 669-6101 豊岡市城崎町湯島３７２－３ 飲食店営業(4)その他 一般 神山 由美子 但馬(豊健)第190-82 令和3年12月28日 令和10年2月29日 令和3年12月28日
000028 7000186937 低糖質お菓子のお店　ｌｏｖｉｎｇ 669-6432 美方郡香美町香住区上計２－１９ 菓子製造業 一般 田淵 香苗 但馬(豊健)第192-19 令和4年1月17日 令和10年2月29日 令和4年1月17日
000028 7000186951 お芋とカヌレ　城崎足湯カフェ 669-6101 豊岡市城崎町湯島８６番地 796219144 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｈａｒｕ 代表取締役 541-0046 大阪府大阪市中央区平野町１－６－５大山ビル３Ｆ 662237890 但馬(豊健)第190-83 令和4年1月14日 令和10年2月29日 令和4年1月14日
000028 7000186952 お芋とカヌレ　城崎足湯カフェ 669-6101 豊岡市城崎町湯島８６番地 796219144 菓子製造業 一般 株式会社Ｈａｒｕ 代表取締役 541-0046 大阪府大阪市中央区平野町１－６－５大山ビル３Ｆ 662237890 但馬(豊健)第192-18 令和4年1月14日 令和10年2月29日 令和4年1月14日
000028 7000186956 まさじん　ｎｏ　ばぁ～ 668-0875 豊岡市百合地８０４－４ 796249618 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ワイズエンタープライズ 代表取締役 中道 陽子 668-0861 兵庫県豊岡市大篠岡７１２ー８ 796249614 但馬(豊健)第190-84 令和4年1月18日 令和10年2月29日 令和4年1月18日
000028 7000186957 カニオコ本舗 668-0861 豊岡市大篠岡７１２－８ワイズビル別館１－Ｃ 796291003 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ワイズエンタープライズ 代表取締役 中道 陽子 668-0861 兵庫県豊岡市大篠岡７１２番地の８ 796249614 但馬(豊健)第190-85 令和4年1月18日 令和10年2月29日 令和4年1月18日
000028 7000186964 夏樹 668-0021 豊岡市泉町１６－４ 飲食店営業(4)その他 一般 山本 今日子 但馬(豊健)第190-86 令和4年1月20日 令和10年2月29日 令和4年1月20日
000028 7000186981 おひさまキッチン 668-0065 豊岡市戸牧１０９４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 天野 めぐみ 但馬(豊健)第190-87 令和4年1月18日 令和11年2月28日 令和4年1月18日
000028 7000186984 福ねこ屋 668-0271 豊岡市出石町大谷３０４－９ 菓子製造業 一般 杉本 正子 但馬(豊健)第192-20 令和4年1月20日 令和10年2月29日 令和4年1月20日
000028 7000187048 あるもんｄｅ鳥居 668-0272 豊岡市出石町鳥居９５ 796525553 菓子製造業 一般 一般社団法人暮らしの学校農楽 代表理事 木村 尚子 668-0272 兵庫県豊岡市出石町鳥居７８５番地 796201295 但馬(豊健)第192-21 令和4年1月24日 令和10年2月29日 令和4年1月24日
000028 7000187101 茶房やしろ 668-0031 豊岡市大手町１－２ 796235227 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷田 幸絵 但馬(豊健)第190-88 令和4年1月28日 令和10年2月29日 令和4年1月28日
000028 7000187116 よさや 669-6404 美方郡香美町香住区相谷５５ 796380385 飲食店営業(3)旅館 一般 西村 喜治 但馬(豊健)第217-6 令和4年1月28日 令和10年2月29日 令和4年1月28日
000028 7000187154 三矢 668-0032 豊岡市千代田町７－１１ 796346627 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　三矢 代表取締役 野澤 史美 668-0032 兵庫県豊岡市千代田町７－１１ 796346627 但馬(豊健)第190-89 令和4年1月31日 令和10年2月29日 令和4年1月31日
000028 7000187156 志門 668-0024 豊岡市寿町９－８ 796227559 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　三矢 代表取締役 野澤 史美 668-0032 兵庫県豊岡市千代田町７－１１ 796346627 但馬(豊健)第190-90 令和4年1月31日 令和10年2月29日 令和4年1月31日
000028 7000187160 たじま炭火焼肉　輪が家 668-0873 豊岡市若松町３－１４ 796348911 食肉販売業 一般 清水 厚志 但馬(豊健)第212-5 令和4年1月31日 令和10年2月29日 令和4年1月31日
000028 7000187163 プチホテル　Ａｏｉｔｏｒｉ 667-1344 美方郡香美町村岡区大笹５３５－１番地 796960605 飲食店営業(3)旅館 一般 青い鳥有限会社 代表取締役 西谷 尚 667-1344 兵庫県美方郡香美町村岡区大笹５３５－１番地 796960605 但馬(豊健)第217-548 令和4年1月31日 令和10年2月29日 令和4年1月31日
000028 7000187228 旅館まる屋 669-6431 美方郡香美町香住区浦上１１８９ 796370325 水産製品製造業 一般 藤原 孝治 但馬(豊健)第216-4 令和4年2月3日 令和10年2月29日 令和4年2月3日
000028 7000187233 ｋｏｂｕｔａｈｏｕｓｅ 668-0316 豊岡市但東町天谷２６１ 飲食店営業(3)旅館 一般 豚座 大輝 但馬(豊健)第217-7 令和4年2月7日 令和10年2月29日 令和4年2月7日
000028 7000187351 台所研究所 668-0033 豊岡市中央町１０－２７おさらぎビル２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 細間 章司 但馬(豊健)第190-91 令和4年2月10日 令和10年2月29日 令和4年2月10日
000028 7000187446 喫茶ふるさと 668-0345 豊岡市但東町中山７３２ 796560021 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮垣 敬一 但馬(豊健)第190-642 令和4年2月17日 令和9年2月28日 令和4年2月17日
000028 7000187460 シャトレーゼ豊岡店 668-0065 豊岡市戸牧１１－３ 菓子製造業 一般 株式会社ＧＲＯＷ　ＵＰ 代表取締役 柴原 史則 680-0911 鳥取県鳥取市千代水二丁目８８番地 但馬(豊健)第192-22 令和4年2月17日 令和10年2月29日 令和4年2月17日
000028 7000187467 但馬城崎おうこつラーメン　城崎本店たぬき 669-6101 豊岡市城崎町湯島３９１番地D区画 0796-32-0190 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社レゾナイス 代表取締役 小坂 忠利 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島３９１番地D区画 0796-32-0190 但馬(豊健)第190-92 令和4年2月21日 令和10年2月29日 令和4年2月21日
000028 7000187490 牛匠　上田 667-1511 美方郡香美町小代区神水７３８ 796972929 食肉処理業 一般 株式会社　上田畜産 代表取締役 上田 伸也 667-1511 兵庫県美方郡香美町小代区神水７３８番地 796972929 但馬(豊健)第211-502 令和4年2月18日 令和10年2月29日 令和4年2月18日
000028 7000187491 西村製粉所 669-5342 豊岡市日高町久斗４９９ 796421455 麺類製造業 一般 西村 勲 但馬(豊健)第203-504 令和4年2月18日 令和10年2月29日 令和4年2月18日
000028 7000187493 なご海 668-0032 豊岡市千代田町１０－７ 796346167 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社しき彩 代表取締役 平井 康友 669-5313 兵庫県豊岡市日高町鶴岡３５８－４ 796234931 但馬(豊健)第190-646 令和4年2月18日 令和10年2月29日 令和4年2月18日
000028 7000187549 石田屋 669-6544 美方郡香美町香住区香住１２６５－５ そうざい製造業 一般 石田 富子 但馬(豊健)第195-7 令和4年2月25日 令和10年2月29日 令和4年2月25日
000028 7000187550 ＴＡＢＩＨＡＫＵ　ＳＴＡＹ　香住 669-6556 美方郡香美町香住区中野２５１ 796364656 飲食店営業(3)旅館 一般 ＴＡＢＩ　ＨＡＫＵ合同会社 代表社員 有山 茂 669-6556 兵庫県美方郡香美町香住区中野２５１ 796364656 但馬(豊健)第217-8 令和4年2月28日 令和10年2月29日 令和4年2月28日
000028 7000187552 El Cafe del Sol 668-0024 豊岡市寿町１１－４ 796224155 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ワタキ自動車株式会社 代表取締役 上田 直樹 668-0024 兵庫県豊岡市寿町１１－５ 796224155 但馬(豊健)第190-93 令和4年2月28日 令和10年2月29日 令和4年2月28日
000028 7000187553 El Cafe del Sol 668-0024 豊岡市寿町１１－４ 796224155 食肉販売業 一般 ワタキ自動車株式会社 代表取締役 上田 直樹 668-0024 兵庫県豊岡市寿町１１－５ 796224155 但馬(豊健)第212-6 令和4年2月28日 令和10年2月29日 令和4年2月28日
000028 7000187563 中華そば　えち江 668-0063 豊岡市正法寺６５６－４ 796243434 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 越江 明美 但馬(豊健)第190-94 令和4年2月25日 令和10年2月29日 令和4年2月25日
000028 7000187710 そのまま 668-0042 豊岡市京町８－２０トリニティビル　Ｂ１Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中村 智代子 但馬(豊健)第190-95 令和4年3月8日 令和10年5月31日 令和4年3月8日
000028 7000187712 西村屋本館　泉霊 669-6101 豊岡市城崎町湯島４６９番地 796323535 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　西村屋 代表取締役 西村 総一郎 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島469番地 796322211 但馬(豊健)第190-96 令和4年3月8日 令和10年5月31日 令和4年3月8日
000028 7000187799 いないいないばぁー 668-0033 豊岡市中央町１０－５　サンプラザ１階１０１号 796245811 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｇｒｅｅｎ 代表取締役 蓬莱 夕子 668-0052 兵庫県豊岡市九日市下町１９０－３ 但馬(豊健)第190-97 令和4年3月14日 令和10年5月31日 令和4年3月14日
000028 7000187829 Ａｚｚ 668-0033 豊岡市中央町１０－５サンプラザビル５Ｆ ５０１ 飲食店営業(4)その他 一般 福田 ゆかり 但馬(豊健)第190-98 令和4年3月15日 令和10年5月31日 令和4年3月15日
000028 7000187953 豊岡学校給食センター 668-0806 豊岡市森２０３－４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ハーベストネクスト株式会社 代表取締役 脇本 実 240-0004 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町２－１２０ 453361120 但馬(豊健)第190-99 令和4年3月23日 令和11年5月31日 令和4年3月23日
000028 7000187993 日高学校給食センター 669-5334 豊岡市日高町山本７５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ハーベストネクスト株式会社 代表取締役 脇本 実 240-0004 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町２－１２０ 453361120 但馬(豊健)第190-100 令和4年3月23日 令和11年5月31日 令和4年3月23日
000028 7000187994 ＭＡＴＩＣ 668-0033 豊岡市中央町７－５ 796208183 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 土生田 直樹 但馬(豊健)第190-101 令和4年3月18日 令和10年5月31日 令和4年3月18日
000028 7000188005 和音 669-5368 豊岡市日高町山宮１３２７－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 水間 尚司 但馬(豊健)第190-102 令和4年3月18日 令和10年5月31日 令和4年3月18日
000028 7000188020 出石学校給食センター 668-0274 豊岡市出石町水上３１５ 796525294 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ハーベストネクスト株式会社 代表取締役 脇本 実 240-0004 神奈川県横浜市保土ケ谷区岩間町２－１２０ 453361120 但馬(豊健)第190-103 令和4年3月23日 令和11年5月31日 令和4年3月23日
000028 7000188042 公立浜坂病院 669-6731 美方郡新温泉町二日市１８４－１ 796821611 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林　勝美 100-0005 東京都千代田区丸の内２丁目７番３号 332873611 但馬(豊健)第190-105 令和4年3月28日 令和11年5月31日 令和4年3月28日
000028 7000188044 新温泉町介護老人保健施設ささゆり 669-6731 美方郡新温泉町二日市１７７ 796832311 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林　勝美 100-0005 東京都千代田区丸の内２丁目７番３号 332871611 但馬(豊健)第190-104 令和4年3月28日 令和11年5月31日 令和4年3月28日
000028 7000188359 御宿コトブキ 669-6821 美方郡新温泉町湯１５６１番地１ 796858970 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社オルソダイニング 代表取締役 筒井 達也 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町３丁目３番５号 665662900 但馬(豊健)第217-1 令和4年4月5日 令和10年5月31日 令和4年4月5日
000028 7000188493 Ｔｈｅ　Ｃｒｅａｍ 668-0031 豊岡市大手町１－２７ 飲食店営業(4)その他 一般 朝日 貴正 但馬(豊健)第190-1 令和4年4月18日 令和10年5月31日 令和4年4月18日
000028 7000188509 小さなパン屋イコロ 669-6751 美方郡新温泉町居組４８７ 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人Comfort you 理事 谷口 昌代 669-6822 兵庫県美方郡新温泉町細田１５６ 但馬(豊健)第192-1 令和4年4月19日 令和10年5月31日 令和4年4月19日
000028 7000188594 出石蕎学館　そば庄　鉄砲町構口店 668-0223 豊岡市出石町鉄砲２６ 796525639 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社そば庄 代表取締役 川原 千尋 668-0232 兵庫県豊岡市出石町宵田１２９ 796522432 但馬(豊健)第190-2 令和4年4月21日 令和10年5月31日 令和4年4月21日
000028 7000188595 出石蕎学館　そば庄　鉄砲町構口店 668-0223 豊岡市出石町鉄砲２６ 796525639 麺類製造業 一般 有限会社そば庄 代表取締役 川原 千尋 668-0232 兵庫県豊岡市出石町宵田１２９ 796522432 但馬(豊健)第203-1 令和4年4月21日 令和10年5月31日 令和4年4月21日
000028 7000188623 咲々 668-0084 豊岡市福田１２１－１ 796346878 飲食店営業(4)その他 一般 山田 雅 但馬(豊健)第190-5 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 7000188625 ファミリーマート公立豊岡病院店 668-0065 豊岡市戸牧１０９４番地 796292020 飲食店営業(4)その他 一般 エア・ウォーター・メディエイチ株式会社 代表取締役 田沼 俊一郎 141-0031 東京都品川区西五反田２丁目１２番３号 354375951 但馬(豊健)第190-3 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 7000188632 Bar Re:plus+／酒楽Bar呑米／me-rice 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 奥山 仁美 但馬(豊健)第190-4 令和4年4月21日 令和9年5月31日 令和4年4月21日
000028 7000188688 出石そば処　桂、 668-0232 豊岡市出石町宵田１０４ 796206021 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 安井 順一郎 但馬(豊健)第190-502 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 7000188692 たくみや 668-0215 豊岡市出石町魚屋１２８ 796526363 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮下 拓己 但馬(豊健)第190-503 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 7000188716 茶房ＫＡＫＥＨＡＳＨＩ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 木戸 栄一郎 但馬(豊健)第190-513 令和4年4月28日 令和9年5月31日 令和4年4月28日
000028 7000188718 たじま食堂　てんの店 669-5379 豊岡市日高町名色９０－３６ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 邦雄 但馬(豊健)第190-509 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 7000188719 コインスナックふじ 667-1352 美方郡香美町村岡区長板字崩れ１０６９－２ 796950120 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 藤村 学 但馬(豊健)第191-501 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 7000188722 patisserie repos 669-6801 美方郡新温泉町井土８８６－１ 796801464 菓子製造業 一般 寺谷 沙紀 但馬(豊健)第192-503 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日



000028 7000188723 匠（たくみ） 668-0873 豊岡市庄境１０３０－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中村 義仁 但馬(豊健)第190-505 令和4年4月27日 令和9年5月31日 令和4年4月27日
000028 7000188727 岸田水車小屋 669-6954 美方郡新温泉町岸田２０８ 菓子製造業 一般 馬場 正男 但馬(豊健)第192-504 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 7000188728 カフェ・ド　シャンブル 669-6747 美方郡新温泉町三谷川原田２０４－１ 796824380 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷田 有 但馬(豊健)第190-520 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 7000188755 但馬の郷 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 796522111 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社　但馬の郷 代表取締役 植野 仁志 668-0223 兵庫県豊岡市出石町鉄砲１９－１ 796522111 但馬(豊健)第190-515 令和4年4月28日 令和9年5月31日 令和4年4月28日
000028 7000188757 なかい 669-6832 美方郡新温泉町飯野１０２１ みそ又はしょうゆ製造業 一般 中井 英夫 但馬(豊健)第198-501 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 7000188760 神鍋高原カントリ－クラブ 669-5373 豊岡市日高町東河内１２－３ 796450216 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 神鍋高原開発株式会社 代表取締役 一ノ本 智毅 667-1105 兵庫県養父市関宮６３３ 796450216 但馬(豊健)第190-521 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 7000188761 やぶや 669-5372 豊岡市日高町栗栖野８１７ 796450021 飲食店営業(3)旅館 一般 糸乘 房子 但馬(豊健)第217-504 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 7000188763 カフェレストラン静暖の里 668-0324 豊岡市但東町相田１５１－３ 796534666 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 肥塚 隆志 但馬(豊健)第190-526 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 7000188764 古都 668-0232 豊岡市出石町宵田７ 796522224 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 水野 明 但馬(豊健)第190-527 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 7000188780 炭火家らんたん 668-0014 豊岡市野田９６ 796346246 菓子製造業 一般 株式会社ユラク 代表取締役 伊藤 清範 668-0013 兵庫県豊岡市中陰６３９ 796234401 但馬(豊健)第192-2 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 7000188868 la comedie 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 竹内 峻 但馬(豊健)第190-6 令和4年5月9日 令和9年5月31日 令和4年5月9日
000028 7000188921 Ｂａｃｉｎｏ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 渡辺 勝也 但馬(豊健)第190-7 令和4年5月12日 令和9年5月31日 令和4年5月12日
000028 7000188983 あつみ 669-6711 美方郡新温泉町清富６１ 菓子製造業 一般 仲山 厚美 但馬(豊健)第192-3 令和4年5月16日 令和10年5月31日 令和4年5月16日
000028 7000189093 ＳＴＲＥＡＭ　ＫＩＴＣＨＥＮ 668-0015 豊岡市一日市１３８８ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社アヅミエンジニア 代表取締役 安積 英樹 550-0014 大阪府大阪市西区北堀江３－１０－４ 677102555 但馬(豊健)第190-8 令和4年5月24日 令和10年5月31日 令和4年5月24日
000028 7000189116 el Cafe del Sol 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 796224155 飲食店営業(4)その他 自動車80L ワタキ自動車株式会社 代表取締役 上田 直樹 668-0024 兵庫県豊岡市寿町１１－５ 796224155 但馬(豊健)第190-10 令和4年5月25日 令和9年5月31日 令和4年5月25日
000028 7000189122 道の駅　ハチ北 667-1334 美方郡香美町村岡区福岡６０８－１ 796961600 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鳥井 美加 但馬(豊健)第190-12 令和4年5月26日 令和10年5月31日 令和4年5月26日
000028 7000189143 湯ったり朝市 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 宮下 隆司 但馬(豊健)第190-13 令和4年5月30日 令和9年5月31日 令和4年5月30日
000028 7000189166 ｍｅ－ｒｉｃｅ 668-0033 豊岡市中央町８－２ 796348538 飲食店営業(4)その他 一般 奥山 仁美 但馬(豊健)第190-14 令和4年5月31日 令和10年5月31日 令和4年5月31日
000028 7000189232 井上 669-6127 豊岡市畑上９２０ 菓子製造業 一般 井上 正一 但馬(豊健)第192-4 令和4年5月31日 令和10年5月31日 令和4年5月31日
000028 7000189251 庄屋 669-6544 美方郡香美町香住区下浜１６３５－２ 飲食店営業(4)その他 露店40L 西本 庄作 但馬(豊健)第190-15 令和4年5月31日 令和9年5月31日 令和4年5月31日
000028 7000189295 ｃｈａｔｏｎ （シャトン） 668-0873 豊岡市庄境字美女塚１２４番地４ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岸本 英世 但馬(豊健)第190-16 令和4年6月3日 令和10年8月31日 令和4年6月3日
000028 7000189317 ビーチ 669-6201 豊岡市竹野町竹野６ 796470497 飲食店営業(3)旅館 一般 岩崎 智 但馬(豊健)第217-2 令和4年6月8日 令和10年8月31日 令和4年6月8日
000028 7000189346 Senco-ya（仙古屋） 669-6544 美方郡香美町香住区香住１６１２ 菓子製造業 一般 北村 栄三郎 但馬(豊健)第192-5 令和4年6月9日 令和10年8月31日 令和4年6月9日
000028 7000189347 Senco-ya（仙古屋） 669-6544 美方郡香美町香住区香住１６１２ 漬物製造業 一般 北村 栄三郎 但馬(豊健)第197-1 令和4年6月9日 令和10年8月31日 令和4年6月9日
000028 7000189364 サコノジビエ食肉加工所 669-6564 美方郡香美町香住区下浜９４８ 食肉処理業 一般 川端 顕 但馬(豊健)第211-1 令和4年6月10日 令和10年8月31日 令和4年6月10日
000028 7000189368 ほしそば 669-6101 豊岡市城崎町湯島１２２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木下 未来 但馬(豊健)第190-17 令和4年6月10日 令和10年8月31日 令和4年6月10日
000028 7000189433 本陣　太鼓櫓店 668-0225 豊岡市出石町八木６６－２ 796524440 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　本陣 代表取締役 中川 政野 668-0246 兵庫県豊岡市出石町日野辺字蔵持７７６－６ 796524459 但馬(豊健)第190-18 令和4年6月13日 令和10年8月31日 令和4年6月13日
000028 7000189445 Ａnillo 668-0032 豊岡市千代田町３－６ 796245200 飲食店営業(4)その他 一般 岩田 和久 但馬(豊健)第190-19 令和4年6月16日 令和10年8月31日 令和4年6月16日
000028 7000189475 Rēvu 668-0033 豊岡市中央町１０－２９大勝ビル２Ｆ奥 飲食店営業(4)その他 一般 服部 成貴 但馬(豊健)第190-20 令和4年6月16日 令和10年8月31日 令和4年6月16日
000028 7000189481 たけの太陽家 669-6211 豊岡市竹野町和田１６６－１ 796202501 飲食店営業(3)旅館 一般 髙田 健一 但馬(豊健)第217-3 令和4年6月21日 令和10年8月31日 令和4年6月21日
000028 7000189485 cafe　dailyship 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 和田 友秋 但馬(豊健)第190-21 令和4年6月21日 令和9年8月31日 令和4年6月21日
000028 7000189500 Ｔｏｄｏ　ｂｉｅｎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 小山 真理子 但馬(豊健)第190-22 令和4年6月22日 令和9年8月31日 令和4年6月22日
000028 7000189537 Morikawa　Koffee 000-0000 但馬一円 飲食店営業(4)その他 露店40L 森川 一樹 但馬(豊健)第190-23 令和4年6月22日 令和9年8月31日 令和4年6月22日
000028 7000189538 お漬物キッチン　いずしとわ 668-0216 豊岡市出石町材木１１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福富 裕貴 但馬(豊健)第190-24 令和4年6月23日 令和10年8月31日 令和4年6月23日
000028 7000189568 ＫｉＤ 668-0033 豊岡市中央町１４番２３号３Ｂ 飲食店営業(4)その他 一般 小出 翼 但馬(豊健)第190-25 令和4年6月27日 令和10年8月31日 令和4年6月27日
000028 7000189602 村のかき氷屋さん　かず吉っちゃん 669-6124 豊岡市気比 飲食店営業(4)その他 露店40L 大津 和樹 但馬(豊健)第190-26 令和4年6月28日 令和9年8月31日 令和4年6月28日
000028 7000189633 フジッコ株式会社　浜坂工場 669-6732 美方郡新温泉町福富字定利１７８ 796823181 菓子製造業 一般 フジッコ株式会社 代表取締役 福井 正一 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町６丁目１３－４ 783035911 但馬(豊健)第192-6 令和4年6月29日 令和10年8月31日 令和4年6月29日
000028 7000189654 麒麟トラベラー 669-6753 美方郡新温泉町諸寄４７１－１ 飲食店営業(4)その他 露店40L 合同会社麒麟トラベラー 代表社員 中村 信人 669-6753 兵庫県美方郡新温泉町諸寄３２１０－７ 但馬(豊健)第190-27 令和4年6月30日 令和9年8月31日 令和4年6月30日
000028 7000189673 ペンション　ポム・アンナ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 和田 宣子 但馬(豊健)第190-28 令和4年6月30日 令和9年8月31日 令和4年6月30日
000028 7000189681 やまざと 667-1311 美方郡香美町村岡区村岡４２５ 796981007 密封包装食品製造業 一般 田中 由美 但馬(豊健)第204-1 令和4年6月30日 令和10年8月31日 令和4年6月30日
000028 7000189712 出石城山ガーデン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 出石城山ビール株式会社 代表取締役 奥村 忠俊 668-0214 兵庫県豊岡市出石町内町８３ 796527530 但馬(豊健)第190-29 令和4年7月7日 令和9年8月31日 令和4年7月7日
000028 7000189722 和ごころや 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 大本 由紀子 但馬(豊健)第190-30 令和4年7月8日 令和9年8月31日 令和4年7月8日
000028 7000189749 肉は友を呼ぶんです。 669-6124 豊岡市気比絹巻４００１地先 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 有限会社ゲインネットワークサポート 代表取締役 苅田 秀明 611-0033 京都府宇治市大久保町平盛１０４－２－３１０ 774292702 但馬(豊健)第190-32 令和4年7月11日 令和9年8月31日 令和4年7月11日
000028 7000189794 Ayus Café　～サンタの夏休み～ 669-6124 豊岡市気比（気比の浜海水浴場） 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 中村 歩 但馬(豊健)第190-33 令和4年7月14日 令和9年8月31日 令和4年7月14日
000028 7000189798 温楽ノ森 668-0263 豊岡市出石町福住８８２ 796348887 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社キリンジ 代表取締役 天川 洋介 543-0021 大阪府大阪市天王寺区東高津町３番５号キリンジビル 661916100 但馬(豊健)第190-34 令和4年7月13日 令和10年8月31日 令和4年7月13日
000028 7000189799 温楽ノ森 668-0263 豊岡市出石町福住８８２ 796348887 食肉販売業 一般 株式会社キリンジ 代表取締役 天川 洋介 543-0021 大阪府大阪市天王寺区東高津町３番５号キリンジビル 661916100 但馬(豊健)第212-1 令和4年7月13日 令和10年8月31日 令和4年7月13日
000028 7000189800 温楽ノ森 668-0263 豊岡市出石町福住８８２ 796348887 魚介類販売業 一般 株式会社キリンジ 代表取締役 天川 洋介 543-0021 大阪府大阪市天王寺区東高津町３番５号キリンジビル 661916100 但馬(豊健)第214-1 令和4年7月13日 令和10年8月31日 令和4年7月13日
000028 7000189823 ドミノ・ピザ　豊岡店 668-0805 豊岡市船町２９８－１ 796263377 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ドミノ・ピザジャパン 代表取締役 ジョシュア・ピーター・キリムニック 141-0021 東京都品川区上大崎２丁目１３－３０ 366250937 但馬(豊健)第190-31 令和4年7月14日 令和10年8月31日 令和4年7月14日
000028 7000189836 ＣＯＳＰＬＡＹ 668-0033 豊岡市中央町１３－３スマイルビル３Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 髙橋 裕一 但馬(豊健)第190-35 令和4年7月19日 令和10年8月31日 令和4年7月19日
000028 7000189851 たなか屋商店 669-6542 美方郡香美町香住区一日市４０８ 魚介類販売業 一般 田中 利和 但馬(豊健)第214-2 令和4年7月15日 令和10年8月31日 令和4年7月15日
000028 7000189858 マルワ渡辺水産　元町店 668-0026 豊岡市元町１１－１０ 796247477 魚介類販売業 一般 株式会社マルワ渡辺水産 代表取締役 渡辺 隆一 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋３６５ 796825000 但馬(豊健)第214-4 令和4年7月20日 令和11年8月31日 令和4年7月20日
000028 7000189861 Ｒ 669-6753 美方郡新温泉町諸寄塩谷浜（諸寄海水浴場） 飲食店営業(4)その他 露店40L 鶴田 早人 但馬(豊健)第190-36 令和4年7月19日 令和9年8月31日 令和4年7月19日
000028 7000189869 木工カフェ 668-0231 豊岡市出石町川原１５７ 菓子製造業 一般 種野 秀一 但馬(豊健)第192-7 令和4年7月20日 令和10年8月31日 令和4年7月20日
000028 7000189871 京懐石 音羽屋 669-5341 豊岡市日高町国分寺２１７－６ 796420049 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北村 知之 但馬(豊健)第190-38 令和4年7月20日 令和10年8月31日 令和4年7月20日
000028 7000189872 Ｌａ，Ｆｏｒｃｈｅｔｔａ 669-6702 美方郡新温泉町浜坂１０８１－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 （株）ＩＭＫ．ＳＴＹＬＥ 代表取締役 今木 雄三 669-6747 兵庫県美方郡新温泉町三谷８６－５ 796824083 但馬(豊健)第190-37 令和4年7月21日 令和10年8月31日 令和4年7月21日
000028 7000189875 マルワ渡辺水産　豊岡店 668-0047 豊岡市三坂町４－５０ 796225775 魚介類販売業 一般 株式会社マルワ渡辺水産 代表取締役 渡辺 隆一 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋３６５ 796825000 但馬(豊健)第214-3 令和4年7月20日 令和11年8月31日 令和4年7月20日
000028 7000189918 渡邉商店　串ぼうず 669-5368 豊岡市日高町山宮１１８１－１ 796202923 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 渡邉 圭一 但馬(豊健)第190-39 令和4年7月20日 令和10年8月31日 令和4年7月20日
000028 7000189927 NAMASTE INDIAN NEPALI RESTAURANT 668-0031 豊岡市大手町１－２４ 796348898 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社ＡＡＭＡ 代表社員 プン・チェットリ・サビタ 668-0031 兵庫県豊岡市大手町１番２４号 796348898 但馬(豊健)第190-40 令和4年7月21日 令和10年8月31日 令和4年7月21日
000028 7000189932 焼肉ホルモン　拓 668-0033 豊岡市中央町６－１４テラマチパライソビル１Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佐々木 卓 但馬(豊健)第190-41 令和4年7月22日 令和10年8月31日 令和4年7月22日
000028 7000189950 兵庫県立香住高等学校 669-6563 美方郡香美町香住区矢田４０－１ 796361181 そうざい製造業 一般 兵庫県立香住高等学校 校長 田中 一範 669-6563 兵庫県美方郡香美町香住区矢田４０－１ 796361181 但馬(豊健)第195-1 令和4年7月26日 令和10年8月31日 令和4年7月26日
000028 7000189958 西野議屋 669-6821 美方郡新温泉町湯１２２９番地６ 飲食店営業(3)旅館 一般 （株）ＩＭＫ．ＳＴＹＬＥ 代表取締役 今木 雄三 669-6747 兵庫県美方郡新温泉町三谷８６－５ 796824083 但馬(豊健)第217-4 令和4年7月26日 令和10年8月31日 令和4年7月26日
000028 7000189960 川湊茶屋　ホドホド 669-6201 豊岡市竹野町竹野６７９－８ 飲食店営業(4)その他 一般 浜田 亜沙美 但馬(豊健)第190-42 令和4年7月26日 令和10年8月31日 令和4年7月26日
000028 7000190039 ＭＡＴＩＣ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 土生田 直樹 但馬(豊健)第190-43 令和4年7月28日 令和9年8月31日 令和4年7月28日
000028 7000190040 しゃんらん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 西田 幸弘 但馬(豊健)第190-44 令和4年7月28日 令和9年8月31日 令和4年7月28日
000028 7000190071 但東農園 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 山本 勧 但馬(豊健)第190-45 令和4年7月29日 令和9年8月31日 令和4年7月29日
000028 7000190139 てら川 669-6101 豊岡市城崎町湯島１１１ 796323415 水産製品製造業 一般 有限会社鮮魚てらかわ 代表取締役 寺川 大紀 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島１１１ 796323415 但馬(豊健)第216-1 令和4年8月4日 令和10年8月31日 令和4年8月4日
000028 7000190143 ファミリーマート豊岡駅西口 668-0064 豊岡市高屋９８９番地の８ 796268030 飲食店営業(4)その他 一般 井関 千恵子 但馬(豊健)第190-46 令和4年8月4日 令和10年8月31日 令和4年8月4日
000028 7000190163 My pan 669-5346 豊岡市日高町伊府４３２－６ 796207677 飲食店営業(4)その他 一般 水嶋 麻衣 但馬(豊健)第190-569 令和4年8月8日 令和10年8月31日 令和4年8月8日
000028 7000190170 陣屋 668-0256 豊岡市出石町小人５６－１ 796523262 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 植田 勝治 但馬(豊健)第190-570 令和4年8月8日 令和10年8月31日 令和4年8月8日
000028 7000190173 八平だるま 668-0352 豊岡市但東町赤花字主楼谷５７１－１ 796561116 飲食店営業(3)旅館 一般 能勢 勇 但馬(豊健)第217-523 令和4年8月10日 令和10年8月31日 令和4年8月10日
000028 7000190175 八平達磨 668-0352 豊岡市但東町赤花５７０－１ 796561116 酒類製造業 一般 能勢 勇 但馬(豊健)第200-501 令和4年8月10日 令和10年8月31日 令和4年8月10日
000028 7000190196 Senco-ya（仙古屋） 669-6544 美方郡香美町香住区香住１６１２ 水産製品製造業 一般 北村 栄三郎 但馬(豊健)第216-2 令和4年8月10日 令和10年8月31日 令和4年8月10日
000028 7000190199 うまいや 668-0032 豊岡市千代田町３－６ 796235583 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小川 矢数子 但馬(豊健)第190-571 令和4年8月10日 令和10年8月31日 令和4年8月10日
000028 7000190202 喫茶るーむ 668-0024 豊岡市寿町７－２１ 796243608 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三谷 恵美子 但馬(豊健)第190-572 令和4年8月10日 令和10年8月31日 令和4年8月10日
000028 7000190224 岩原とうふ店 669-6812 美方郡新温泉町切畑２１２ 796921239 豆腐製造業 一般 岩本 孝次 但馬(豊健)第201-501 令和4年8月15日 令和10年8月31日 令和4年8月15日
000028 7000190225 すなっく悠花 668-0033 豊岡市中央町１－２０サファリービル１F３号 飲食店営業(4)その他 一般 田中 佐世子 但馬(豊健)第190-575 令和4年8月12日 令和10年8月31日 令和4年8月12日
000028 7000190226 ラウンジ　ニューＭｉｎｋ 668-0033 豊岡市中央町１５－３８ＨＡＫＵＭＩビル　1階 飲食店営業(4)その他 一般 坂本 晴美 但馬(豊健)第190-576 令和4年8月12日 令和10年8月31日 令和4年8月12日
000028 7000190233 山海 669-6701 美方郡新温泉町芦屋１４６－１ 796825088 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡田 伸 但馬(豊健)第190-574 令和4年8月12日 令和10年8月31日 令和4年8月12日
000028 7000190235 味さとや寿し兵 鮨の和か奈 669-6821 美方郡新温泉町湯１３１７番地の１４ 796922349 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 左近 道夫 但馬(豊健)第190-573 令和4年8月12日 令和10年8月31日 令和4年8月12日
000028 7000190269 ＡＺＵＲ 668-0051 豊岡市九日市上町１１１３ 796242700 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松森 かおり 但馬(豊健)第190-579 令和4年8月15日 令和10年8月31日 令和4年8月15日
000028 7000190272 豊寿司 668-0033 豊岡市中央町４－７ 796241844 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上田 哲夫 但馬(豊健)第190-580 令和4年8月15日 令和10年8月31日 令和4年8月15日
000028 7000190276 海女茶屋 669-6101 豊岡市城崎町湯島８０－１ 796322854 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田端 悦子 但馬(豊健)第190-581 令和4年8月15日 令和10年8月31日 令和4年8月15日
000028 7000190280 川条屋 669-6564 美方郡香美町香住区下浜６３８－２ 796360928 飲食店営業(3)旅館 一般 川端 都多恵 但馬(豊健)第217-524 令和4年8月15日 令和10年8月31日 令和4年8月15日
000028 7000190281 紺屋 669-6402 美方郡香美町香住区訓谷２７３、２７４ 796380201 飲食店営業(3)旅館 一般 沼田 真砂美 但馬(豊健)第217-525 令和4年8月15日 令和10年8月31日 令和4年8月15日
000028 7000190283 しみず 669-6546 美方郡香美町香住区七日市３４３ 796360981 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 清水 淳 但馬(豊健)第190-582 令和4年8月15日 令和10年8月31日 令和4年8月15日
000028 7000190290 大黒屋 669-6564 美方郡香美町香住区下浜875-2、875-1 796360779 飲食店営業(3)旅館 一般 濵上 勇人 但馬(豊健)第217-526 令和4年8月16日 令和10年8月31日 令和4年8月16日
000028 7000190294 チコマート　佐津店 669-6401 美方郡香美町香住区無南垣２８４－３ 796380864 魚介類販売業 一般 有限会社ハセナカ 代表取締役 中村 治 669-6401 兵庫県美方郡香美町香住区無南垣２８４ 796380864 但馬(豊健)第214-510 令和4年8月16日 令和10年8月31日 令和4年8月16日
000028 7000190295 チコマート　佐津店 669-6401 美方郡香美町香住区無南垣２８４－３ 796380864 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ハセナカ 代表取締役 中村 治 669-6401 兵庫県美方郡香美町香住区無南垣２８４ 796380864 但馬(豊健)第190-583 令和4年8月16日 令和10年8月31日 令和4年8月16日
000028 7000190320 西村屋ホテル招月庭 669-6101 豊岡市城崎町湯島1016番地の2 796323535 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 株式会社　西村屋 代表取締役 西村 総一郎 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島469番地 796322211 但馬(豊健)第190-584 令和4年8月18日 令和10年8月31日 令和4年8月18日
000028 7000190321 千年の湯　古まん別館 669-6101 豊岡市城崎町湯島５９７ 796322331 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社古まん 代表取締役 日生下 民夫 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島４８１ 796322331 但馬(豊健)第217-527 令和4年8月18日 令和10年8月31日 令和4年8月18日
000028 7000190323 茂兵衛 668-0221 豊岡市出石町町分２０５－２ 796524560 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 家元 茂夫 但馬(豊健)第190-585 令和4年8月18日 令和10年8月31日 令和4年8月18日
000028 7000190328 Bar　レモン・ハート　Bacchus 668-0021 豊岡市泉町１５－４０ 796224922 飲食店営業(4)その他 一般 大廣 義信 但馬(豊健)第190-586 令和4年8月19日 令和10年8月31日 令和4年8月19日
000028 7000190356 有限会社出石山下 668-0233 豊岡市出石町田結庄１ 796522084 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社出石山下 代表取締役 山下 晋市 668-0233 兵庫県豊岡市出石町田結庄１ 796522084 但馬(豊健)第190-589 令和4年8月23日 令和10年8月31日 令和4年8月23日
000028 7000190357 咲々 668-0084 豊岡市福田１２１－１ 796346878 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山田 雅 但馬(豊健)第190-590 令和4年8月23日 令和10年8月31日 令和4年8月23日
000028 7000190361 耕但キッチン 668-0024 豊岡市寿町６－１ 796222017 そうざい製造業 一般 田中 香代子 但馬(豊健)第195-503 令和4年8月29日 令和10年8月31日 令和4年8月29日
000028 7000190366 二方蒲鉾株式会社 669-6122 豊岡市瀬戸７５７－１ 796283121 飲食店営業(4)その他 一般 二方蒲鉾株式会社 代表取締役 二方 道正 669-6122 兵庫県豊岡市瀬戸７５７－１ 796283121 但馬(豊健)第190-591 令和4年8月24日 令和10年8月31日 令和4年8月24日
000028 7000190367 ａｎｎｅａｕ（アノー） 668-0854 豊岡市八社宮７８０ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 信部 佐和子 但馬(豊健)第190-592 令和4年8月24日 令和10年8月31日 令和4年8月24日
000028 7000190368 El Cafe del Sol 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L ワタキ自動車株式会社 代表取締役 上田 直樹 668-0024 兵庫県豊岡市寿町１１－５ 796224155 但馬(豊健)第190-47 令和4年8月25日 令和9年8月31日 令和4年8月25日
000028 7000190371 やぱぱ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 加藤 勇貴 但馬(豊健)第190-48 令和4年8月25日 令和9年8月31日 令和4年8月25日
000028 7000190376 山本魚類 669-6122 豊岡市瀬戸１１８－４４ 796282255 水産製品製造業 一般 山本 慎太朗 但馬(豊健)第216-506 令和4年8月25日 令和10年8月31日 令和4年8月25日
000028 7000190380 焼き菓子と珈琲のお店　時と 669-6671 美方郡香美町香住区余部１５４２ 796201349 菓子製造業 一般 山西 香奈子 但馬(豊健)第192-8 令和4年8月25日 令和10年8月31日 令和4年8月25日
000028 7000190390 ＣＲＥＥＺＡＮ　城崎本店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L コニー株式会社 代表取締役 西田 正樹 668-0062 兵庫県豊岡市佐野８１番地５ 796236345 但馬(豊健)第190-49 令和4年8月24日 令和9年8月31日 令和4年8月24日
000028 7000190413 料理旅館　大平山荘 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 邊見 八郎 但馬(豊健)第190-50 令和4年8月25日 令和9年8月31日 令和4年8月25日
000028 7000190415 丸正 669-5365 豊岡市日高町十戸２８５ 796440041 魚介類販売業 一般 尾藤 守 但馬(豊健)第214-5 令和4年8月25日 令和10年8月31日 令和4年8月25日
000028 7000190420 おっとっと 669-6201 豊岡市竹野町竹野３５－３ 796470877 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 太田垣 郁夫 但馬(豊健)第190-594 令和4年8月26日 令和10年8月31日 令和4年8月26日
000028 7000190422 Ａｔｓｕｍｉ 669-6711 美方郡新温泉町清富６１ 796820817 飲食店営業(4)その他 一般 仲山 厚美 但馬(豊健)第190-595 令和4年8月26日 令和10年8月31日 令和4年8月26日
000028 7000190423 あつみ 669-6711 美方郡新温泉町清富６１ 796820817 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 仲山 厚美 但馬(豊健)第190-596 令和4年8月26日 令和10年8月31日 令和4年8月26日
000028 7000190427 湖月堂　内堀店 668-0225 豊岡市出石町八木１９ 796525123 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社田 代表取締役 石田 智裕 668-0225 兵庫県豊岡市出石町八木１９ 796525123 但馬(豊健)第190-597 令和4年8月26日 令和10年8月31日 令和4年8月26日
000028 7000190428 出石城山ガーデン 668-0214 豊岡市出石町内町８３ 796527530 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 出石城山ビール株式会社 代表取締役 奥村 忠俊 668-0214 兵庫県豊岡市出石町内町８３ 796527530 但馬(豊健)第190-598 令和4年8月26日 令和10年8月31日 令和4年8月26日
000028 7000190429 出石城山ガーデン 668-0214 豊岡市出石町内町８３ 796527530 酒類製造業 一般 出石城山ビール株式会社 代表取締役 奥村 忠俊 668-0214 兵庫県豊岡市出石町内町８３ 796527530 但馬(豊健)第200-502 令和4年8月26日 令和10年8月31日 令和4年8月26日
000028 7000190439 おこま 668-0232 豊岡市出石町宵田３５ 796522103 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 清水 栄 但馬(豊健)第190-599 令和4年8月29日 令和10年8月31日 令和4年8月29日
000028 7000190440 株式会社カネサ　香住工場 669-6541 美方郡香美町香住区境１１１１－１０ 796370337 水産製品製造業 一般 株式会社カネサ 代表取締役 咲花 章太郎 104-0061 東京都中央区銀座二丁目１６番１１号 335423827 但馬(豊健)第216-508 令和4年8月29日 令和10年8月31日 令和4年8月29日



000028 7000190441 まるや 669-6544 美方郡香美町香住区香住１８０９－１ 796209890 水産製品製造業 一般 マルヤ水産株式会社 代表取締役 長谷川 雄一 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１８０９ 796362781 但馬(豊健)第216-507 令和4年8月29日 令和10年8月31日 令和4年8月29日
000028 7000190446 うづかの森 667-1341 美方郡香美町村岡区森脇字宇井谷２３０－１ 796960024 菓子製造業 一般 株式会社　西村工務店 代表取締役社長 西村 昌樹 667-1334 兵庫県美方郡香美町村岡区森脇４００番地 796961136 但馬(豊健)第192-511 令和4年8月29日 令和10年8月31日 令和4年8月29日
000028 7000190447 うづかの森 667-1341 美方郡香美町村岡区森脇字宇井谷２３０－１ 796960024 そうざい製造業 一般 株式会社　西村工務店 代表取締役社長 西村 昌樹 667-1334 兵庫県美方郡香美町村岡区森脇４００番地 796961136 但馬(豊健)第195-504 令和4年8月29日 令和10年8月31日 令和4年8月29日
000028 7000190450 株式会社山増水産 669-6541 美方郡香美町香住区境字浜頭１１２２－２ 796361207 水産製品製造業 一般 株式会社山増水産 代表取締役 山根 久隆 669-6541 兵庫県美方郡香美町香住区境１１２２－２ 796361207 但馬(豊健)第216-509 令和4年8月29日 令和10年8月31日 令和4年8月29日
000028 7000190463 ピンクキャット 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店40L 中村 秀三 但馬(豊健)第190-600 令和4年8月29日 令和9年8月31日 令和4年8月29日
000028 7000190485 戎 668-0033 豊岡市中央町９－３１ 飲食店営業(4)その他 一般 中野 正博 但馬(豊健)第190-51 令和4年8月31日 令和10年8月31日 令和4年8月31日
000028 7000190530 ROYAL 668-0033 豊岡市中央町１０－５サンプラザ豊岡１ｓｔ　２０４ 飲食店営業(4)その他 一般 福冨 克俊 但馬(豊健)第190-52 令和4年9月1日 令和10年11月30日 令和4年9月1日
000028 7000190709 片島成好堂 669-6101 豊岡市城崎町湯島３９１木屋町小路1F 796322055 飲食店営業(4)その他 一般 カタシマ株式会社 代表取締役 廣氏 良致 667-0114 兵庫県養父市小城568番地 796642457 但馬(豊健)第190-53 令和4年9月16日 令和10年11月30日 令和4年9月16日
000028 7000190774 佐野トンネル工事宿舎 668-0042 豊岡市京町８－４２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ホクショク 代表取締役 戸田 学 002-0855 北海道札幌市北区屯田五条十丁目１０－２４ 117729005 但馬(豊健)第190-54 令和4年9月22日 令和10年11月30日 令和4年9月22日
000028 7000190786 凪 669-6123 豊岡市小島１－１１ 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社サナミチ 代表取締役 小倉 聡 669-6123 兵庫県豊岡市小島１－１１ 796206683 但馬(豊健)第190-55 令和4年9月27日 令和9年11月30日 令和4年9月27日
000028 7000190893 ミニフレッシュ但東店 668-0312 豊岡市但東町南尾字和田１１３－１ 796540584 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺105番地 796230333 但馬(豊健)第190-56 令和4年9月29日 令和11年11月30日 令和4年9月29日
000028 7000190912 Ｖｅｇｇｉｅ　ｄｅ　＋ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 小川 恭弘 但馬(豊健)第190-57 令和4年9月30日 令和9年11月30日 令和4年9月30日
000028 7000190933 フェアフィールド・バイ・  マリオット・兵庫神鍋高原 669-5372 豊岡市日高町栗栖野59番30 796450200 飲食店営業(3)旅館 一般 トリップベースホテルマネジメント株式会社 代表取締役 田森 直紀 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中一丁目1番88号 667434580 但馬(豊健)第217-5 令和4年10月4日 令和11年11月30日 令和4年10月4日
000028 7000190969 crepe&cafe whip 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 嶽 雄美 但馬(豊健)第190-59 令和4年10月6日 令和9年11月30日 令和4年10月6日
000028 7000191080 万感遊楽 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 中嶋 仁志 但馬(豊健)第190-60 令和4年10月12日 令和9年11月30日 令和4年10月12日
000028 7000191106 FLAT HOUSE 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 寺尾 敬子 但馬(豊健)第190-61 令和4年10月13日 令和9年11月30日 令和4年10月13日
000028 7000191107 株式会社たじみや 669-6701 美方郡新温泉町芦屋４５１ 796823011 菓子製造業 一般 株式会社たじみや 代表取締役 山本 達也 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋４５１ 796823011 但馬(豊健)第192-10 令和4年10月13日 令和10年11月30日 令和4年10月13日
000028 7000191113 大阪屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店80L 田中 昭匡 但馬(豊健)第190-601 令和4年10月13日 令和9年11月30日 令和4年10月13日
000028 7000191120 はれるや 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 高井 靖史 但馬(豊健)第190-62 令和4年10月13日 令和9年11月30日 令和4年10月13日
000028 7000191189 Ethical　Village 000-0000 県下一円(ただし神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店40L 岡本 幸恵 但馬(豊健)第190-63 令和4年10月19日 令和9年11月30日 令和4年10月19日
000028 7000191193 いっせーのーで 667-1337 美方郡香美町村岡区日影７１０ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西村 一生 但馬(豊健)第190-64 令和4年10月19日 令和10年11月30日 令和4年10月19日
000028 7000191203 居酒屋　輪 668-0021 豊岡市泉町１８－３２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小﨑 マユミ 但馬(豊健)第190-65 令和4年10月18日 令和10年11月30日 令和4年10月18日
000028 7000191207 安倍商会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 安倍 育登 但馬(豊健)第190-66 令和4年10月20日 令和9年11月30日 令和4年10月20日
000028 7000191221 ファミリーマート　豊岡昭和町店 668-0055 豊岡市昭和町６－２１ 796268211 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　大行組 代表取締役 水口 克彦 629-3104 京都府京丹後市網野町浅茂川２１３７－４ 772724014 但馬(豊健)第190-67 令和4年10月19日 令和10年11月30日 令和4年10月19日
000028 7000191227 レ、ザ、ミ（アールベルアンジェ豊岡） 668-0027 豊岡市若松町２－９ 796262255 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 正見 秀男 但馬(豊健)第190-68 令和4年10月20日 令和10年11月30日 令和4年10月20日
000028 7000191237 合同会社きよし水産 000-0000 県下一円(ただし神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 魚介類販売業 自動車80L 合同会社きよし水産 代表社員 前場 清 669-6115 兵庫県豊岡市城崎町来日１５３－２ 但馬(豊健)第214-6 令和4年10月20日 令和9年11月30日 令和4年10月20日
000028 7000191238 ビトウ農産工房 669-5322 豊岡市日高町府市場６５１ 菓子製造業 一般 尾藤 光 但馬(豊健)第192-11 令和4年10月21日 令和10年11月30日 令和4年10月21日
000028 7000191249 美楽 668-0033 豊岡市中央町３－２２ 796248278 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 神崎 正姫 但馬(豊健)第190-604 令和4年10月21日 令和9年11月30日 令和4年10月21日
000028 7000191255 美豚 668-0033 豊岡市中央町1番20号サファリービル8号室 飲食店営業(4)その他 一般 内田 朝美 但馬(豊健)第190-69 令和4年10月24日 令和10年11月30日 令和4年10月24日
000028 7000191262 サフラン 669-6123 豊岡市小島１２２０ 796282810 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社リロバケーションズ 代表取締役 田村 佳克 160-0022 東京都新宿区新宿五丁目１７番９号 366307970 但馬(豊健)第190-605 令和4年10月26日 令和10年11月30日 令和4年10月26日
000028 7000191263 ハーツ 668-0844 豊岡市土渕２４１－４ 796244509 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長岡 稔 但馬(豊健)第190-606 令和4年10月25日 令和10年11月30日 令和4年10月25日
000028 7000191272 ファームハウスのの花 669-6124 豊岡市気比２３７３ 796283237 飲食店営業(3)旅館 一般 髙尾 仁 但馬(豊健)第217-530 令和4年10月25日 令和10年11月30日 令和4年10月25日
000028 7000191273 Jhin Snack 668-0033 豊岡市中央町１０番５号サンプラザ豊岡１ｓｔ　３階３０５号室 飲食店営業(4)その他 一般 竹中　マリア　エスペランザ　アガシン 但馬(豊健)第190-70 令和4年10月26日 令和10年11月30日 令和4年10月26日
000028 7000191275 いな仙 669-6546 美方郡香美町香住区七日市６１ 796361474 飲食店営業(3)旅館 一般 稲垣 登也 但馬(豊健)第217-531 令和4年10月25日 令和10年11月30日 令和4年10月25日
000028 7000191277 魚や　はらとく 669-6546 美方郡香美町香住区七日市１５－２ 796364605 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 原田 敦行 但馬(豊健)第190-609 令和4年10月25日 令和10年11月30日 令和4年10月25日
000028 7000191278 魚や　はらとく 669-6546 美方郡香美町香住区七日市１５－２ 796364605 水産製品製造業 一般 原田 敦行 但馬(豊健)第216-511 令和4年10月25日 令和10年11月30日 令和4年10月25日
000028 7000191279 幸せの黄金鯛焼き 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 北原 優 但馬(豊健)第190-71 令和4年10月26日 令和9年11月30日 令和4年10月26日
000028 7000191293 ＴＯＲＵＳ 668-0033 豊岡市中央町１０－２５中央ビル２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 和田 聡 但馬(豊健)第190-72 令和4年10月26日 令和10年11月30日 令和4年10月26日
000028 7000191295 レイセニット城崎　スイートVILLA 669-6123 豊岡市小島１２２０ 796282810 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社リロバケーションズ 代表取締役 田村 佳克 160-0022 東京都新宿区新宿五丁目１７番９号 366307970 但馬(豊健)第217-532 令和4年10月26日 令和10年11月30日 令和4年10月26日
000028 7000191317 ひいらぎ 668-0056 豊岡市妙楽寺４７２－６ 796232094 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大伴 速子 但馬(豊健)第190-73 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 7000191342 ｉｍａ　ＣＡＦＥ 668-0033 豊岡市中央町８－１ 796222850 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 和泉 有里 但馬(豊健)第190-610 令和4年10月28日 令和10年11月30日 令和4年10月28日
000028 7000191343 ｉｍａ　ＣＡＦＥ 668-0033 豊岡市中央町８－１ 796222850 菓子製造業 一般 和泉 有里 但馬(豊健)第192-513 令和4年10月28日 令和10年11月30日 令和4年10月28日
000028 7000191370 栄幸荘 669-6741 美方郡新温泉町七釜７９７－１３ 796824444 飲食店営業(3)旅館 一般 細川 幸雄 但馬(豊健)第217-533 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 7000191384 ＰＡＲＡＤＩ 669-6101 豊岡市城崎町湯島５３８ 菓子製造業 一般 井上 祖人 但馬(豊健)第192-9 令和4年10月28日 令和10年11月30日 令和4年10月28日
000028 7000191388 ダイニング　宙 669-6101 豊岡市城崎町湯島１０１６－２ 796323535 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社西村屋 代表取締役 西村 総一郎 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島４６９番地 796323535 但馬(豊健)第190-74 令和4年11月4日 令和10年11月30日 令和4年11月4日
000028 7000191402 ベルメール 668-0033 豊岡市中央町１０－５サンプラザ１階１０５号室 796245556 飲食店営業(4)その他 一般 髙嶋 一史 但馬(豊健)第190-612 令和4年11月4日 令和10年11月30日 令和4年11月4日
000028 7000191403 竹香 668-0027 豊岡市若松町８－１６ 796243320 飲食店営業(4)その他 一般 小﨑 ひとみ 但馬(豊健)第190-613 令和4年11月4日 令和10年11月30日 令和4年11月4日
000028 7000191415 炉端　旬 669-6702 美方郡新温泉町浜坂１１７５－１３ 796807915 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田村 真 但馬(豊健)第190-75 令和4年11月4日 令和10年11月30日 令和4年11月4日
000028 7000191423 喫茶エルボ 669-6212 豊岡市竹野町松本４５－６ 796471819 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉岡 弥生 但馬(豊健)第190-616 令和4年11月7日 令和10年11月30日 令和4年11月7日
000028 7000191424 山村荘 669-6201 豊岡市竹野町竹野１１７ 796470630 飲食店営業(3)旅館 一般 山村 絹江 但馬(豊健)第217-534 令和4年11月7日 令和10年11月30日 令和4年11月7日
000028 7000191425 ＣｏＢＡ 668-0063 豊岡市正法寺６４－１ 796206149 菓子製造業 一般 小林 恵子 但馬(豊健)第192-514 令和4年11月7日 令和10年11月30日 令和4年11月7日
000028 7000191429 コルモ　ｃｏｌｍｏ 669-6807 美方郡新温泉町春来１３７７－１ 796920661 飲食店営業(4)その他 一般 福井 洋一 但馬(豊健)第190-617 令和4年11月7日 令和9年11月30日 令和4年11月7日
000028 7000191439 株式会社ハマダセイ 669-6541 美方郡香美町香住区境１１１１－１０ 796360668 水産製品製造業 一般 株式会社ハマダセイ 代表取締役 島﨑 誠 669-6541 兵庫県美方郡香美町香住区境１１２４ 796360668 但馬(豊健)第216-513 令和4年11月7日 令和10年11月30日 令和4年11月7日
000028 7000191459 くろしお 669-6402 美方郡香美町香住区訓谷１１４ 796380927 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社くろしお 代表取締役 黒崎 勇一 669-6402 兵庫県美方郡香美町香住区訓谷１１４ 796380927 但馬(豊健)第217-535 令和4年11月8日 令和10年11月30日 令和4年11月8日
000028 7000191460 にしたにや新館海華 669-6402 美方郡香美町香住区訓谷３４６－３、３４７－２、３４８ 796380565 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社にしたにや 代表取締役 藤原 淳男 669-6402 兵庫県美方郡香美町香住区訓谷３８３－２ 796380343 但馬(豊健)第217-536 令和4年11月8日 令和10年11月30日 令和4年11月8日
000028 7000191461 民宿　おき屋 669-6402 美方郡香美町香住区訓谷字縄手２８４－１、２ 796380670 飲食店営業(3)旅館 一般 沼田 美智子 但馬(豊健)第217-537 令和4年11月8日 令和10年11月30日 令和4年11月8日
000028 7000191463 かめや 669-6402 美方郡香美町香住区訓谷６１ 796380935 飲食店営業(3)旅館 一般 亀村 たか子 但馬(豊健)第217-538 令和4年11月8日 令和10年11月30日 令和4年11月8日
000028 7000191467 川本屋 669-6564 美方郡香美町香住区下浜６５３番地１６ 796360468 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社川本屋 代表取締役 川本 剛志 669-6564 兵庫県美方郡香美町香住区下浜６５３番地１６ 796360468 但馬(豊健)第217-539 令和4年11月8日 令和10年11月30日 令和4年11月8日
000028 7000191474 柴山みなと前食堂　凪 669-6433 美方郡香美町香住区沖浦９１１－１３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 寺川 和美 但馬(豊健)第190-618 令和4年11月8日 令和10年11月30日 令和4年11月8日
000028 7000191478 合同会社きよし水産 000-0000 県下一円(ただし神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店40L 合同会社きよし水産 前場 清 669-6115 兵庫県豊岡市城崎町来日１５３－２ 796323708 但馬(豊健)第190-76 令和4年11月7日 令和9年11月30日 令和4年11月7日
000028 7000191480 スナック　ふれあい 669-6564 美方郡香美町香住区下浜１５－１　１Ｆ 796361968 飲食店営業(4)その他 一般 浜本 博 但馬(豊健)第190-619 令和4年11月8日 令和10年11月30日 令和4年11月8日
000028 7000191483 焼肉　げん天 668-0221 豊岡市出石町町分字久喜３９１－１ 796525536 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 幸岡 智 但馬(豊健)第190-620 令和4年11月8日 令和10年11月30日 令和4年11月8日
000028 7000191485 喫茶　茶蔵 668-0263 豊岡市出石町福住１３３３－１ 796524082 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大石 智也 但馬(豊健)第190-621 令和4年11月8日 令和10年11月30日 令和4年11月8日
000028 7000191507 cafe dailyship 668-0042 豊岡市京町８－３ 796348211 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 和田 友秋 但馬(豊健)第190-77 令和4年11月9日 令和10年11月30日 令和4年11月9日
000028 7000191508 cafe dailyship 668-0042 豊岡市京町８－３ 796348211 菓子製造業 一般 和田 友秋 但馬(豊健)第192-12 令和4年11月9日 令和10年11月30日 令和4年11月9日
000028 7000191509 ユタカ商事 668-0807 豊岡市山本１５５ 796227248 食肉販売業 一般 株式会社ユタカ商事 代表取締役 山崎 正己 668-0807 兵庫県豊岡市山本１５５ 796227248 但馬(豊健)第212-506 令和4年11月9日 令和10年11月30日 令和4年11月9日
000028 7000191510 但馬魚市場株式会社 668-0084 豊岡市福田１２１番地の１ 796244114 魚介類販売業 一般 但馬魚市場株式会社 代表取締役社長 竹中 宗明 668-0084 兵庫県豊岡市福田１２１番地の１ 796244114 但馬(豊健)第214-514 令和4年11月9日 令和10年11月30日 令和4年11月9日
000028 7000191511 輝 668-0033 豊岡市中央町１４－２３　２Ｆ－Ｅ 飲食店営業(4)その他 一般 荒田 美紀 但馬(豊健)第190-623 令和4年11月9日 令和10年11月30日 令和4年11月9日
000028 7000191513 ひろや 669-6564 美方郡香美町香住区下浜１５－１ 796360465 飲食店営業(3)旅館 一般 關 守 但馬(豊健)第217-541 令和4年11月9日 令和10年11月30日 令和4年11月9日
000028 7000191519 尾崎屋 669-6671 美方郡香美町香住区余部１８０９－１ 796340064 飲食店営業(3)旅館 一般 尾崎 藤司 但馬(豊健)第217-543 令和4年11月9日 令和10年11月30日 令和4年11月9日
000028 7000191520 三七十館 669-6541 美方郡香美町香住区境字ミヨモン９０６９０９－２、９１５－４、９１６ 796363330 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社三七十 代表取締役 小柴 勝昭 669-6544 兵庫県美方郡香美町香住区香住１７７２ 796363330 但馬(豊健)第217-542 令和4年11月9日 令和10年11月30日 令和4年11月9日
000028 7000191521 民宿とみや 669-6671 美方郡香美町香住区余部字ヤガミ1068-2 796340175 飲食店営業(3)旅館 一般 谷口 博 但馬(豊健)第217-544 令和4年11月9日 令和10年11月30日 令和4年11月9日
000028 7000191533 フードショップ　日足 668-0233 豊岡市出石町田結庄６－１ 796523215 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　日足 代表取締役 日足 勝己 668-0233 兵庫県豊岡市出石町田結庄６－１ 796523215 但馬(豊健)第190-622 令和4年11月9日 令和10年11月30日 令和4年11月9日
000028 7000191534 田中畜産 669-6558 美方郡香美町香住区八原５３５－１ 食肉販売業 一般 田中 一馬 但馬(豊健)第212-507 令和4年11月9日 令和10年11月30日 令和4年11月9日
000028 7000191538 屋台とらちゃん 000-0000 県下一円(ただし神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店40L 髙谷 泰河 但馬(豊健)第190-79 令和4年11月9日 令和9年11月30日 令和4年11月9日
000028 7000191551 お好み焼　たちわき 668-0031 豊岡市大手町９－４ 796222494 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 立脇 みどり 但馬(豊健)第190-626 令和4年11月9日 令和10年11月30日 令和4年11月9日
000028 7000191552 居酒屋　彩鶏 668-0033 豊岡市中央町１６－１６ 796346573 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 椋棒 秀一 但馬(豊健)第190-627 令和4年11月9日 令和10年11月30日 令和4年11月9日
000028 7000191553 八百酔 668-0021 豊岡市泉町１０－２３ 796244547 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 伊地智 道夫 但馬(豊健)第190-628 令和4年11月9日 令和10年11月30日 令和4年11月9日
000028 7000191560 さかえ荘 669-6541 美方郡香美町香住区境１１０４－５４ 796362090 飲食店営業(3)旅館 一般 守山 重人 但馬(豊健)第217-545 令和4年11月9日 令和10年11月30日 令和4年11月9日
000028 7000191564 道の駅山陰海岸ジオパーク浜坂の郷 669-6745 美方郡新温泉町栃谷５７番地 796809010 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特産しんおんせん株式会社 代表取締役 中村 壽弘 669-6745 兵庫県美方郡新温泉町栃谷５７番地 796809010 但馬(豊健)第190-625 令和4年11月9日 令和10年11月30日 令和4年11月9日
000028 7000191566 特別養護老人ホーム出石荘 668-0263 豊岡市出石町福住字赤坂１３０１ 796526611 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ナリコマエンタープライズ 代表取締役 竹内 美夫 567-0005 大阪府茨木市五日市１-７-２７ 726270145 但馬(豊健)第190-624 令和4年11月9日 令和10年11月30日 令和4年11月9日
000028 7000191569 株式会社ジェイエイ葬祭  メモリアルホールゆうなぎ（初七日棟） 668-0046 豊岡市立野町１６番３８号 796290350 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ジェイエイ葬祭 代表取締役 太田垣 哲男 668-0046 兵庫県豊岡市立野町１６番３８号 796290350 但馬(豊健)第190-630 令和4年11月14日 令和10年11月30日 令和4年11月14日
000028 7000191619 二方蒲鉾株式会社 669-6122 豊岡市瀬戸７５７－１ 796283121 水産製品製造業 一般 二方蒲鉾株式会社 代表取締役 二方 道正 669-6122 兵庫県豊岡市瀬戸７５７－１ 796283121 但馬(豊健)第216-515 令和4年11月14日 令和10年11月30日 令和4年11月14日
000028 7000191663 ソリスキッチン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 772680001 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社にしがき 代表取締役 西垣 俊平 629-2501 京都府京丹後市大宮町口大野８８番地 772680008 但馬(豊健)第190-78 令和4年11月15日 令和10年11月30日 令和4年11月15日
000028 7000191672 きたよねや 669-6821 美方郡新温泉町湯１１７ 796920070 菓子製造業 一般 北村 正宏 但馬(豊健)第192-13 令和4年11月16日 令和10年11月30日 令和4年11月16日
000028 7000191674 樹々 669-6101 豊岡市城崎町湯島６８４ 796323239 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 澤田 美由紀 但馬(豊健)第190-632 令和4年11月17日 令和10年11月30日 令和4年11月17日
000028 7000191677 山しろや旅館 669-6101 豊岡市城崎町湯島２４５ 796322110 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社山しろや旅館 代表取締役 結城 卓史 669-6101 兵庫県豊岡市城崎町湯島２４５ 796322110 但馬(豊健)第217-546 令和4年11月17日 令和10年11月30日 令和4年11月17日
000028 7000191681 Bancarella Diletto 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 岡 幸夫 但馬(豊健)第190-81 令和4年11月18日 令和10年11月30日 令和4年11月18日
000028 7000191695 花水木 668-0214 豊岡市出石町内町１０７－１ 796522054 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ねずみや 代表取締役 大橋 伸人 668-0225 兵庫県豊岡市出石町八木３２ 796522054 但馬(豊健)第190-80 令和4年11月17日 令和10年11月30日 令和4年11月17日
000028 7000191703 寿製菓株式会社　但馬工場 669-6822 美方郡新温泉町細田６－６ 796922366 菓子製造業 一般 寿製菓株式会社 代表取締役社長 城内 正行 683-0845 鳥取県米子市旗ケ崎２０２８ 859227456 但馬(豊健)第192-517 令和4年11月18日 令和10年11月30日 令和4年11月18日
000028 7000191705 味蔵たんとう株式会社 668-0364 豊岡市但東町佐田５２６ 796550855 そうざい製造業 一般 味蔵たんとう株式会社 代表取締役 近本 礼三郎 668-0364 兵庫県豊岡市但東町佐田５２６ 796550855 但馬(豊健)第195-505 令和4年11月18日 令和10年11月30日 令和4年11月18日
000028 7000191706 味蔵たんとう株式会社 668-0364 豊岡市但東町佐田５２６ 796550855 みそ又はしょうゆ製造業 一般 味蔵たんとう株式会社 代表取締役 近本 礼三郎 668-0364 兵庫県豊岡市但東町佐田５２６ 796550855 但馬(豊健)第198-502 令和4年11月18日 令和10年11月30日 令和4年11月18日
000028 7000191707 味蔵たんとう株式会社 668-0364 豊岡市但東町佐田５２６ 796550855 菓子製造業 一般 味蔵たんとう株式会社 代表取締役 近本 礼三郎 668-0364 兵庫県豊岡市但東町佐田５２６ 796550855 但馬(豊健)第192-518 令和4年11月18日 令和10年11月30日 令和4年11月18日
000028 7000191720 GRACIAS　RESTO　BAR 668-0033 豊岡市中央町１０－２９大勝ビル1F 飲食店営業(4)その他 一般 山根　カミリン　ドンゴアン 但馬(豊健)第190-82 令和4年11月18日 令和10年11月30日 令和4年11月18日
000028 7000191723 来香 668-0033 豊岡市中央町１４－２４ 796237775 飲食店営業(4)その他 一般 森垣 明子 但馬(豊健)第190-633 令和4年11月18日 令和10年11月30日 令和4年11月18日
000028 7000191733 よしみ 668-0224 豊岡市出石町本町２１－１ 796520360 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田渕 準一 但馬(豊健)第190-634 令和4年11月21日 令和10年11月30日 令和4年11月21日
000028 7000191739 葵 668-0221 豊岡市出石町町分２６－６ 796524369 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社葵 代表取締役 水嶋 通 668-0221 兵庫県豊岡市出石町町分２６－６ 796524369 但馬(豊健)第190-635 令和4年11月21日 令和10年11月30日 令和4年11月21日
000028 7000191740 近又 668-0224 豊岡市出石町本町９９番地 796522268 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 近江屋株式会社 代表取締役 佐々木 近江 668-0224 兵庫県豊岡市出石町本町９９番地 796522268 但馬(豊健)第190-636 令和4年11月21日 令和10年11月30日 令和4年11月21日
000028 7000191741 近又 668-0224 豊岡市出石町本町９９番地 796522268 麺類製造業 一般 近江屋株式会社 代表取締役 佐々木 近江 668-0224 兵庫県豊岡市出石町本町９９番地 796522268 但馬(豊健)第203-501 令和4年11月21日 令和10年11月30日 令和4年11月21日
000028 7000191742 大西屋水翔苑 669-6102 豊岡市城崎町桃島１２５６ 796324571 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社大西屋 代表取締役 大西 伸弥 669-6102 兵庫県豊岡市城崎町桃島１２５６番地 796324571 但馬(豊健)第217-547 令和4年11月21日 令和10年11月30日 令和4年11月21日
000028 7000191754 カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　豊岡正法寺店 668-0063 豊岡市正法寺６８５ 796268798 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社きらフーズ 代表取締役 土谷 太二 680-0942 鳥取県鳥取市湖山町東５丁目２０５番地 857322304 但馬(豊健)第190-637 令和4年11月24日 令和11年11月30日 令和4年11月24日
000028 7000191757 ひさご 667-1533 美方郡香美町小代区秋岡１３４５ 796972249 菓子製造業 一般 久後 良太 但馬(豊健)第192-14 令和4年11月22日 令和10年11月30日 令和4年11月22日
000028 7000191762 由良乃家 669-5371 豊岡市日高町太田１３０８ 796450268 飲食店営業(3)旅館 一般 由良 昌之 但馬(豊健)第217-548 令和4年11月24日 令和10年11月30日 令和4年11月24日
000028 7000191764 高砂 669-5311 豊岡市日高町日置１０３ 796420255 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 正木 康則 但馬(豊健)第190-83 令和4年11月22日 令和10年11月30日 令和4年11月22日
000028 7000191765 me-rice kitchen 668-0033 豊岡市中央町５－３３ 飲食店営業(4)その他 一般 奥山 仁美 但馬(豊健)第190-84 令和4年11月22日 令和10年11月30日 令和4年11月22日
000028 7000191768 株式会社　株本産業 669-6721 美方郡新温泉町久谷８００－１ 796821448 菓子製造業 一般 株式会社株本産業 代表取締役 株本 寛 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋３３８－１ 796821448 但馬(豊健)第192-519 令和4年11月24日 令和10年11月30日 令和4年11月24日
000028 7000191769 豊岡・津居山港まちごとかにまつり 669-6123 豊岡市小島地先 796228111 魚介類販売業 一般 西松 伸二 但馬(豊健)第214-7 令和4年11月18日 令和10年11月30日 令和4年11月18日
000028 7000191804 Laugh 668-0033 豊岡市中央町１－２０サファリービル２階 飲食店営業(4)その他 一般 竹林 里沙 但馬(豊健)第190-85 令和4年11月22日 令和10年11月30日 令和4年11月22日
000028 7000191819 たけの太陽家 669-6211 豊岡市竹野町和田１６６－１ 796202501 水産製品製造業 一般 髙田 健一 但馬(豊健)第216-3 令和4年11月24日 令和10年11月30日 令和4年11月24日
000028 7000191825 但馬の郷 668-0223 豊岡市出石町鉄砲１９－１ 796522111 そうざい製造業 一般 株式会社　但馬の郷 代表取締役 植野 仁志 668-0223 兵庫県豊岡市出石町鉄砲１９－１ 796522111 但馬(豊健)第195-506 令和4年11月24日 令和10年11月30日 令和4年11月24日
000028 7000191845 ３道屋 000-0000 県下一円（ただし神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。） 飲食店営業(4)その他 露店80L 岡田 俊二 但馬(豊健)第190-642 令和4年11月25日 令和9年11月30日 令和4年11月25日
000028 7000191851 鉄板焼き　ＭＵＵ 668-0033 豊岡市中央町５－１１ 796346654 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 野上 宗之 但馬(豊健)第190-86 令和4年11月28日 令和10年11月30日 令和4年11月28日



000028 7000191859 げんぶ堂 668-0013 豊岡市中陰376-3 796235555 菓子製造業 一般 株式会社げんぶ堂 代表取締役 丸山 里美 668-0013 兵庫県豊岡市中陰３７６番地の３ 796235555 但馬(豊健)第192-520 令和4年11月28日 令和10年11月30日 令和4年11月28日
000028 7000191876 魚国総本社・豊岡２６４４５ 668-0862 豊岡市香住１２７２ 796295533 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社魚国総本社 田所 伸浩 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町１－６－１９ 662035571 但馬(豊健)第190-644 令和4年11月29日 令和10年11月30日 令和4年11月29日
000028 7000191881 株式会社健食ライフサービス 668-0221 豊岡市出石町町分４８ 796524443 そうざい製造業 一般 株式会社健食ライフサービス 代表取締役 吹田 猛 668-0221 兵庫県豊岡市出石町町分４８ 796524443 但馬(豊健)第195-507 令和4年11月29日 令和11年11月30日 令和4年11月29日
000028 7000191903 豊岡市立　出石農産物加工所 668-0206 豊岡市出石町福居９４８ 菓子製造業 一般 池内 修 但馬(豊健)第192-15 令和4年11月30日 令和11年11月30日 令和4年11月30日
000028 7000191939 お好み焼き　冨貴 668-0033 豊岡市中央町１３－２０ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 土井 一憲 但馬(豊健)第190-87 令和4年11月30日 令和10年11月30日 令和4年11月30日
000028 7000192012 ドーナツワークス 668-0045 豊岡市立野町１９－７フォレシスＣ１号室 796348830 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人コウノトリ豊岡・いのちのネットワーク 理事 北村 彰秀 668-0844 兵庫県豊岡市城南町２３－６豊岡健康福祉センター３階 796261101 但馬(豊健)第192-16 令和4年12月7日 令和11年2月28日 令和4年12月7日
000028 7000192067 Veggie de + 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 小川 恭弘 但馬(豊健)第190-88 令和4年12月13日 令和10年2月29日 令和4年12月13日
000028 7000192070 中華　白龍 669-6544 美方郡香美町香住区香住１４５６－１ 796362967 そうざい製造業 一般 浅野 富美夫 但馬(豊健)第195-2 令和4年12月13日 令和11年2月28日 令和4年12月13日
000028 7000192129 おかんの台所 000-0000 但馬一円 飲食店営業(4)その他 自動車40L 渋谷 立子 但馬(豊健)第190-89 令和4年12月20日 令和10年2月29日 令和4年12月20日
000028 7000192179 コーヒー好き 000-0000 県下一円(ただし神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 内田 好員 但馬(豊健)第190-90 令和4年12月22日 令和10年2月29日 令和4年12月22日
000028 7000192192 あだち 668-0032 豊岡市千代田町３－９ 麺類製造業 一般 足立 勇治 但馬(豊健)第203-2 令和4年12月26日 令和11年2月28日 令和4年12月26日
000028 7000192201 クラナゴ 668-0221 豊岡市出石町町分４２－２ 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 細見 昌宏 但馬(豊健)第190-91 令和4年12月26日 令和11年2月28日 令和4年12月26日
000028 7000192338 シルキー２ 668-0033 豊岡市中央町１４－２３グランディアビル１FD号 796227888 飲食店営業(4)その他 一般 小澤 絹代 但馬(豊健)第190-93 令和5年1月18日 令和11年2月28日 令和5年1月18日
000028 7000192353 ＣＡＦＥ　ｉＮＵＵＫ 669-5346 豊岡市日高町伊府７８５番地 796441515 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 アドバンス株式会社 代表取締役 鷲尾 晋 669-5372 兵庫県豊岡市日高町栗栖野６０番地 796451545 但馬(豊健)第190-94 令和5年1月19日 令和11年2月28日 令和5年1月19日
000028 7000192354 但馬漁業協同組合　柴山支所 669-6433 美方郡香美町香住区沖浦９１１－８ 796370301 魚介類競り売り営業 一般 但馬漁業協同組合 代表理事組合長 村瀬 晴好 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松７４７ 796361331 但馬(豊健)第215-502 令和5年1月19日 令和10年2月29日 令和5年1月19日
000028 7000192359 小さなパン屋イコロ 669-6751 美方郡新温泉町居組４８７ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人Comfort you 理事 谷口 昌代 669-6822 兵庫県美方郡新温泉町細田１５６ 796922500 但馬(豊健)第190-95 令和5年1月19日 令和11年2月28日 令和5年1月19日
000028 7000192363 まちかどカフェ「庵」 669-6702 美方郡新温泉町浜坂２３５１－１ 796801126 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 賀之 但馬(豊健)第190-645 令和5年1月20日 令和11年2月28日 令和5年1月20日
000028 7000192364 松岡食料品店 669-6542 美方郡香美町香住区一日市３６６ 796360338 飲食店営業(4)その他 一般 松岡 佳伸 但馬(豊健)第190-646 令和5年1月20日 令和11年2月28日 令和5年1月20日
000028 7000192373 ときわ食堂 669-6822 美方郡新温泉町細田５０３－８ 796920096 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 髙橋 逸雄 但馬(豊健)第190-647 令和5年1月23日 令和11年2月28日 令和5年1月23日
000028 7000192375 ときわ旅館 669-6741 美方郡新温泉町七釜８９５－２ 796824361 飲食店営業(3)旅館 一般 髙橋 逸雄 但馬(豊健)第217-549 令和5年1月23日 令和11年2月28日 令和5年1月23日
000028 7000192387 Solis Kitchen（京都800そ3129） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社にしがき 代表取締役 西垣 俊平 629-2501 京都府京丹後市大宮町口大野８８番地 772680008 但馬(豊健)第190-96 令和5年1月24日 令和11年2月28日 令和5年1月24日
000028 7000192395 そふと工房 669-6101 豊岡市城崎町湯島３９７ 796322260 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 安田 明日香 但馬(豊健)第190-648 令和5年1月23日 令和11年2月28日 令和5年1月23日
000028 7000192429 牛匠　上田 667-1511 美方郡香美町小代区神水７３８ 796972929 そうざい製造業 一般 株式会社　上田畜産 代表取締役 上田 伸也 667-1511 兵庫県美方郡香美町小代区神水７３８番地 796972929 但馬(豊健)第195-3 令和5年1月25日 令和12年2月28日 令和5年1月25日
000028 7000192446 Boulangerie　ムギノタビ 668-0033 豊岡市中央町１－２９ 菓子製造業 一般 ハミルトン 智美 但馬(豊健)第192-17 令和5年1月27日 令和11年2月28日 令和5年1月27日
000028 7000192475 やききち 669-5328 豊岡市日高町西芝２４０－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷口 義和 但馬(豊健)第190-97 令和5年1月30日 令和11年2月28日 令和5年1月30日
000028 7000192480 ふくとみ　terrace 668-0225 豊岡市出石町八木３０ 飲食店営業(4)その他 一般 福冨 のぞみ 但馬(豊健)第190-99 令和5年1月30日 令和11年2月28日 令和5年1月30日
000028 7000192481 城崎ロコ 669-6101 豊岡市城崎町湯島１１４ 796322349 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高島 克幸 但馬(豊健)第190-98 令和5年1月30日 令和11年2月28日 令和5年1月30日
000028 7000192498 ミニストップ日高西芝店 669-5328 豊岡市日高町西芝２２４－１ 796425570 飲食店営業(4)その他 一般 小田根 恵美 但馬(豊健)第190-655 令和5年1月31日 令和11年2月28日 令和5年1月31日
000028 7000192536 Fave 668-0224 豊岡市出石町本町２２－１ 796349559 飲食店営業(4)その他 一般 鍵井 瑞希 但馬(豊健)第190-100 令和5年2月6日 令和11年2月28日 令和5年2月6日
000028 7000192537 Fave 668-0224 豊岡市出石町本町２２－１ 796349559 菓子製造業 一般 鍵井 瑞希 但馬(豊健)第192-18 令和5年2月6日 令和11年2月28日 令和5年2月6日
000028 7000192616 とよおか作業所　愛・とーぷ 668-0011 豊岡市上陰１６４ 796248877 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 社会福祉法人とよおか福祉会 理事長 岡本 幹雄 668-0027 兵庫県豊岡市若松町４－１４ 796248655 但馬(豊健)第190-664 令和5年2月10日 令和11年2月28日 令和5年2月10日
000028 7000192621 民宿　野村 669-6201 豊岡市竹野町竹野５－５ 796471417 飲食店営業(3)旅館 一般 野村 光正 但馬(豊健)第217-560 令和5年2月10日 令和11年2月28日 令和5年2月10日
000028 7000192672 玄 668-0225 豊岡市出石町八木２２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森本 和也 但馬(豊健)第190-673 令和5年2月13日 令和11年2月28日 令和5年2月13日
000028 7000192673 玄カフェ 668-0224 豊岡市出石町本町９８－１ 796531500 飲食店営業(4)その他 一般 森本 和也 但馬(豊健)第190-101 令和5年2月13日 令和11年2月28日 令和5年2月13日
000028 7000192700 福智屋本店 669-6545 美方郡香美町香住区森６４６－１ 796362240 みそ又はしょうゆ製造業 一般 香住鶴株式会社 代表取締役 福本 和広 669-6559 兵庫県美方郡香美町香住区小原６００－２ 796360029 但馬(豊健)第198-503 令和5年2月17日 令和11年2月28日 令和5年2月17日
000028 7000192701 フレッシュバザール豊岡九日市店 668-0051 豊岡市九日市上町８１－１ 796220005 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋１５番地 773220001 但馬(豊健)第190-676 令和5年2月17日 令和11年2月28日 令和5年2月17日
000028 7000192720 旬の里のぼりお　おこしストアー 668-0372 豊岡市但東町大河内８９５－１ 796550777 菓子製造業 一般 植田 安雄 但馬(豊健)第192-19 令和5年2月16日 令和11年2月28日 令和5年2月16日
000028 7000192721 旬の里のぼりお 668-0372 豊岡市但東町大河内８９５－１ 796550777 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 植田 安雄 但馬(豊健)第190-674 令和5年2月16日 令和11年2月28日 令和5年2月16日
000028 7000192760 マルカツ水産株式会社　本社工場 669-6424 美方郡香美町香住区隼人４－２ 796380870 水産製品製造業 一般 マルカツ水産株式会社 代表取締役 谷口 公一 669-6424 兵庫県美方郡香美町香住区隼人４－２ 796380870 但馬(豊健)第216-517 令和5年2月21日 令和11年2月28日 令和5年2月21日
000028 7000192794 非時香果 669-6101 豊岡市城崎町湯島２５５番地 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 髙石 達郎 但馬(豊健)第190-103 令和5年2月22日 令和11年2月28日 令和5年2月22日
000028 7000192854 満点キッチン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社ウィンラボ 代表取締役 川口 隆之 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋７７５－２ 796802140 但馬(豊健)第190-104 令和5年2月28日 令和10年2月29日 令和5年2月28日
000028 7000192879 湯村温泉　緑屋 669-6821 美方郡新温泉町湯１３２６ 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社湯村温泉緑屋 代表取締役 重田 幸太郎 669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯１３２６ 5030910532 但馬(豊健)第217-6 令和5年2月28日 令和11年2月28日 令和5年2月28日
000028 7000192885 但馬ヘビック　仕分場 669-6821 美方郡新温泉町湯１１４１ 菓子製造業 一般 株式会社但馬ヘビック 代表取締役 朝野 浩昌 669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯１１５３ 但馬(豊健)第192-20 令和5年2月28日 令和10年2月29日 令和5年2月28日
000028 7000192886 但馬ヘビック　仕分場 669-6821 美方郡新温泉町湯１１４１ そうざい製造業 一般 株式会社但馬ヘビック 代表取締役 朝野 浩昌 669-6821 兵庫県美方郡新温泉町湯１１５３ 但馬(豊健)第195-4 令和5年2月28日 令和10年2月29日 令和5年2月28日
000028 7000192888 日本茶カフェ碧 668-0024 豊岡市寿町１０－２２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 多田 ゆかり 但馬(豊健)第190-102 令和5年2月21日 令和11年2月28日 令和5年2月21日
000028 7000192982 満点キッチン 669-6701 美方郡新温泉町芦屋７７５－２ 796802140 そうざい製造業 一般 株式会社ウィンラボ 代表取締役 川口 隆之 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋７７５－２ 796802140 但馬(豊健)第195-5 令和5年3月7日 令和11年5月31日 令和5年3月7日
000028 7000192984 旬食井乃上 669-6702 美方郡新温泉町浜坂２７１２－２ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井上 渉 但馬(豊健)第190-105 令和5年3月7日 令和11年5月31日 令和5年3月7日
000028 7000193011 かっぱ寿司　豊岡店 668-0052 豊岡市九日市下町字下荒原１６３－１ 796265110 菓子製造業 一般 カッパ・クリエイト株式会社 代表取締役 山角 豪 220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目２番１号ランドマークタワー１２階 452247405 但馬(豊健)第192-21 令和5年3月8日 令和11年5月31日 令和5年3月8日
000028 7000193067 ドイツ菓子工房  シュヴァルツ　ヴァルト 668-0065 豊岡市戸牧３６－１８ 796248408 菓子製造業 一般 上原 敬三 但馬(豊健)第192-22 令和5年3月15日 令和11年5月31日 令和5年3月15日
000028 7000193068 ドイツ菓子工房  シュヴァルツ　ヴァルト 668-0065 豊岡市戸牧３６－１８ 796248408 飲食店営業(4)その他 一般 上原 敬三 但馬(豊健)第190-106 令和5年3月15日 令和11年5月31日 令和5年3月15日
000028 7000193072 ほかほか弁当　豊岡店 668-0023 豊岡市加広町５－１３ 796348515 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 飯室 浩信 但馬(豊健)第190-108 令和5年3月10日 令和11年5月31日 令和5年3月10日
000028 7000193076 cafe “I” 669-6822 美方郡新温泉町細田４４３－７ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 稲葉 浩和 但馬(豊健)第190-107 令和5年3月10日 令和11年5月31日 令和5年3月10日
000028 7000193099 ミニフレッシュ竹野店 669-6201 豊岡市竹野町竹野１４３９－１ 796471468 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺105番地 796230333 但馬(豊健)第190-109 令和5年3月15日 令和12年5月31日 令和5年3月15日
000028 7000193230 ラーメンひなたや 669-6801 美方郡新温泉町井土１４００－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ウィンラボ 代表取締役 川口 隆之 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋７７５－２ 796802140 但馬(豊健)第190-110 令和5年3月20日 令和11年5月31日 令和5年3月20日
000028 7000193278 天通 668-0256 豊岡市出石町小人７５ 796523616 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 増田 達哉 但馬(豊健)第190-111 令和5年3月20日 令和11年5月31日 令和5年3月20日
000028 7000193326 角谷製菓　城崎製造所 669-6115 豊岡市城崎町来日字小島２１５－１ 796322277 そうざい製造業 一般 角谷製菓株式会社 代表取締役 角谷 隆政 669-6124 兵庫県豊岡市気比４６１４ 796282140 但馬(豊健)第195-6 令和5年3月23日 令和11年5月31日 令和5年3月23日
000028 7000193340 阿瀬 669-5359 豊岡市日高町羽尻字上ノ山１０３ 796440723 水産製品製造業 一般 中西 真由実 但馬(豊健)第216-4 令和5年3月23日 令和11年5月31日 令和5年3月23日
000028 7000193370 けいわいからあげ 000-0000 県下一円(ただし神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店40L 尾山 和樹 但馬(豊健)第190-112 令和5年3月27日 令和10年5月31日 令和5年3月27日
000028 7000193423 たんたん温泉　福寿の湯 668-0334 豊岡市但東町坂野４７０ 796561511 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡田 正人 但馬(豊健)第190-114 令和5年3月30日 令和11年5月31日 令和5年3月30日
000028 7000193438 伽羅 669-6101 豊岡市城崎町湯島７３１番地 796324130 飲食店営業(4)その他 露店40L 山口 博司 但馬(豊健)第190-113 令和5年3月30日 令和11年5月31日 令和5年3月30日
000028 7000193493 牛匠　上田 667-1511 美方郡香美町小代区神水７３８ 796972929 食用油脂製造業 一般 株式会社　上田畜産 代表取締役 上田 伸也 667-1511 兵庫県美方郡香美町小代区神水７３８番地 796972929 但馬(豊健)第210-1 令和5年3月31日 令和12年5月31日 令和5年3月31日
000028 7000193502 大阪屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 山本 幸宏 但馬(豊健)第190-115 令和5年3月30日 令和10年5月31日 令和5年3月30日
000028 7000193508 侍くれーぷ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 植田 真実 但馬(豊健)第190-116 令和5年3月31日 令和10年5月31日 令和5年3月31日
000028 7000193529 旬の里のぼりお　おこしストアー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 植田 安雄 但馬(豊健)第190-117号 令和5年3月31日 令和10年5月31日 令和5年3月31日
000028 7000193530 笑福すまいる 669-6702 美方郡新温泉町浜坂２５８８番１ 飲食店営業(4)その他 一般 森田 景子 但馬(豊健)第190-118 令和5年3月31日 令和11年5月31日 令和5年3月31日
000028 7000193531 笑福すまいる 669-6702 美方郡新温泉町浜坂２５８８番１ 菓子製造業 一般 森田 景子 但馬(豊健)第192-23 令和5年3月31日 令和11年5月31日 令和5年3月31日
000028 7000193576 中恒商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 魚介類販売業 自動車40L 中村 友幸 但馬(豊健)第214-1 令和5年4月6日 令和10年5月31日 令和5年4月6日
000028 7000193595 豊岡市商工会青年部　竹野支部 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 鳴海 雅也 但馬(豊健)第190-1 令和5年4月10日 令和10年5月31日 令和5年4月10日
000028 7000193604 メメント 668-0033 豊岡市中央町１４番２３号グランディアワタナベ２ＦＡ 飲食店営業(4)その他 一般 吉岡 雄亮 但馬(豊健)第190-2 令和5年4月10日 令和11年5月31日 令和5年4月10日
000028 7000193613 ｕｗｕｌａｂ. 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 塚本 加津子 但馬(豊健)第190-3 令和5年4月10日 令和10年5月31日 令和5年4月10日
000028 7000193620 トランジット 668-0064 豊岡市高屋９９９－１ 796201538 飲食店営業(4)その他 一般 八木 裕司 但馬(豊健)第190-4 令和5年4月10日 令和11年5月31日 令和5年4月10日
000028 7000193626 まごころ弁当　豊岡店 669-5311 豊岡市日高町日置１１５－６ 796423260 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 あさまる生活応援隊合同会社 代表社員 西村 英治 669-5311 兵庫県豊岡市日高町日置１１５－６ 796423260 但馬(豊健)第190-5 令和5年4月13日 令和11年5月31日 令和5年4月13日
000028 7000193693 本と暮らしのあるところ　だいかい文庫 668-0033 豊岡市中央町６－１ 飲食店営業(4)その他 一般 一般社団法人ケアと暮らしの編集社 代表理事 守本 陽一 668-0033 兵庫県豊岡市中央町６－１ 5035513779 但馬(豊健)第190-6 令和5年4月17日 令和11年5月31日 令和5年4月17日
000028 7000193711 海鮮にしとも 669-6543 美方郡香美町香住区若松７１１－１２ 796365220 そうざい製造業 一般 有限会社西友商店 代表取締役 西川 愛子 669-6543 兵庫県美方郡香美町香住区若松７１１－１２ 796365220 但馬(豊健)第195-1 令和5年4月17日 令和11年5月31日 令和5年4月17日
000028 7000193712 Ｐｉｎｅ　ＦＩＳＨＥＲＩＥＳ 668-0056 豊岡市妙楽寺５３３－３ 水産製品製造業 一般 松尾 大典 但馬(豊健)第216-1 令和5年4月19日 令和11年5月31日 令和5年4月19日
000028 7000193738 ちから餅 669-6101 豊岡市城崎町湯島３９８ 796322206 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松本 和也 但馬(豊健)第190-8 令和5年4月19日 令和11年5月31日 令和5年4月19日
000028 7000193739 ちから餅 669-6101 豊岡市城崎町湯島３９８ 796322206 菓子製造業 一般 松本 和也 但馬(豊健)第192-1 令和5年4月19日 令和11年5月31日 令和5年4月19日
000028 7000193741 カイノヴィラ 669-6541 美方郡香美町香住区境６０４ 796346409 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社いまご荘 代表取締役 田嶋 豊久 669-6541 兵庫県美方郡香美町香住区境６３４ 796360856 但馬(豊健)第190-7 令和5年4月19日 令和11年5月31日 令和5年4月19日
000028 7000193794 lady first 668-0033 豊岡市中央町１５番２号２階 飲食店営業(4)その他 一般 池田垣 望 但馬(豊健)第190-9 令和5年4月24日 令和11年5月31日 令和5年4月24日
000028 7000193805 ハンバーグのビアドリット 668-0026 豊岡市元町１０－１８ 796346257 菓子製造業 一般 有限会社　石橋設計 代表取締役 石橋 秀彦 669-5306 兵庫県豊岡市日高町水上６９ 796421844 但馬(豊健)第192-2 令和5年4月24日 令和11年5月31日 令和5年4月24日
000028 7000193811 下田精肉店 669-6702 美方郡新温泉町浜坂２３４８－２ 796821015 食肉販売業 一般 下田 良一 但馬(豊健)第212-501 令和5年4月24日 令和11年5月31日 令和5年4月24日
000028 7000193813 旅館いざき 669-6201 豊岡市竹野町竹野４ 796470604 飲食店営業(3)旅館 一般 河原 洋子 但馬(豊健)第217-501 令和5年4月24日 令和11年5月31日 令和5年4月24日
000028 7000193814 浜坂温泉保養荘 669-6702 美方郡新温泉町浜坂７７５ 796823645 飲食店営業(3)旅館 一般 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 理事長 藪本 訓弘 651-2134 兵庫県神戸市西区曙町１０７０ 789295655 但馬(豊健)第217-502 令和5年4月24日 令和11年5月31日 令和5年4月24日
000028 7000193815 うみがみ元気村 669-6952 美方郡新温泉町海上１０８０番地 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 尾﨑 美津人 但馬(豊健)第190-506 令和5年4月24日 令和11年5月31日 令和5年4月24日
000028 7000193816 うみがみ元気村 669-6952 美方郡新温泉町海上１０８０番地 そうざい製造業 一般 尾﨑 美津人 但馬(豊健)第195-501 令和5年4月24日 令和11年5月31日 令和5年4月24日
000028 7000193923 Ｈｉｍｅ 668-0033 豊岡市中央町１０－５サンプラザ豊岡１Ｆ１０２号 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＴＯＫＩＷＡ 代表取締役 藤木 時矢 668-0843 兵庫県豊岡市引野５４０ 但馬(豊健)第190-10 令和5年4月27日 令和11年5月31日 令和5年4月27日
000028 7000193945 末広 669-5341 豊岡市日高町国分寺８７８－１大和１０１ 796348250 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北村 太吾 但馬(豊健)第190-11 令和5年4月27日 令和11年5月31日 令和5年4月27日
000028 7000193946 末広 669-5341 豊岡市日高町国分寺８７８－１大和１０１ 796348250 食肉販売業 一般 北村 太吾 但馬(豊健)第212-1 令和5年4月27日 令和11年5月31日 令和5年4月27日
000028 7000193959 みよし旅館 669-6101 豊岡市城崎町湯島４１２ 796322020 飲食店営業(3)旅館 一般 結城 昭 但馬(豊健)第217-504 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 7200105820 喫茶　プランタン 667-0003 養父市八鹿町宿南2370-5 796627453 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佐藤 隆夫 但馬(朝健)第101-76 平成29年11月24日 令和5年11月30日 昭和61年11月1日
000028 7200105826 株式会社谷常製菓 667-0021 養父市八鹿町八鹿1500 796622261 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社谷常製菓 代表取締役 谷 孝之輔 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿1500 796622261 但馬(朝健)第101-62 平成30年8月16日 令和6年8月31日 昭和57年8月29日
000028 7200105838 安来屋 667-0012 養父市八鹿町伊佐442 796622797 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 加藤 時雄 但馬(朝健)第101-20 令和2年4月30日 令和8年5月31日 昭和58年3月23日
000028 7200105841 ニューラウンジ フェニックス 667-0031 養父市八鹿町九鹿3-5 796624898 飲食店営業(4)その他 一般 松田 照子 但馬(朝健)第101-64 令和2年10月30日 令和8年11月30日 昭和63年10月15日
000028 7200105845 寿司吉 667-0003 養父市八鹿町宿南1073 796624618 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 西村 博志 但馬(朝健)第101-95 令和3年2月25日 令和9年2月28日 昭和50年12月5日
000028 7200105848 ゑびすや 667-0043 養父市八鹿町高柳268-1 796622590 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 尾崎 吉一 但馬(朝健)第101-87 令和3年2月5日 令和9年2月28日 昭和63年12月2日
000028 7200105874 みなとや 667-0021 養父市八鹿町八鹿1648 796622354 魚介類販売業 一般 神代 喜一郎 但馬(朝健)第114-10 平成29年11月24日 令和5年11月30日 昭和56年11月6日
000028 7200105879 池田商店 667-0003 養父市八鹿町宿南1165 796622841 魚介類販売業 一般 池田 香 但馬(朝健)第114-16 令和3年2月16日 令和9年2月28日 昭和54年2月13日
000028 7200105913 こがね味噌株式会社 667-0021 養父市八鹿町八鹿343-1 796622648 みそ製造業 一般 こがね味噌株式会社 代表取締役 西村 秀子 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿343-1 796622648 但馬(朝健)第125-1 令和2年8月7日 令和8年8月31日 昭和42年6月10日
000028 7200105915 株式会社藤田食品　但馬工場 667-0004 養父市八鹿町上小田字野首1049 796626862 豆腐製造業 一般 株式会社藤田食品 代表取締役 藤田 勝寛 666-0023 兵庫県川西市東久代2ｰ2ｰ18 727572332 但馬(朝健)第129-1 令和2年7月31日 令和8年8月31日 昭和58年7月29日
000028 7200105919 八鹿酒造有限会社 667-0031 養父市八鹿町九鹿461ｰ1 796622032 酒類製造業 一般 八鹿酒造有限会社 代表取締役 水垣 篤 667-0031 兵庫県養父市八鹿町九鹿461ｰ1 796622032 但馬(朝健)第128-1 令和2年5月19日 令和8年5月31日 昭和33年4月8日
000028 7200105948 八鹿老健　事業所 667-0022 養父市八鹿町下網場413 796627809 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 332873611 但馬(朝健)第101-65 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成4年11月12日
000028 7200105949 鼓々 667-0021 養父市八鹿町八鹿1795-1 796626829 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 寺田 栄作 但馬(朝健)第101-112 令和2年2月19日 令和8年2月28日 平成4年12月4日
000028 7200105961 ブーケ 667-0032 養父市八鹿町小山258-8 796623718 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ブーケ 代表取締役 藤原 和紀 667-0032 兵庫県養父市八鹿町小山258-8 796623718 但馬(朝健)第101-44 令和2年8月7日 令和8年8月31日 平成5年6月18日
000028 7200105968 中華料理 香蘭 667-0043 養父市八鹿町高柳1781 796624274 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 保行 但馬(朝健)第101-24 令和3年5月18日 令和9年5月31日 平成6年4月22日
000028 7200106051 農産物加工所・憩 667-0024 養父市八鹿町朝倉598-4 796621616 菓子製造業 一般 小山 典子 但馬(朝健)第103-8 平成29年8月14日 令和5年8月31日 平成11年8月24日
000028 7200106073 かわんどコーちゃん 667-0021 養父市八鹿町八鹿1117-1 796626658 そうざい製造業 一般 圓山 十六子 但馬(朝健)第132-4 平成30年8月13日 令和6年8月31日 平成12年7月21日
000028 7200106088 ピーターパン 667-0021 養父市八鹿町八鹿1375-3 796626506 飲食店営業(4)その他 一般 塩見 浩二 但馬(朝健)第101-123 平成31年2月13日 令和7年2月28日 平成12年12月8日
000028 7200106089 ピーターパン 667-0021 養父市八鹿町八鹿1375-3 796626506 菓子製造業 一般 塩見 浩二 但馬(朝健)第103-32 平成31年2月13日 令和7年2月28日 平成12年12月8日
000028 7200106091 お食事処　たむら 667-0031 養父市八鹿町九鹿1082 796620300 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田村 和彦 但馬(朝健)第101-115 平成31年2月8日 令和7年2月28日 平成12年12月21日
000028 7200106096 若葉 667-0101 養父市広谷28-1 796640079 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上山 いく子 但馬(朝健)第101-105 平成30年11月27日 令和6年11月30日 昭和52年9月22日
000028 7200106099 いこい食堂 667-0131 養父市上野1666 796640220 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社いこい食堂 代表取締役 藤原 正明 667-0131 兵庫県養父市上野1666 796640220 但馬(朝健)第101-63 令和1年10月31日 令和7年11月30日 昭和62年10月20日
000028 7200106104 ニューサフラン 667-0131 養父市上野1681-5 796641104 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松田 愛子 但馬(朝健)第101-91 令和3年2月10日 令和9年2月28日 昭和53年12月23日



000028 7200106114 かざりや 667-0101 養父市広谷51 796640068 飲食店営業(3)旅館 一般 吉井 豐子 但馬(朝健)第101-104 平成30年11月27日 令和6年11月30日 昭和51年10月19日
000028 7200106136 みやもとや 667-0101 養父市広谷105 796640006 食肉販売業 一般 村上 賢二 但馬(朝健)第112-27 令和3年2月10日 令和9年2月28日 昭和50年12月26日
000028 7200106148 有限会社 中野醸造 667-0101 養父市広谷129 796640018 醤油製造業 一般 有限会社中野醸造 代表取締役 中野 雅人 667-0101 兵庫県養父市広谷129 796640018 但馬(朝健)第126-2 平成30年2月16日 令和6年2月29日 昭和33年12月10日
000028 7200106166 ウイズ 667-0101 養父市広谷250 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 安井 吉成 但馬(朝健)第101-51 平成29年8月17日 令和5年8月31日 平成3年8月5日
000028 7200106172 レストラン　ラ・リビエール 667-0125 養父市大塚字土手ﾉ内22-1 796650801 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 カタシマ株式会社 代表取締役 廣氏 良致 667-0114 兵庫県養父市小城568 796650801 但馬(朝健)第101-78 令和1年11月26日 令和7年11月30日 平成4年11月17日
000028 7200106174 出石そば・仙石 667-0131 養父市上野字峠1680-1 796641016 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 齋藤  久文 但馬(朝健)第101-69 令和1年11月8日 令和7年11月30日 平成4年11月20日
000028 7200106177 喫茶　ハーヴェスト 667-0131 養父市上野1250 796640527 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 安井 隆芳 但馬(朝健)第101-109 令和2年2月17日 令和8年2月28日 平成4年12月4日
000028 7200106221 カタシマ本社工場 667-0114 養父市小城568 796640733 菓子製造業 一般 カタシマ株式会社 代表取締役 廣氏 良致 667-0114 兵庫県養父市小城568 796640351 但馬(朝健)第103-8 令和2年7月31日 令和8年8月31日 平成8年8月28日
000028 7200106258 株式会社　藤澤 667-0115 養父市上箇40-1 796641711 そうざい製造業 一般 株式会社藤澤 代表取締役 藤澤 康雄 667-0115 兵庫県養父市上箇40-1 796641711 但馬(朝健)第132-6 平成29年11月24日 令和5年11月30日 平成11年9月13日
000028 7200106260 株式会社　藤澤 667-0115 養父市上箇40-1 796641711 魚介類販売業 一般 株式会社藤澤 代表取締役 藤澤 康雄 667-0115 兵庫県養父市上箇40-1 796641711 但馬(朝健)第114-11 平成29年11月24日 令和5年11月30日 平成11年9月13日
000028 7200106279 才木商店 667-0311 養父市大屋町大屋市場194 796690025 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 才木 健三郎 但馬(朝健)第101-81 令和1年11月26日 令和7年11月30日 昭和62年11月20日
000028 7200106284 ロッヂ　ふじなし 667-0323 養父市大屋町若杉字奥山99-16 796691488 飲食店営業(3)旅館 一般 養父市 市長 広瀬 栄 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿1675 796690120 但馬(朝健)第101-98 平成30年2月22日 令和6年2月29日 昭和61年12月25日
000028 7200106286 養父市立あけのべ自然学校 667-0436 養父市大屋町明延1184 796680258 飲食店営業(3)旅館 一般 養父市 市長 廣瀬 栄 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿1675 796623161 但馬(朝健)第101-16 令和3年4月30日 令和9年5月31日 平成1年4月18日
000028 7200106289 才木食料品店 667-0311 養父市大屋町大屋市場194 796690025 魚介類販売業 一般 才木 健三郎 但馬(朝健)第114-10 平成30年8月9日 令和6年8月31日 昭和62年8月11日
000028 7200106290 福美屋 667-0311 養父市大屋町大屋市場190 796690282 魚介類販売業 一般 田村 晋也 但馬(朝健)第114-9 令和2年7月31日 令和8年8月31日 昭和53年7月27日
000028 7200106310 ㈱おおや振興公社加工施設 667-0315 養父市大屋町加保582 796691822 菓子製造業 一般 株式会社おおや振興公社 代表取締役 田村 力 667-0315 兵庫県養父市大屋町加保582 796691822 但馬(朝健)第103-10 平成29年8月17日 令和5年8月31日 平成3年7月15日
000028 7200106312 ㈱おおや振興公社加工施設 667-0315 養父市大屋町加保582 796691822 そうざい製造業 一般 株式会社おおや振興公社 代表取締役 田村 力 667-0315 兵庫県養父市大屋町加保582 796691822 但馬(朝健)第132-3 平成29年8月17日 令和5年8月31日 平成3年7月15日
000028 7200106316 樹之深 667-0323 養父市大屋町若杉字奥山99-2 796691435 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 若杉高原開発企業組合 代表理事 辻 隆 667-0323 兵庫県養父市大屋町若杉字奥山99-2 796691576 但馬(朝健)第101-41 令和2年7月31日 令和8年8月31日 平成5年8月5日
000028 7200106317 ピエロ 667-0304 養父市大屋町中237-5 796690323 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 寺尾  直美 但馬(朝健)第101-88 令和3年2月5日 令和9年2月28日 平成6年2月23日
000028 7200106327 ミニフレッシュ　大屋店 667-0305 養父市大屋町夏梅341-1 796692515 魚介類販売業 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(朝健)第114-15 令和1年11月26日 令和7年11月30日 平成7年11月21日
000028 7200106330 仁久屋 667-0315 養父市大屋町加保679-6 796690651 食肉販売業 一般 有限会社仁久屋 代表取締役 栃尾 浩司 667-0315 兵庫県養父市大屋町加保679-6 796690651 但馬(朝健)第112-12 令和2年2月19日 令和8年2月28日 平成8年2月28日
000028 7200106336 アルトス・ヴィレッジ 667-0435 養父市大屋町和田字栃山596 796680452 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 戸川 万恵 但馬(朝健)第101-66 令和2年11月11日 令和8年11月30日 平成8年11月14日
000028 7200106337 川の家 667-0315 養父市大屋町加保582 796691822 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社おおや振興公社 代表取締役 田村 力 667-0315 兵庫県養父市大屋町加保582 796691822 但馬(朝健)第101-94 令和3年2月16日 令和9年2月28日 平成8年12月4日
000028 7200106341 ペンション翡翠 667-0315 養父市大屋町加保582 796691822 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社おおや振興公社 代表取締役 田村 力 667-0315 兵庫県養父市大屋町加保582 796691822 但馬(朝健)第101-21 令和3年5月14日 令和9年5月31日 平成9年3月27日
000028 7200106365 向製菓 667-0304 養父市大屋町中871-2 796690255 菓子製造業 一般 向 速雄 但馬(朝健)第103-12 平成30年8月13日 令和6年8月31日 平成12年8月4日
000028 7200106369 くい道楽ごん 667-1105 養父市関宮956-4 796672721 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山路 千代子 但馬(朝健)第101-48 平成30年8月3日 令和6年8月31日 昭和57年8月22日
000028 7200106391 菓子政 667-1105 養父市関宮1095ｰ1 796672425 菓子製造業 一般 山本 卓也 但馬(朝健)第103-20 平成30年2月13日 令和6年2月29日 昭和45年12月21日
000028 7200106396 銀海酒造㈲ 667-1105 養父市関宮756-5 796672403 酒類製造業 一般 銀海酒造有限会社 代表取締役 安木 桂子 667-1105 兵庫県養父市関宮756-5 796672403 但馬(朝健)第128-1 平成30年2月21日 令和6年2月29日 昭和43年4月15日
000028 7200106438 シルバー　ホルン 667-1128 養父市別宮282-3 796677910 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡 輝秀 但馬(朝健)第101-89 平成30年2月19日 令和6年2月29日 昭和61年12月1日
000028 7200106452 ちさと山荘 667-1128 養父市別宮1180 796678029 飲食店営業(3)旅館 一般 上野 光他 但馬(朝健)第101-78 平成29年11月24日 令和5年11月30日 昭和56年11月21日
000028 7200106454 鉢伏高原ホテルかねいちや 667-1127 養父市大久保字横角1583-2 796678211 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社かねいちや 代表取締役 田中 翔太郎 667-1127 兵庫県養父市大久保1583ｰ2 796678211 但馬(朝健)第101-86 平成30年2月19日 令和6年2月29日 昭和61年12月25日
000028 7200106464 旅館　鉢 667-1128 養父市別宮字大町田1179 796678028 飲食店営業(3)旅館 一般 岡 勇 但馬(朝健)第101-90 平成30年2月19日 令和6年2月29日 昭和48年12月26日
000028 7200106475 岳水 667-1126 養父市福定55 796678224 飲食店営業(3)旅館 一般 西村 みつ子 但馬(朝健)第101-50 平成30年8月3日 令和6年8月31日 昭和57年8月29日
000028 7200106477 ロッジ　ニューなわて 667-1126 養父市福定字ウワノ山982-2 796678730 飲食店営業(3)旅館 一般 藤原 孝市 但馬(朝健)第101-96 令和2年1月31日 令和8年2月28日 昭和53年1月9日
000028 7200106493 京口屋 667-1124 養父市丹戸98-2 796677203 飲食店営業(3)旅館 一般 角野 勢力 但馬(朝健)第101-98 令和2年1月31日 令和8年2月28日 昭和53年1月5日
000028 7200106498 ニュー桂屋 667-1128 養父市別宮1181 796678706 飲食店営業(3)旅館 一般 大林 勝幸 但馬(朝健)第101-97 令和2年1月31日 令和8年2月28日 昭和53年1月5日
000028 7200106505 満月 667-1125 養父市奈良尾146 796677201 飲食店営業(3)旅館 一般 長村 弘 但馬(朝健)第101-38 令和2年7月31日 令和8年8月31日 昭和58年7月29日
000028 7200106507 喜楽屋 667-1126 養父市福定59 796677207 飲食店営業(3)旅館 一般 西村 義雄 但馬(朝健)第101-39 令和2年7月31日 令和8年8月31日 昭和50年6月10日
000028 7200106513 ロッヂえびすや 667-1126 養父市福定字ウワノ山964 796678426 飲食店営業(3)旅館 一般 田中 明光 但馬(朝健)第101-83 令和3年1月29日 令和9年2月28日 昭和54年1月22日
000028 7200106515 ナラヤ新館 667-1127 養父市大久保字後田461 796677218 飲食店営業(3)旅館 一般 田中 優史 但馬(朝健)第101-85 令和3年1月29日 令和9年2月28日 昭和58年12月27日
000028 7200106526 清水屋 667-1125 養父市奈良尾字家ノ上142 796678323 飲食店営業(3)旅館 一般 長村 賢一 但馬(朝健)第101-84 令和3年1月29日 令和9年2月28日 昭和63年12月27日
000028 7200106527 プチホテル ホワイトウイング 667-1125 養父市奈良尾字荒田26 796678731 飲食店営業(3)旅館 一般 田中 和子 但馬(朝健)第101-82 令和3年1月29日 令和9年2月28日 昭和63年12月28日
000028 7200106528 グリーンロッヂ 667-1127 養父市大久保字横角1659 796678132 飲食店営業(3)旅館 一般 西谷 昇 但馬(朝健)第101-22 令和3年5月14日 令和9年5月31日 昭和54年4月18日
000028 7200106529 たちばな 667-1127 養父市大久保12 796678216 飲食店営業(3)旅館 一般 田中 稔彦 但馬(朝健)第101-17 令和3年5月12日 令和9年5月31日 昭和48年4月24日
000028 7200106530 株式会社 岡口屋 667-1127 養父市大久保字松岡63 796677221 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社岡口屋 代表取締役 田中 竜一 667-1127 兵庫県養父市大久保63 796677221 但馬(朝健)第101-18 令和3年5月12日 令和9年5月31日 昭和59年3月29日
000028 7200106562 かつみや 667-1127 養父市大久保字松岡29外 796678210 飲食店営業(3)旅館 一般 田中 徳広 但馬(朝健)第101-11 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 7200106576 東鉢伏高原　かねいちや 667-1128 養父市別宮1168 796677321 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社かねいちや 代表取締役 田中 翔太郎 667-1127 兵庫県養父市大久保1583ｰ2 796677321 但馬(朝健)第101-16 平成29年5月24日 令和5年5月31日 平成3年5月1日
000028 7200106582 Las ママス＆パパス 667-1128 養父市別宮字中ゼン364-8 796678243 飲食店営業(3)旅館 一般 宇津木 健治郎 但馬(朝健)第101-88 平成30年2月19日 令和6年2月29日 平成3年12月17日
000028 7200106591 パークホテル白樺館 667-1124 養父市丹戸896-2 796678001 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社ＭＥリゾート但馬 代表取締役 一ノ本 智毅 667-1124 兵庫県養父市丹戸896-2 796678001 但馬(朝健)第101-95 令和2年1月31日 令和8年2月28日 平成7年12月22日
000028 7200106593 朝日屋 667-1127 養父市大久保163 796678307 飲食店営業(3)旅館 一般 藤原 範子 但馬(朝健)第101-40 令和2年7月31日 令和8年8月31日 平成8年8月30日
000028 7200106605 角野山荘 667-1124 養父市丹戸字西横角909-1 796678636 飲食店営業(3)旅館 一般 角野 正則 但馬(朝健)第101-11 平成29年5月18日 令和5年5月31日 平成11年3月26日
000028 7200106610 株式会社ホテルやまとよ１号館 667-1124 養父市丹戸字越中910 796678301 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社ホテル山豊 代表取締役 角野 昭男 667-1124 兵庫県養父市丹戸字越中910 796678301 但馬(朝健)第101-112 平成31年2月7日 令和7年2月28日 平成13年1月17日
000028 7200106611 株式会社ホテルやまとよ２号館 667-1124 養父市丹戸字越中910 796678301 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社ホテル山豊 代表取締役 角野 昭男 667-1124 兵庫県養父市丹戸字越中910 796678301 但馬(朝健)第101-113 平成31年2月7日 令和7年2月28日 平成13年1月17日
000028 7200106612 株式会社ホテルやまとよ３号館 667-1124 養父市丹戸字越中910 796678301 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社ホテル山豊 代表取締役 角野 昭男 667-1124 兵庫県養父市丹戸字越中910 796678301 但馬(朝健)第101-114 平成31年2月7日 令和7年2月28日 平成13年1月17日
000028 7200106645 播磨屋本店 679-3301 朝来市生野町口銀谷2428 796792418 菓子製造業 一般 株式会社播磨屋本店 代表取締役 阿野 拓夫 679-3302 兵庫県朝来市生野町円山30番地 796741100 但馬(朝健)第103-22 平成30年2月21日 令和6年2月29日 昭和61年12月25日
000028 7200106648 石川商店 679-3301 朝来市生野町口銀谷1940 796793061 みそ又はしょうゆ製造業 一般 有限会社石川商店 代表取締役 石川 道代 679-3301 兵庫県朝来市生野町口銀谷1940 796793061 但馬(朝健)第125-5 令和4年10月26日 令和10年11月30日 令和4年10月26日
000028 7200106673 スナック朋 679-3301 朝来市生野町口銀谷261-33 796793202 飲食店営業(4)その他 一般 吉成 節子 但馬(朝健)第101-36 平成30年5月29日 令和6年5月31日 平成4年4月23日
000028 7200106681 ミニフレッシュ生野店 679-3301 朝来市生野町口銀谷317-67 796794572 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(朝健)第101-55 令和2年10月15日 令和8年11月30日 平成5年9月1日
000028 7200106733 銀山工房 679-3323 朝来市生野町竹原野443 796793501 菓子製造業 一般 白瀧 由美子 但馬(朝健)第103-21 平成30年2月21日 令和6年2月29日 平成12年1月28日
000028 7200106738 みんなの味　七笑 679-3301 朝来市生野町口銀谷2116-2 796794908 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 美濃 秀俊 但馬(朝健)第101-129 平成31年2月20日 令和7年2月28日 平成13年1月17日
000028 7200106741 喫茶ブラック 669-5202 朝来市和田山町東谷213ｰ131 796722140 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高品 妙子 但馬(朝健)第101-72 平成29年11月21日 令和5年11月30日 昭和56年10月27日
000028 7200106757 弥ろく 669-5268 朝来市和田山町立ノ原54 796723031 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中島 かつ子 但馬(朝健)第101-59 令和1年10月28日 令和7年11月30日 昭和57年10月19日
000028 7200106760 ひさご 669-5203 朝来市和田山町寺谷720ｰ14 796723295 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 濱 保子 但馬(朝健)第101-114 令和2年2月21日 令和8年2月28日 昭和57年12月17日
000028 7200106768 かに館　喰太郎 669-5212 朝来市和田山町柳原142 796723264 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 赤井 清 但馬(朝健)第101-30 令和2年7月20日 令和8年8月31日 昭和63年7月18日
000028 7200106770 福廼家総合食品有限会社 669-5202 朝来市和田山町東谷204 796722018 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 福廼家総合食品有限会社 福井 好二 669-5202 兵庫県朝来市和田山町東谷204 796722018 但馬(朝健)第101-32 令和2年7月21日 令和8年8月31日 昭和63年8月16日
000028 7200106775 焼肉ホルモンまつみ 669-5215 朝来市和田山町枚田岡215 796732967 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 杉田 晴久 但馬(朝健)第101-61 令和2年10月28日 令和8年11月30日 昭和63年11月25日
000028 7200106776 つるや食堂 669-5203 朝来市和田山町寺谷694ｰ1 796722177 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 馬場 秀樹 但馬(朝健)第101-106 令和2年2月13日 令和8年2月28日 昭和50年12月17日
000028 7200106782 スナックライムライト 669-5201 朝来市和田山町和田山230ｰ1 796732666 飲食店営業(4)その他 一般 長野 みずゑ 但馬(朝健)第101-11 令和3年4月26日 令和9年5月31日 昭和59年4月28日
000028 7200106807 群鶴亭 669-5201 朝来市和田山町和田山283 796722023 飲食店営業(3)旅館 一般 日下 博勝 但馬(朝健)第101-33 令和2年7月21日 令和8年8月31日 昭和47年7月21日
000028 7200106850 しの屋 669-5203 朝来市和田山町寺谷682ｰ4 796725108 菓子製造業 一般 信部 信子 但馬(朝健)第103-14 令和2年10月20日 令和8年11月30日 昭和63年11月29日
000028 7200106869 こむらさき醸造 669-5268 朝来市和田山町立ノ原106 796722300 醤油製造業 一般 こむらさき醸造有限会社 代表取締役 古屋敷 和也 669-5268 兵庫県朝来市和田山町立ノ原106 796722300 但馬(朝健)第126-1 平成30年5月25日 令和6年5月31日 昭和34年3月9日
000028 7200106899 いずみ旅館 669-5203 朝来市和田山町寺谷712ｰ10 796722412 飲食店営業(3)旅館 一般 木村 敏彦 但馬(朝健)第101-5 令和5年4月24日 令和11年5月31日 令和5年4月24日
000028 7200106907 コーヒーショップコンパス 669-5244 朝来市和田山町宮内5-1 796732634 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 畑山 明彦 但馬(朝健)第101-27 平成30年5月25日 令和6年5月31日 平成4年3月24日
000028 7200106923 イル・モンテカーサ 669-5245 朝来市和田山町法道寺61-5 796732360 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 隆盛堂製菓株式会社 代表取締役 沖田 和城 669-5245 兵庫県朝来市和田山町法道寺61-5 796732360 但馬(朝健)第101-36 令和2年7月28日 令和8年8月31日 平成5年7月6日
000028 7200106931 スナック  酔恋 669-5213 朝来市和田山町玉置1076-1 796724896 飲食店営業(4)その他 一般 藤本 千代子 但馬(朝健)第101-79 令和3年1月29日 令和9年2月28日 平成6年2月4日
000028 7200106995 よろづや 669-5200 朝来市 魚介類販売業 自動車 中島 統一郎 但馬(朝健)第114-1 令和2年4月10日 令和7年5月31日 平成8年5月9日
000028 7200106998 味菜 669-5231 朝来市和田山町林垣字馬背場256-1 796721068 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 垣尾 勲 但馬(朝健)第101-13 令和2年4月23日 令和8年5月31日 平成8年5月28日
000028 7200107034 ﾚｽﾄﾊｳｽ ﾋﾞｼﾞﾈｽ旅館 栄 669-5241 朝来市和田山町土田621-1 796722819 飲食店営業(3)旅館 一般 足立 好美 但馬(朝健)第101-25 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成9年5月27日
000028 7200107093 味工房　串八珍 669-5231 朝来市和田山町林垣255-1 796721577 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平田 泰史 但馬(朝健)第101-40 平成29年8月8日 令和5年8月31日 平成11年7月15日
000028 7200107125 焼肉竹田屋 669-5253 朝来市和田山町久世田22-1 796740464 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社竹田屋 代表取締役 須磨克英 ＊ 669-5253 兵庫県朝来市和田山町久世田22-1 796740464 但馬(朝健)第101-32 平成30年5月29日 令和6年5月31日 平成12年3月8日
000028 7200107126 レストハウスビジネス旅館栄 669-5241 朝来市和田山町土田621-1 796722819 菓子製造業 一般 足立 好美 但馬(朝健)第103-8 平成30年5月29日 令和6年5月31日 平成12年3月9日
000028 7200107129 但馬牛専門店あさだ 669-5215 朝来市和田山町枚田岡774 796702636 食肉販売業 一般 浅田 郁雄 但馬(朝健)第112-5 平成30年5月22日 令和6年5月31日 平成12年3月17日
000028 7200107130 但馬牛専門店あさだ 669-5215 朝来市和田山町枚田岡774 796702636 飲食店営業(4)その他 一般 浅田 郁雄 但馬(朝健)第101-22 平成30年5月22日 令和6年5月31日 平成12年3月17日
000028 7200107132 居酒屋　はんづ 669-5241 朝来市和田山町土田191 796723997 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西谷 勉 但馬(朝健)第101-31 平成30年5月29日 令和6年5月31日 平成12年3月17日
000028 7200107137 ケンタッキーフライドチキンイオン和田山店 669-5215 朝来市和田山町枚田岡774 796702705 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 代表取締役 判治 孝之 220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい４丁目４番５号 337190231 但馬(朝健)第101-18 平成30年5月16日 令和6年5月31日 平成12年3月21日
000028 7200107143 イオンリテール株式会社　イオン和田山店 669-5215 朝来市和田山町枚田岡774 796702600 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役社長 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432126500 但馬(朝健)第101-23 平成30年5月22日 令和6年5月31日 平成12年3月21日
000028 7200107145 イオンリテール株式会社　イオン和田山店 669-5215 朝来市和田山町枚田岡774 796702600 そうざい製造業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役社長 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432126500 但馬(朝健)第132-2 平成30年5月22日 令和6年5月31日 平成12年3月21日
000028 7200107149 イオンリテール株式会社　イオン和田山店 669-5215 朝来市和田山町枚田岡774 796702600 食肉販売業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役社長 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432126500 但馬(朝健)第112-6 平成30年5月22日 令和6年5月31日 平成12年3月21日
000028 7200107151 イオンリテール株式会社　イオン和田山店 669-5215 朝来市和田山町枚田岡774 796702600 菓子製造業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役社長 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432126500 但馬(朝健)第103-4 平成30年5月22日 令和6年5月31日 平成12年3月21日
000028 7200107152 イオンリテール株式会社　イオン和田山店 669-5215 朝来市和田山町枚田岡774 796702600 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役社長 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432126500 但馬(朝健)第101-24 平成30年5月22日 令和6年5月31日 平成12年3月21日
000028 7200107153 イオンリテール株式会社　イオン和田山店 669-5215 朝来市和田山町枚田岡774 796702600 魚介類販売業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役社長 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432126500 但馬(朝健)第114-3 平成30年5月22日 令和6年5月31日 平成12年3月21日
000028 7200107159 不二家　イオン和田山店 669-5215 朝来市和田山町枚田岡774 796702717 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 中嶋 安彦 但馬(朝健)第105-1 令和2年4月16日 令和7年5月31日 平成12年3月22日
000028 7200107176 フレッシュバザール和田山玉置店 669-5213 朝来市和田山町玉置５２４－１ 796725700 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 但馬(朝健)第101-60 平成30年8月9日 令和6年8月31日 平成12年8月3日
000028 7200107253 田治米合名会社 669-5103 朝来市山東町矢名瀬町545番地 796762033 酒類製造業 一般 田治米合名会社 代表社員 田治米 博貴 669-5103 兵庫県朝来市山東町矢名瀬町545番地 796762033 但馬(朝健)第128-2 令和2年1月27日 令和8年2月28日 昭和34年12月23日
000028 7200107267 ミニフレッシュ　山東店 669-5103 朝来市山東町矢名瀬町916ｰ1 796762791 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(朝健)第101-58 平成30年8月9日 令和6年8月31日 平成4年6月29日
000028 7200107272 糸井屋 669-5152 朝来市山東町楽音寺213-1 796762040 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 田中 秀和 但馬(朝健)第101-58 令和2年10月28日 令和8年11月30日 平成5年10月6日
000028 7200107276 迫間厨房有限会社こめやストアー 669-5134 朝来市山東町迫間字原189 796764778 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社こめやストアー 代表取締役 習田 純平 669-5104 兵庫県朝来市山東町末歳650番地 796764189 但馬(朝健)第101-10 令和3年4月21日 令和9年5月31日 平成6年5月6日
000028 7200107287 西宮市立山東自然の家 669-5125 朝来市山東町粟鹿2179 796764100 飲食店営業(3)旅館 一般 西宮市 市長 石井 登志郎 662-0918 兵庫県西宮市六湛寺町10-3 798353797 但馬(朝健)第101-16 平成30年5月16日 令和7年5月31日 平成7年5月26日
000028 7200107288 ごんたろう 669-5103 朝来市山東町矢名瀬町885-1 796764925 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 水谷 明 但馬(朝健)第101-85 令和4年11月11日 令和10年11月30日 令和4年11月11日
000028 7200107295 兵庫県立但馬やまびこの郷 669-5135 朝来市山東町森字向山3045-101 796764724 飲食店営業(3)旅館 一般 兵庫県 知事 齋藤 元彦 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通5-10-1 783417711 但馬(朝健)第101-59 令和2年10月28日 令和8年11月30日 平成8年10月31日
000028 7200107309 とんこつらーめん馬乱 669-5123 朝来市山東町一品172-4 796765350 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 古田 紀子 但馬(朝健)第101-45 平成29年8月16日 令和5年8月31日 平成11年6月15日
000028 7200107317 スコッチ・バンク 669-5104 朝来市山東町末歳678-1 796765500 飲食店営業(4)その他 一般 水谷 明 但馬(朝健)第101-127 平成31年2月20日 令和7年2月28日 平成12年12月25日
000028 7200107322 生野飯店 679-3433 朝来市岩津1056 796770961 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 椿野 史朗 但馬(朝健)第101-17 令和2年4月30日 令和8年5月31日 昭和63年4月21日
000028 7200107323 ささゆり 679-3423 朝来市多々良木213ｰ1 796780808 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 朝来町物産流通事業株式会社 代表取締役 羽渕 敏明 679-3423 兵庫県朝来市多々良木213ｰ1 796780808 但馬(朝健)第101-15 令和2年4月30日 令和8年5月31日 昭和63年4月27日
000028 7200107324 ともしび 679-3433 朝来市岩津812-1 796770950 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 羽渕 時彦 但馬(朝健)第101-38 令和1年7月30日 令和7年8月31日 昭和53年6月22日
000028 7200107357 ともしび 679-3433 朝来市岩津812-1 796770950 そうざい製造業 一般 羽渕 時彦 但馬(朝健)第132-2 平成29年8月16日 令和5年8月31日 昭和61年7月30日
000028 7200107359 ともしび 679-3433 朝来市岩津812-1 796770950 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 羽渕 時彦 但馬(朝健)第117-6 平成29年8月16日 令和5年8月31日 昭和61年7月30日
000028 7200107370 山芳製菓株式会社　関西工場 679-3421 朝来市伊由市場528-1 796781213 菓子製造業 一般 山芳製菓株式会社 代表取締役 山崎 光博 174-0071 東京都板橋区常盤台1-50-8 796781213 但馬(朝健)第103-13 平成30年8月24日 令和6年8月31日 平成4年8月28日
000028 7200107373 味見屋 679-3423 朝来市多々良木牧野218 796781859 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 児島 俊介 但馬(朝健)第101-16 令和2年4月30日 令和8年5月31日 平成5年3月8日
000028 7200107408 あさご芸術の森美術館 679-3423 朝来市多々良木739-3 796704111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 朝来市 市長 藤岡 勇 669-5202 兵庫県朝来市和田山町東谷213-1 796771165 但馬(朝健)第101-9 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 7200107412 フレッシュバザール　朝来アルバ店 679-3431 朝来市新井128 796770796 そうざい製造業 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(朝健)第132-5 平成29年11月24日 令和5年11月30日 平成11年11月10日
000028 7200107415 フレッシュバザール　朝来アルバ店 679-3431 朝来市新井128 796770796 魚介類販売業 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(朝健)第114-9 平成29年11月24日 令和5年11月30日 平成11年11月10日



000028 7200107422 道の駅フレッシュあさご 679-3433 朝来市岩津96番地 796704120 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社フレッシュあさご 代表取締役 池野 雅視 679-3433 兵庫県朝来市岩津96 796704120 但馬(朝健)第101-35 平成30年5月29日 令和6年5月31日 平成12年5月15日
000028 7200107431 株式会社　フレッシュあさご 679-3433 朝来市岩津96番地 796704120 魚介類販売業 一般 株式会社フレッシュあさご 代表取締役 池野 雅視 679-3433 兵庫県朝来市岩津96 796704120 但馬(朝健)第114-5 平成30年5月29日 令和6年5月31日 平成12年5月31日
000028 7200107437 フレッシュバザール　朝来アルバ店 679-3431 朝来市新井128 796770796 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(朝健)第101-103 平成30年11月27日 令和6年11月30日 平成12年11月17日
000028 7200107445 おかん 679-3431 朝来市新井168-8 796781780 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川中 和子 但馬(朝健)第101-12 令和1年5月15日 令和7年5月31日 平成13年3月8日
000028 7200107537 微笑 669-5215 朝来市和田山町枚田岡字上中野330-13 796753500 飲食店営業(4)その他 一般 西山 笑子 但馬(朝健)第101-18 令和1年5月21日 令和7年5月31日 平成13年4月27日
000028 7200107583 串茶屋 669-5215 朝来市和田山町枚田岡字上中野330-13関ビル102 796720131 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山口 明美 但馬(朝健)第101-43 令和1年8月16日 令和7年8月31日 平成13年6月12日
000028 7200107599 サンファーム株式会社 667-0011 養父市八鹿町浅間1460番地 796628090 食肉販売業 一般 サンファーム株式会社 代表取締役 山本 昌実 667-0011 兵庫県養父市八鹿町浅間1460番地 796628090 但馬(朝健)第112-11 令和2年7月31日 令和8年8月31日 平成13年6月26日
000028 7200107623 有限会社宿院正雄商店 667-0131 養父市上野165-28 796641775 魚介類販売業 一般 有限会社宿院正雄商店 代表取締役 宿院 正一 669-6564 兵庫県美方郡香美町香住区下浜666 796360601 但馬(朝健)第114-14 令和1年11月26日 令和7年11月30日 平成13年9月28日
000028 7200107719 マックスバリュ養父店 667-0115 養父市上箇153-1 796641721 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 但馬(朝健)第101-72 令和1年11月8日 令和7年11月30日 平成13年11月20日
000028 7200107720 マックスバリュ養父店 667-0115 養父市上箇153-1 796641721 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 但馬(朝健)第101-71 令和1年11月8日 令和7年11月30日 平成13年11月20日
000028 7200107721 マックスバリュ養父店 667-0115 養父市上箇153-1 796641721 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 但馬(朝健)第114-13 令和1年11月8日 令和7年11月30日 平成13年11月20日
000028 7200107723 マックスバリュ養父店 667-0115 養父市上箇153-1 796641721 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 但馬(朝健)第112-9 令和1年11月8日 令和7年11月30日 平成13年11月20日
000028 7200107724 マックスバリュ養父店 667-0115 養父市上箇153-1 796641721 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 但馬(朝健)第101-70 令和1年11月8日 令和7年11月30日 平成13年11月20日
000028 7200107725 マックスバリュ養父店 667-0115 養父市上箇153-1 796641721 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 但馬(朝健)第103-14 令和1年11月8日 令和7年11月30日 平成13年11月20日
000028 7200107734 フードファイブ 667-0115 養父市上箇153-1 796642340 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 五島 清和 但馬(朝健)第101-65 令和1年10月31日 令和7年11月30日 平成13年11月20日
000028 7200107735 フードファイブ 667-0115 養父市上箇153-1 796642340 菓子製造業 一般 五島 清和 但馬(朝健)第103-12 令和1年10月31日 令和7年11月30日 平成13年11月20日
000028 7200107748 Ｖｅｒｄｅ　Ｐｉａｔｔo 667-0115 養父市上箇153-1 796641239 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 坂本 理恵子 但馬(朝健)第101-64 令和1年10月31日 令和7年11月30日 平成13年11月22日
000028 7200107749 Ｖｅｒｄｅ　Ｐｉａｔｔｏ 667-0115 養父市上箇153-1 796641239 菓子製造業 一般 坂本 理恵子 但馬(朝健)第103-11 令和1年10月31日 令和7年11月30日 平成13年11月22日
000028 7200107995 ラーメンとんちんかん 667-0131 養父市上野1711-1 796642690 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 清田 智宏 但馬(朝健)第101-110 令和2年2月17日 令和8年2月28日 平成14年1月29日
000028 7200108006 マルコ味彩工房 667-0101 養父市広谷57 796640038 魚介類販売業 一般 有限会社フードショップマルコ 代表取締役 小柴 勝彦 667-0101 兵庫県養父市広谷57 796640038 但馬(朝健)第114-17 令和2年2月28日 令和8年2月28日 平成14年2月1日
000028 7200108164 喫茶　ポート 667-0021 養父市八鹿町八鹿1464-1 796626966 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高山 イツ子 但馬(朝健)第101-107 令和2年2月17日 令和8年2月28日 平成14年2月13日
000028 7200108172 ウエンディーズ 669-5253 朝来市和田山町久世田700-1 796740909 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 渋谷 一夫 但馬(朝健)第101-103 令和2年2月7日 令和8年2月28日 平成14年2月20日
000028 7200108702 恵生園　事業所 669-5252 朝来市和田山町竹田1811 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 332873611 但馬(朝健)第101-14 令和2年4月23日 令和8年5月31日 平成14年3月28日
000028 7200109203 但馬御食事処きさらぎ 669-5261 朝来市和田山町枚田781 796722110 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社きさらぎ 代表取締役 藤原 政司 669-5203 兵庫県朝来市和田山町寺谷694-2 796722110 但馬(朝健)第101-8 令和2年4月21日 令和8年5月31日 平成14年4月19日
000028 7200109208 スナック千恵 669-5102 朝来市山東町大垣30 796764167 飲食店営業(4)その他 一般 多田 正美 但馬(朝健)第101-24 令和2年5月28日 令和8年5月31日 平成14年4月30日
000028 7200109210 兵庫県農林畜産興業株式会社 667-1102 養父市大谷1053 796673004 食肉販売業 一般 兵庫県農林畜産興業株式会社 代表取締役 植田 悟 667-1102 兵庫県養父市大谷1053 796673004 但馬(朝健)第112-4 令和2年4月23日 令和8年5月31日 平成14年5月23日
000028 7200109219 平山牛舗 667-0112 養父市養父市場381 796650008 食肉処理業 一般 有限会社平山牛舗 代表取締役 平山 敏明 667-0112 兵庫県養父市養父市場381 796650008 但馬(朝健)第111-2 令和2年8月7日 令和8年8月31日 平成14年6月14日
000028 7200109220 平山牛舗 667-0112 養父市養父市場381 796650008 食肉販売業 一般 有限会社平山牛舗 代表取締役 平山 敏明 667-0112 兵庫県養父市養父市場381 796650008 但馬(朝健)第112-12 令和2年8月7日 令和8年8月31日 平成14年6月14日
000028 7200109242 酒処なお 669-5132 朝来市山東町溝黒517-2 796794086 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 池田 なおみ 但馬(朝健)第101-35 令和2年7月21日 令和8年8月31日 平成14年7月24日
000028 7200109246 フレッシュバザール和田山玉置店 669-5213 朝来市和田山町玉置５２４－１ 796725700 魚介類販売業 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 但馬(朝健)第114-11 平成30年8月9日 令和6年8月31日 平成12年8月3日
000028 7200109254 株式会社　ほくぶ 669-5243 朝来市和田山町高田22 796732325 食肉販売業 一般 株式会社ほくぶ 代表取締役 下村 和茂 669-5243 兵庫県朝来市和田山町高田22 796732325 但馬(朝健)第112-21 令和2年11月11日 令和8年11月30日 平成14年9月6日
000028 7200109283 天ぷら・串かつ　たちばな 669-5202 朝来市和田山町東谷209-1 796722033 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長濵 文明 但馬(朝健)第101-60 令和2年10月28日 令和8年11月30日 平成14年11月18日
000028 7200109298 ミニフレッシュ関宮店 667-1111 養父市吉井197-2 796635500 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(朝健)第101-89 令和3年2月5日 令和9年2月28日 平成14年12月13日
000028 7200109299 ミニフレッシュ関宮店 667-1111 養父市吉井197-2 796635500 魚介類販売業 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(朝健)第114-15 令和3年2月5日 令和9年2月28日 平成14年12月13日
000028 7200109302 ヴィヴィアン 669-5104 朝来市山東町末歳蔵戸729-1 796765410 飲食店営業(4)その他 一般 池本 幸恵 但馬(朝健)第101-90 令和3年2月10日 令和9年2月28日 平成14年12月6日
000028 7200109305 ロッヂ青い鳥 667-1124 796677011 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社青い鳥 代表取締役 一ノ本 年生 667-1124 兵庫県養父市丹戸909 796677011 但馬(朝健)第101-80 令和3年1月29日 令和9年2月28日 平成14年12月24日
000028 7200109332 あいす工房　らいらっく 669-5220 朝来市和田山町白井486 796701766 アイスクリーム類製造業 一般 吉井 英之 但馬(朝健)第105-6 令和3年1月29日 令和9年2月28日 平成15年2月27日
000028 7200109333 あいす工房　らいらっく 669-5220 朝来市和田山町白井486 796701766 喫茶店営業 一般 吉井 英之 但馬(朝健)第102-12 令和3年1月29日 令和9年2月28日 平成15年2月27日
000028 7200109350 どさん娘和田山店 669-5241 朝来市和田山町土田字塚原439-2 796752444 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上田 賀代子 但馬(朝健)第101-9 令和3年4月21日 令和9年5月31日 平成15年4月2日
000028 7200109352 おふくろの味　秋 669-5201 朝来市和田山町和田山23-2 796722775 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 秋田 淑子 但馬(朝健)第101-6 令和3年4月19日 令和9年5月31日 平成15年4月18日
000028 7200109358 農産物加工所・憩 667-0024 養父市八鹿町朝倉598-4 796621616 かん詰又はびん詰食品製造業 一般 小山 典子 但馬(朝健)第133-2 令和3年5月14日 令和9年5月31日 平成15年5月2日
000028 7200109359 農産物加工所・憩 667-0024 養父市八鹿町朝倉598-4 796621616 そうざい製造業 一般 小山 典子 但馬(朝健)第132-2 令和3年5月14日 令和9年5月31日 平成15年5月2日
000028 7200109360 こうめや 667-0142 養父市建屋488 796660085 飲食店営業(4)その他 一般 大封 香代子 但馬(朝健)第101-19 令和3年5月14日 令和9年5月31日 平成15年5月8日
000028 7200109361 こうめや 667-0142 養父市建屋488 796660085 菓子製造業 一般 大封 香代子 但馬(朝健)第103-5 令和3年5月14日 令和9年5月31日 平成15年5月8日
000028 7200109374 レストハウスビジネス旅館栄 669-5241 朝来市和田山町土田621-1 796722819 そうざい製造業 一般 足立 好美 但馬(朝健)第132-3 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成15年5月30日
000028 7200109375 朝来農産物加工所 679-3431 朝来市新井189ｰ1 796771421 みそ製造業 一般 有限会社朝来農産物加工所 代表取締役 椿野 康雄 679-3431 兵庫県朝来市新井189-1 796771032 但馬(朝健)第125-1 令和3年4月27日 令和9年5月31日 平成15年5月30日
000028 7200109377 朝来農産物加工所 679-3431 朝来市新井189ｰ1 796771421 菓子製造業 一般 有限会社朝来農産物加工所 代表取締役 椿野 康雄 679-3431 兵庫県朝来市新井189-1 796771032 但馬(朝健)第103-3 令和3年4月27日 令和9年5月31日 平成15年5月30日
000028 7200109401 あいす工房らいらっく 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 吉井 英之 但馬(朝健)第102-19 平成30年8月30日 令和5年8月31日 平成15年7月22日
000028 7200109552 養父市商工会 667-0000 養父市一円 菓子製造業 露店 養父市商工会 会長 淨慶 耕造 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿1672 796627127 但馬(朝健)第103-3 令和1年5月22日 令和6年5月31日 平成16年4月8日
000028 7200109624 特別養護老人ホームはちぶせの里 667-1104 養父市尾崎1327 796673107 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ナリコマエンタープライズ 代表取締役 竹内 美夫 567-0005 大阪府茨木市五日市1-7-27 726270145 但馬(朝健)第101-94 令和4年11月28日 令和11年11月30日 令和4年11月28日
000028 7200109659 黒川温泉 679-3341 朝来市生野町黒川字寺谷456 796792067 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 生野町温泉開発株式会社 代表取締役 奥藤 博司 679-3341 兵庫県朝来市生野町黒川457-1 796792067 但馬(朝健)第101-106 令和5年2月1日 令和11年2月28日 令和5年2月1日
000028 7200109677 大徳醤油 667-0102 養父市十二所930-3 796634008 醤油製造業 一般 大徳醤油株式会社 浄慶 拓志 667-0102 兵庫県養父市十二所930-3 796634008 但馬(朝健)第126-1 平成30年2月13日 令和6年2月29日 平成17年2月21日
000028 7200109678 大徳醤油 667-0102 養父市十二所930-3 796634008 かん詰又はびん詰食品製造業 一般 大徳醤油株式会社 浄慶 拓志 667-0102 兵庫県養父市十二所930-3 796634008 但馬(朝健)第133-3 平成30年2月13日 令和6年2月29日 平成17年2月21日
000028 7200109694 スキーハウス鉢伏 667-1126 養父市福定984-1 796678728 飲食店営業(3)旅館 一般 スキーハウス鉢伏有限会社 代表取締役 田中 美智子 667-1126 兵庫県養父市福定984-1 796678728 但馬(朝健)第101-17 平成29年5月24日 令和5年5月31日 平成17年3月22日
000028 7200109698 マルコ味彩工房 667-0101 養父市広谷57 796640038 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社フードショップマルコ 代表取締役 小柴 勝彦 667-0101 兵庫県養父市広谷57 796640038 但馬(朝健)第101-13 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 7200109705 株式会社ジョイフル朝来和田山店 669-5215 朝来市和田山町枚田岡１０４－１ 796702988 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ジョイフル関西 代表取締役 松本 隆彰 870-0141 大分県大分市三川新町1丁目1番45号 975517131 但馬(朝健)第101-14 平成29年5月24日 令和5年5月31日 平成17年4月25日
000028 7200109710 居酒屋大和 669-5215 朝来市和田山町枚田岡717-7 796722308 飲食店営業(4)その他 一般 岡田 かつゑ 但馬(朝健)第101-18 平成29年5月24日 令和5年5月31日 平成17年4月27日
000028 7200109711 さつき 669-5201 朝来市和田山町和田山116-8 796725447 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 足立 むつみ 但馬(朝健)第101-6 令和5年4月24日 令和11年5月31日 令和5年4月24日
000028 7200109732 菊屋 669-5266 朝来市和田山町比治108番地3 796725536 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社　菊屋 藤岡 信行 669-5266 兵庫県朝来市和田山町比治108番地-3 796725536 但馬(朝健)第101-42 平成29年8月14日 令和5年8月31日 平成17年6月8日
000028 7200109733 扇屋菓子工房 679-3301 朝来市生野町口銀谷407 796793073 菓子製造業 一般 杉浦 友美 但馬(朝健)第103-9 平成29年8月16日 令和5年8月31日 平成17年6月20日
000028 7200109753 スシロー和田山店 669-5215 朝来市和田山町枚田岡182-1 796701800 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社あきんどスシロー 代表取締役 新居 耕平 564-0063 大阪府吹田市江坂町1丁目22-2 663681001 但馬(朝健)第101-68 平成29年11月21日 令和5年11月30日 平成17年9月6日
000028 7200109758 居酒屋　旬楽 669-5211 朝来市和田山町平野98 796720218 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 秋山 慎次 但馬(朝健)第101-96 平成30年11月22日 令和7年11月30日 平成17年9月14日
000028 7200109759 スナックＮＡＮＡ 669-5268 朝来市和田山町立ノ原56-2 796721187 飲食店営業(4)その他 一般 岡山 妙子 但馬(朝健)第101-69 平成29年11月21日 令和5年11月30日 平成17年9月16日
000028 7200109761 奥香の湯 669-5213 朝来市和田山町玉置1087-1 796721126 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 奥建材株式会社 奥 茂 669-5213 兵庫県朝来市和田山町玉置1087-1 796721126 但馬(朝健)第101-71 平成29年11月21日 令和5年11月30日 平成17年9月28日
000028 7200109772 ふなき 667-0031 養父市八鹿町九鹿65-2 796626989 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小西 厚男 但馬(朝健)第101-70 平成29年11月21日 令和5年11月30日 平成17年10月31日
000028 7200109786 松本精肉店 669-5103 朝来市山東町矢名瀬町645 796762339 食肉販売業 一般 松本 健一 但馬(朝健)第112-11 平成29年11月21日 令和5年11月30日 平成17年11月29日
000028 7200109820 株式会社　おおや振興公社 667-0305 養父市大屋町夏梅字赤杉1-1 796691822 みそ製造業 一般 株式会社おおや振興公社 代表取締役 田村 力 667-0315 兵庫県養父市大屋町加保582 796691822 但馬(朝健)第125-1 平成30年2月22日 令和6年2月29日 平成17年12月20日
000028 7200109835 Ａ＆Ｍ 667-1127 養父市大久保字横角1581 796678116 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社アサヒロッジ 代表取締役 田中 昇寿 667-1127 兵庫県養父市大久保425 796677231 但馬(朝健)第101-85 平成30年2月19日 令和6年2月29日 平成17年12月22日
000028 7200109839 大西商店 679-3321 朝来市生野町新町1323-4 796794337 魚介類販売業 一般 大西 康夫 但馬(朝健)第114-14 平成30年2月16日 令和6年2月29日 平成18年1月19日
000028 7200109857 ハチ高原リゾートインロッヂみゆき 667-1127 養父市大久保1593-2 796678026 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社みゆき観光 代表取締役 藤原 博志 667-1127 兵庫県養父市大久保1593番地2 796678026 但馬(朝健)第101-91 平成30年2月19日 令和6年2月29日 平成18年2月28日
000028 7200109863 不二家　イオン和田山店 669-5215 朝来市和田山町枚田岡774 796702717 菓子製造業 一般 中嶋 安彦 但馬(朝健)第103-3 平成30年5月22日 令和6年5月31日 平成18年3月17日
000028 7200109889 株式会社谷常製菓 667-0021 養父市八鹿町八鹿1500 796622261 豆腐製造業 一般 株式会社谷常製菓 代表取締役 谷 孝之輔 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿1500 796622261 但馬(朝健)第129-2 平成30年5月22日 令和6年5月31日 平成18年4月26日
000028 7200109896 みやもとや 667-0101 養父市広谷105 796640006 魚介類販売業 一般 村上 賢二 但馬(朝健)第114-4 平成30年5月29日 令和6年5月31日 平成18年5月22日
000028 7200109907 一番星 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 和田 久美子 但馬(朝健)第101-27 令和3年5月28日 令和8年5月31日 平成18年5月31日
000028 7200109908 カフェ・ピーチトゥリー 669-5224 朝来市和田山町岡田114 796720116 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 和田 初美 但馬(朝健)第101-26 平成30年5月25日 令和6年5月31日 平成18年5月31日
000028 7200109909 和香葉 669-5202 朝来市和田山町東谷3丁目5番地 796725221 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 和田 道雄 但馬(朝健)第101-20 平成30年5月22日 令和6年5月31日 平成18年5月31日
000028 7200109926 道の駅　但馬のまほろば 669-5153 朝来市山東町大月92-6 796765121 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社グリーンウィンド 代表取締役 田路 淳三 669-5153 兵庫県朝来市山東町大月92-6 796765121 但馬(朝健)第101-34 令和2年7月21日 令和8年8月31日 平成18年7月20日
000028 7200109927 道の駅　但馬のまほろば 669-5153 朝来市山東町大月92-6 796765121 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社グリーンウィンド 代表取締役 田路 淳三 669-5153 兵庫県朝来市山東町大月92-6 796765121 但馬(朝健)第105-3 平成30年8月8日 令和6年8月31日 平成18年7月20日
000028 7200109987 ファミリーマート八鹿高柳店 667-0043 養父市八鹿町高柳字野原263-2 796657020 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　オクヤマ 代表取締役 奥山 武明 667-0041 兵庫県養父市八鹿町八木1132 796623254 但馬(朝健)第101-99 平成30年11月22日 令和6年11月30日 平成18年10月18日
000028 7200109997 マクドナルド和田山JASS店 669-5213 朝来市和田山町玉置1078-3 796702162 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ストーク 代表取締役 藤原 常裕 669-5213 兵庫県朝来市和田山町玉置1078-3 796702162 但馬(朝健)第101-60 令和1年10月28日 令和7年11月30日 平成18年10月23日
000028 7200109998 マクドナルド和田山JASS店 669-5213 朝来市和田山町玉置1078-3 796702162 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社ストーク 代表取締役 藤原 常裕 669-5213 兵庫県朝来市和田山町玉置1078-3 796702162 但馬(朝健)第105-5 平成30年11月27日 令和6年11月30日 平成18年10月23日
000028 7200110014 海鮮せんべい但馬 669-5262 朝来市和田山町市御堂19-2 796726767 菓子製造業 一般 田口食品株式会社 代表取締役 田口 晴喜 678-0003 兵庫県相生市陸東汐見塚10-5 791225515 但馬(朝健)第103-25 平成30年11月27日 令和6年11月30日 平成18年10月27日
000028 7200110016 有限会社　太田家 669-5213 朝来市和田山町玉置890-1 796700218 食肉販売業 一般 有限会社　太田家 取締役 太田 哲也 652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1-10-7 785212939 但馬(朝健)第112-20 平成30年11月27日 令和6年11月30日 平成18年10月31日
000028 7200110017 有限会社　太田家 669-5213 朝来市和田山町玉置890-1 796700218 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　太田家 取締役 太田 哲也 652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1-10-7 785212939 但馬(朝健)第101-101 平成30年11月27日 令和6年11月30日 平成18年10月31日
000028 7200110032 和田山ホテル 669-5202 朝来市和田山町東谷213-39 796723737 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社　八万屋 代表取締役 福井 美樹男 667-0113 兵庫県養父市薮崎150 796650301 但馬(朝健)第101-98 平成30年11月22日 令和6年11月30日 平成18年11月28日
000028 7200110033 有限会社　太田家 669-5213 朝来市和田山町玉置890-1 796700218 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　太田家 取締役 太田 哲也 652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町1-10-7 785212939 但馬(朝健)第101-102 平成30年11月27日 令和6年11月30日 平成18年11月24日
000028 7200110070 株式会社萬里 667-0131 養父市上野1669-4 796640403 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社萬里 代表取締役 小山 昌一 667-0131 兵庫県養父市上野1669-4 796640403 但馬(朝健)第101-120 平成31年2月12日 令和7年2月28日 平成19年1月25日
000028 7200110080 ローソン和田山土田店 669-5241 朝来市和田山町土田425-1 796702880 飲食店営業(4)その他 一般 山田 繁 但馬(朝健)第101-126 平成31年2月20日 令和7年2月28日 平成19年2月8日
000028 7200110093 ファミリーマート八鹿店 667-0021 養父市八鹿町八鹿字沖田1300-1 796633050 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　オクヤマ 代表取締役 奥山 武明 667-0041 兵庫県養父市八鹿町八木1132 796623254 但馬(朝健)第101-116 平成31年2月8日 令和7年2月28日 平成19年2月15日
000028 7200110111 こざくら 667-0021 養父市八鹿町八鹿715 796624185 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 藤本 慎 但馬(朝健)第101-118 平成31年2月8日 令和7年2月28日 平成19年2月28日
000028 7200110112 酒蔵　風来房 669-5203 朝来市和田山町寺谷713-6 796720380 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田尻 篤夫 但馬(朝健)第101-14 令和1年5月16日 令和7年5月31日 平成19年3月5日
000028 7200110123 Gohanya． 667-0044 養父市八鹿町国木594-10兵庫県但馬長寿の郷内 796628186 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松田 伸幸 但馬(朝健)第101-18 令和2年4月30日 令和8年5月31日 平成19年4月19日
000028 7200110135 ＡＮＮＥＸフォレストロッヂ 667-1124 養父市丹戸893-3 796678030 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社ＭＥリゾート但馬 代表取締役 一ノ本 智毅 667-1124 兵庫県養父市丹戸896-2 796673220 但馬(朝健)第101-19 令和1年5月21日 令和7年5月31日 平成19年5月17日
000028 7200110143 スナック　ありす 667-0021 養父市八鹿町八鹿1853-3パティオビル1階右 796625118 飲食店営業(4)その他 一般 南光 厚余 但馬(朝健)第101-44 令和1年8月22日 令和7年8月31日 平成19年6月20日
000028 7200110151 フレッシュバザール和田山玉置店 669-5213 朝来市和田山町玉置５２４－１ 796725700 菓子製造業 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 但馬(朝健)第103-7 令和1年8月22日 令和7年8月31日 平成19年7月3日
000028 7200110154 体験工房 667-0315 養父市大屋町加保582 796691822 食肉製品製造業 一般 株式会社おおや振興公社 代表取締役 田村 力 667-0315 兵庫県養父市大屋町加保582 796691822 但馬(朝健)第113-1 令和1年8月28日 令和7年8月31日 平成19年7月17日
000028 7200110164 ラウンジ歌麿 669-5252 朝来市和田山町竹田2340-1 796740574 飲食店営業(4)その他 一般 安保 美恵子 但馬(朝健)第101-33 令和1年7月24日 令和7年8月31日 平成19年8月3日
000028 7200110181 CAPTOR＆クローバー 669-5131 朝来市山東町柊木339-1 796764532 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 博美 但馬(朝健)第101-62 令和1年10月31日 令和7年11月30日 平成19年9月12日
000028 7200110191 食肉卸「林田」 667-0131 養父市上野1000 796642020 食肉処理業 一般 林田 誠 但馬(朝健)第111-1 令和1年11月26日 令和7年11月30日 平成19年10月30日
000028 7200110197 冨貴 669-5215 朝来市和田山町枚田岡774（エスタ１Ｆ） 796702635 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社フキフーズ 代表取締役 小山 早昌 669-5264 兵庫県朝来市和田山町加都134 796742858 但馬(朝健)第101-58 令和1年10月28日 令和7年11月30日 平成19年11月1日
000028 7200110199 かぐや姫 667-0004 養父市八鹿町上小田833-1 796626030 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中野 八重美 但馬(朝健)第101-79 令和1年11月26日 令和7年11月30日 平成19年11月12日
000028 7200110200 かぐや姫 667-0004 養父市八鹿町上小田833-1 796626030 菓子製造業 一般 中野 八重美 但馬(朝健)第103-16 令和1年11月26日 令和7年11月30日 平成19年11月12日
000028 7200110203 よふど温泉 669-5135 朝来市山東町森字極楽108 796707070 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松本 泰明 但馬(朝健)第101-76 令和1年11月20日 令和7年11月30日 平成19年11月20日
000028 7200110214 和樂 679-3424 朝来市立野151-6 796771349 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石口 孝紀 但馬(朝健)第101-104 令和2年2月7日 令和8年2月28日 平成19年12月18日
000028 7200110223 翠山荘 667-1128 養父市別宮290-3 796678420 酒類製造業 一般 西谷 弘之 但馬(朝健)第128-3 令和2年1月31日 令和8年2月28日 平成20年1月31日
000028 7200110267 (有)平山牛舗 667-0112 養父市養父市場381 796650008 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 有限会社平山牛舗 代表取締役 平山 敏明 667-0112 兵庫県養父市養父市場381 796650008 但馬(朝健)第117-2 令和2年5月11日 令和8年5月31日 平成20年5月16日
000028 7200110291 五光ファミリーホール 667-0021 養父市八鹿町八鹿字沖田1316-1 796622323 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社五光 代表取締役 世登 明人 667-0023 兵庫県養父市八鹿町上網場229-8 796627070 但馬(朝健)第101-43 令和2年8月7日 令和8年8月31日 平成20年7月11日
000028 7200110306 さくら 679-3301 朝来市生野町口銀谷1881 796793300 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 笹倉 幸樹 但馬(朝健)第101-45 令和2年8月17日 令和8年8月31日 平成20年7月29日
000028 7200110344 お狩庵 669-5220 朝来市和田山町白井6910 796725549 食肉処理業 一般 吉井 あゆみ 但馬(朝健)第111-3 令和2年10月20日 令和8年11月30日 平成20年11月14日
000028 7200110345 お狩庵 669-5220 朝来市和田山町白井6910 796725549 食肉販売業 一般 吉井 あゆみ 但馬(朝健)第112-15 令和2年10月20日 令和8年11月30日 平成20年11月14日
000028 7200110358 焼肉武藤道場　和田山店 669-5215 朝来市和田山町枚田岡224-2 796724129 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社スタミナフードシステム 代表取締役 森山 良実 668-0013 兵庫県豊岡市中陰589番地の1 796235741 但馬(朝健)第101-76 令和3年1月21日 令和9年2月28日 平成20年12月8日
000028 7200110380 ありがとんぼみそ加工所 669-5254 朝来市和田山町安井831 796742131 みそ製造業 一般 岡村 康平 但馬(朝健)第125-2 令和3年1月27日 令和9年2月28日 平成21年2月18日



000028 7200110384 カントリーハット 679-3453 朝来市佐嚢1197-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 海老澤 斉 但馬(朝健)第101-5 令和3年4月19日 令和9年5月31日 平成21年3月9日
000028 7200110388 があぶう 667-0321 養父市大屋町蔵垣393 796691434 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 上垣 康成 但馬(朝健)第117-2 令和3年5月28日 令和9年5月31日 平成21年3月19日
000028 7200110401 日の出ホールディングス株式会社  食品カンパニー　但馬醸造所 667-0322 養父市大屋町筏288-1 796691100 かん詰又はびん詰食品製造業 一般 日の出ホールディングス株式会社 代表取締役社長 大西 浩介 675-1116 兵庫県加古郡稲美町蛸草323-1 794951459 但馬(朝健)第133-1 令和3年4月30日 令和9年5月31日 平成21年4月27日
000028 7200110410 ミニフレッシュ　山東店 669-5103 朝来市山東町矢名瀬町916ｰ1 796762791 魚介類販売業 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(朝健)第114-1 令和3年4月26日 令和9年5月31日 平成21年5月22日
000028 7200110416 株式会社宿院商店 667-0000 養父市外但馬一円 魚介類販売業 自動車 株式会社宿院商店 代表取締役 守本 寛二 667-0131 兵庫県養父市上野168-57 796641484 但馬(朝健)第114-3 令和1年7月24日 令和6年8月31日 平成21年6月18日
000028 7200110419 お好み焼　若大將 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 若林 將治 但馬(朝健)第101-39 令和1年7月31日 令和6年8月31日 平成21年6月29日
000028 7200110440 やまはなグループ 669-5132 朝来市一円 飲食店営業(4)その他 露店 山本 早苗 但馬(朝健)第101-61 令和1年10月31日 令和6年11月30日 平成21年10月8日
000028 7200110441 三幸 667-0131 養父市上野1157-1 796641017 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社三幸 代表取締役 秋山 里美 667-0131 兵庫県養父市上野1157-1 796641017 但馬(朝健)第101-78 平成28年11月29日 令和5年11月30日 平成21年10月14日
000028 7200110489 アルトス・ヴィレッジ 667-0435 養父市大屋町和田字栃山596 796680452 めん類製造業 一般 戸川 万恵 但馬(朝健)第131-1 令和2年4月30日 令和7年5月31日 平成22年3月30日
000028 7200110496 あまご庵 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 藤井 清 但馬(朝健)第101-2 令和2年4月10日 令和7年5月31日 平成22年3月31日
000028 7200110499 山城の郷 669-5255 朝来市和田山町殿13-1 796706518 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 全但バス株式会社 代表取締役 桐山 徹郎 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿113-1 796622136 但馬(朝健)第101-20 平成29年5月25日 令和6年5月31日 平成22年4月8日
000028 7200110544 福廼屋総合食品有限会社 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 796722018 飲食店営業(4)その他 露店 福井 知之 但馬(朝健)第101-29 令和2年7月13日 令和7年8月31日 平成22年6月23日
000028 7200110550 花づな冷凍魚介類移動販売 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 魚介類販売業 自動車 佐藤食品流通株式会社 代表取締役 佐藤 光明 667-0142 兵庫県養父市建屋463-1 796660282 但馬(朝健)第114-8 令和2年7月13日 令和7年8月31日 平成22年7月20日
000028 7200110564 兵庫県立但馬農業高等学校 667-0043 養父市八鹿町高柳字奥山田300-1 796626107 そうざい製造業 一般 兵庫県立但馬農業高等学校 校長 岸本 良紀 667-0043 兵庫県養父市八鹿町高柳字奥山田300-1 796626107 但馬(朝健)第132-9 令和4年11月28日 令和10年11月30日 令和4年11月28日
000028 7200110595 山の茶店　たけや 667-1125 養父市奈良尾字要山508-1 796677240 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西村 博道 但馬(朝健)第101-75 令和3年1月21日 令和8年2月28日 平成22年12月13日
000028 7200110625 ミニフレッシュ和田山宮田店 669-5242 朝来市和田山町宮田969 796703125 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(朝健)第101-14 令和5年4月28日 令和12年5月31日 令和5年4月28日
000028 7200110637 フレッシュバザール　朝来アルバ店 679-3431 朝来市新井128 796770796 菓子製造業 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(朝健)第103-1 令和5年4月25日 令和12年5月31日 令和5年4月25日
000028 7200110638 フレッシュバザール　朝来アルバ店 679-3431 朝来市新井128 796770796 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(朝健)第101-10 令和5年4月25日 令和12年5月31日 令和5年4月25日
000028 7200129969 御食事処　ゆめじ 669-5201 朝来市和田山町和田山5-1 796722771 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中西 明穗 但馬(朝健)第101-4 令和5年4月24日 令和11年5月31日 令和5年4月24日
000028 7200130494 パティスリー　ル　フルーヴ 667-0321 養父市大屋町蔵垣947 796690776 菓子製造業 一般 上垣 河大 但馬(朝健)第103-11 平成29年8月28日 令和5年8月31日 平成23年6月6日
000028 7200130694 スナック　Sherry 669-5203 朝来市和田山町寺谷690-3 796721377 飲食店営業(4)その他 一般 中川 美鈴 但馬(朝健)第101-55 平成29年8月29日 令和5年8月31日 平成23年6月30日
000028 7200130723 あけのべ憩いの家　一円電車 667-0436 養父市大屋町明延1082-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中尾 みづえ 但馬(朝健)第101-54 平成29年8月28日 令和5年8月31日 平成23年6月30日
000028 7200130786 お休み処　虎臥屋 669-5252 朝来市和田山町竹田213 796741717 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　竹田城 代表取締役 古屋 耕三 669-5252 兵庫県朝来市和田山町竹田164-1 796741717 但馬(朝健)第101-44 平成29年8月14日 令和5年8月31日 平成23年7月8日
000028 7200130896 三番館 669-5241 朝来市和田山町土田629-8 796724919 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 奥 久利 但馬(朝健)第101-43 平成29年8月14日 令和5年8月31日 平成23年7月19日
000028 7200130911 ミニフレッシュ　大屋店 667-0305 養父市大屋町夏梅341-1 796692515 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(朝健)第101-47 平成29年8月16日 令和5年8月31日 平成23年7月19日
000028 7200130981 魚完商店八鹿店 667-0041 養父市八鹿町八木1109-1 796626038 魚介類販売業 一般 麻谷 吉春 但馬(朝健)第114-4 平成29年8月16日 令和5年8月31日 平成23年7月29日
000028 7200131010 丘の喫茶店 669-5221 朝来市和田山町秋葉台1-69 796701610 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岸本 かず子 但馬(朝健)第101-41 平成29年8月14日 令和5年8月31日 平成23年7月27日
000028 7200131567 朝来市旧生野鉱山職員宿舎 679-3301 朝来市生野町口銀谷697-1 796705005 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宇治 紘三 但馬(朝健)第101-48 平成29年8月16日 令和5年8月31日 平成23年8月31日
000028 7200132226 兵庫県立但馬農業高等学校 667-0043 養父市八鹿町高柳字奥山田300-1 796626107 菓子製造業 一般 兵庫県立但馬農業高等学校 校長 岸本 良紀 667-0043 兵庫県養父市八鹿町高柳字奥山田300-1 796626107 但馬(朝健)第103-16 平成29年11月24日 令和5年11月30日 平成23年10月24日
000028 7200132634 希望軒　和田山店 669-5262 朝来市和田山町市御堂144-1 796703689 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社SFヌードル 代表取締役 福西 文彦 669-1352 兵庫県三田市須磨田794-36 795062324 但馬(朝健)第101-75 平成29年11月24日 令和5年11月30日 平成23年11月18日
000028 7200132637 デパートたけむら　銀谷の里 679-3301 朝来市生野町口銀谷609 796791105 菓子製造業 一般 山元 多賀子 但馬(朝健)第103-17 平成29年11月24日 令和5年11月30日 平成23年11月18日
000028 7200132928 株式会社Ｋｅｎ＆Ｉ 667-0103 養父市浅野276-2 796634567 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社Ｋｅｎ＆Ｉ 代表取締役 井上 研司 667-0103 兵庫県養父市浅野276-2 796634567 但馬(朝健)第101-96 平成30年2月22日 令和6年2月29日 平成23年12月8日
000028 7200133073 すしの永楽 669-5252 朝来市和田山町竹田2028 796740001 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 安保 浩房 但馬(朝健)第101-94 平成30年2月21日 令和6年2月29日 平成23年12月19日
000028 7200134369 寿限無 669-5252 朝来市和田山町竹田261-1 796762910 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社夢屋 代表取締役 安福 武美 669-5252 兵庫県朝来市和田山町竹田261-1 796742910 但馬(朝健)第101-34 平成30年5月29日 令和6年5月31日 平成24年3月27日
000028 7200134517 竹田町屋寺子屋 669-5252 朝来市和田山町竹田字中町２８６ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社旅館白山 代表取締役 花村 郁子 669-6103 兵庫県豊岡市城崎町今津548-1 796323404 但馬(朝健)第101-14 平成30年5月16日 令和6年5月31日 平成24年4月5日
000028 7200134682 日の出ホールディングス株式会社  食品カンパニー　但馬醸造所 667-0322 養父市大屋町筏288-1 796691100 清涼飲料水製造業 一般 日の出ホールディングス株式会社 代表取締役社長 大西 浩介 675-1116 兵庫県加古郡稲美町蛸草323-1 794951459 但馬(朝健)第119-1 平成30年5月29日 令和6年5月31日 平成24年4月19日
000028 7200135264 ろくろぐ 679-3301 朝来市生野町口銀谷2269 796793162 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 古家 智 但馬(朝健)第101-30 平成30年5月29日 令和6年5月31日 平成24年5月24日
000028 7200135399 あいす工房　らいらっく 669-5220 朝来市和田山町白井486 796701766 菓子製造業 一般 吉井 英之 但馬(朝健)第103-9 平成30年5月29日 令和6年5月31日 平成24年5月31日
000028 7200135829 株式会社　サン・ウォーター 667-0115 養父市上箇55-2 796642008 清涼飲料水製造業 一般 株式会社　サン・ウォーター 代表取締役 三木 芳治 667-0115 兵庫県養父市上箇55-2 796642008 但馬(朝健)第119-2 平成30年8月24日 令和6年8月31日 平成24年7月6日
000028 7200135841 すき家　312号和田山IC店 669-5261 朝来市和田山町枚田592-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 357838850 但馬(朝健)第101-57 平成30年8月9日 令和6年8月31日 平成24年7月6日
000028 7200135951 西田チキン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 西田 雄一 但馬(朝健)第101-40 令和4年7月21日 令和9年8月31日 令和4年7月21日
000028 7200136107 竹田町屋寺子屋はな亭 669-5252 朝来市和田山町竹田２５０－１ 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社　旅館白山 花村 郁子 669-6103 兵庫県豊岡市城崎町今津548-1 796323404 但馬(朝健)第101-56 平成30年8月9日 令和6年8月31日 平成24年7月26日
000028 7200136405 レストハウス　木香里 679-3423 朝来市多々良木213ｰ1 796781104 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 正規 但馬(朝健)第101-52 平成30年8月8日 令和6年8月31日 平成24年8月21日
000028 7200136452 イル・モンテカーサ 669-5245 朝来市和田山町法道寺61-5 796732360 アイスクリーム類製造業 一般 隆盛堂製菓株式会社 代表取締役 沖田 和城 669-5245 兵庫県朝来市和田山町法道寺61-5 796732360 但馬(朝健)第105-2 平成30年8月9日 令和6年8月31日 平成24年8月22日
000028 7200136634 NEW SNACK　ﾀﾆｶﾞｷ 667-0021 養父市八鹿町八鹿1645-1 796624286 飲食店営業(4)その他 一般 谷垣 亮太朗 但馬(朝健)第101-63 平成30年8月16日 令和6年8月31日 平成24年8月31日
000028 7200136810 出合校区協議会 667-1112 養父市出合249 796677141 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 栃下 眞喜子 但馬(朝健)第101-94 平成30年11月16日 令和6年11月30日 平成24年9月21日
000028 7200136811 出合校区協議会 667-1112 養父市出合249 796677141 菓子製造業 一般 栃下 眞喜子 但馬(朝健)第103-22 平成30年11月16日 令和6年11月30日 平成24年9月21日
000028 7200136812 出合校区協議会 667-1112 養父市出合249 796677141 そうざい製造業 一般 栃下 眞喜子 但馬(朝健)第132-6 平成30年11月16日 令和6年11月30日 平成24年9月21日
000028 7200136876 グンゼ梁瀬工場食堂 669-5152 朝来市山東町楽音寺186 796763005 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＬＥＯＣ 代表取締役 田島 利行 100-0004 東京都千代田区大手町一丁目1番3号 352208550 但馬(朝健)第101-95 平成30年11月16日 令和6年11月30日 平成24年9月24日
000028 7200137607 おかしのLibrae 669-5233 朝来市和田山町高生田316 796752016 菓子製造業 一般 繁田 政子 但馬(朝健)第103-24 平成30年11月27日 令和6年11月30日 平成24年11月19日
000028 7200137609 Oak-yard 679-3453 朝来市佐嚢941-2 796772333 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 安積 武 但馬(朝健)第101-93 平成30年11月16日 令和6年11月30日 平成24年11月19日
000028 7200137644 GÂTEAUX　KOBAYASHI 679-3301 朝来市生野町口銀谷2000-2 796793752 菓子製造業 一般 小林 岳史 但馬(朝健)第103-23 平成30年11月22日 令和6年11月30日 平成24年11月22日
000028 7200137912 黒川自然公園センター 679-3341 朝来市生野町黒川507 796793330 菓子製造業 一般 奥藤 司 但馬(朝健)第103-29 平成31年2月7日 令和7年2月28日 平成24年12月6日
000028 7200137913 黒川自然公園センター 679-3341 朝来市生野町黒川507 796793330 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 奥藤 司 但馬(朝健)第117-3 平成31年2月7日 令和7年2月28日 平成24年12月6日
000028 7200138169 のの花や 679-3341 朝来市生野町黒川字峠322番２ そうざい製造業 一般 黒田 真澄 但馬(朝健)第132-7 平成31年2月7日 令和7年2月28日 平成24年12月26日
000028 7200138377 オックス 667-0131 養父市上野1149 796641380 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上垣 光治 但馬(朝健)第101-119 平成31年2月12日 令和7年2月28日 平成25年1月23日
000028 7200138387 畑特産物生産出荷組合 667-0133 養父市畑481 796641586 そうざい製造業 一般 梅谷 幸男 但馬(朝健)第132-8 平成31年2月12日 令和7年2月28日 平成25年1月24日
000028 7200138388 畑特産物生産出荷組合 667-0133 養父市畑481 796641586 菓子製造業 一般 梅谷 幸男 但馬(朝健)第103-30 平成31年2月12日 令和7年2月28日 平成25年1月24日
000028 7200138571 ファミリーマート　山東町店 669-5101 朝来市山東町滝田86-1 796707087 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　わしお 取締役 宮崎 芳通 671-0232 兵庫県姫路市御国野町御着372-1 但馬(朝健)第101-124 平成31年2月18日 令和7年2月28日 平成25年2月6日
000028 7200138619 ばす亭 667-0021 養父市八鹿町八鹿1300-1 796628612 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大垣 昭 但馬(朝健)第101-117 平成31年2月8日 令和7年2月28日 平成25年2月13日
000028 7200138703 Oak-yard 679-3453 朝来市佐嚢941-2 796772333 菓子製造業 一般 安積 武 但馬(朝健)第103-28 平成31年2月7日 令和7年2月28日 平成25年2月19日
000028 7200138770 味彩工房 667-0101 養父市広谷57 796640038 そうざい製造業 一般 有限会社フードショップマルコ 代表取締役 小柴 勝彦 667-0101 兵庫県養父市広谷57 796640038 但馬(朝健)第132-9 平成31年2月12日 令和7年2月28日 平成25年2月25日
000028 7200139126 フレッシュバザール八鹿店 667-0021 養父市八鹿町八鹿字篭の口1467番の１ 796633100 魚介類販売業 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 0796-23-0333 但馬(朝健)第114-2 令和2年4月21日 令和9年5月31日 平成25年3月19日
000028 7200139127 フレッシュバザール八鹿店 667-0021 養父市八鹿町八鹿字篭の口1467番の１ 796633100 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 0796-23-0333 但馬(朝健)第101-5 令和2年4月21日 令和9年5月31日 平成25年3月19日
000028 7200139128 フレッシュバザール八鹿店 667-0021 養父市八鹿町八鹿字篭の口1467番の１ 796633100 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 0796-23-0333 但馬(朝健)第101-6 令和2年4月21日 令和9年5月31日 平成25年3月19日
000028 7200139131 フレッシュバザール八鹿店 667-0021 養父市八鹿町八鹿字篭の口1467番の１ 796633100 喫茶店営業 自動販売機 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 0796-23-0333 但馬(朝健)第102-5 令和1年5月17日 令和7年5月31日 平成25年3月19日
000028 7200139137 フレッシュバザール八鹿店 667-0021 養父市八鹿町八鹿字篭の口1467番の１ 796633100 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 0796-23-0333 但馬(朝健)第101-7 令和2年4月21日 令和9年5月31日 平成25年3月19日
000028 7200139138 フレッシュバザール八鹿店 667-0021 養父市八鹿町八鹿字篭の口1467番の１ 796633100 菓子製造業 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 0796-23-0333 但馬(朝健)第103-3 令和2年4月21日 令和9年5月31日 平成25年3月19日
000028 7200139262 たこみち 669-5152 朝来市山東町楽音寺155 796762427 飲食店営業(4)その他 一般 小山 美智子 但馬(朝健)第101-10 令和1年5月10日 令和7年5月31日 平成25年3月26日
000028 7200139298 特別養護老人ホーム　平生園 669-5252 朝来市和田山町竹田1779 796720145 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ナリコマエンタープライズ 代表取締役 竹内 美夫 567-0005 大阪府茨木市五日市1丁目7番27号 但馬(朝健)第101-10 令和2年4月21日 令和9年5月31日 平成25年3月27日
000028 7200139331 お狩庵 669-5220 朝来市和田山町白井6910 796725549 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 吉井 あゆみ 但馬(朝健)第117-2 令和1年5月29日 令和7年5月31日 平成25年3月28日
000028 7200139391 魚完商店八鹿店 000-0000 養父市一円 魚介類販売業 自動車40L 麻谷 吉春 但馬(朝健)第114-1 令和5年4月24日 令和10年5月31日 令和5年4月24日
000028 7200139515 矢名瀬屋 669-5103 朝来市山東町矢名瀬町663 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 居相 美樹 但馬(朝健)第101-13 令和1年5月16日 令和7年5月31日 平成25年4月12日
000028 7200139645 栃原ゆうみいグループ 679-3331 朝来市生野町栃原297-1 796792151 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 木下 三千雄 但馬(朝健)第101-17 令和1年5月21日 令和7年5月31日 平成25年4月19日
000028 7200139646 栃原ゆうみいグループ 679-3331 朝来市生野町栃原297-1 796792151 菓子製造業 一般 木下 三千雄 但馬(朝健)第103-2 令和1年5月21日 令和7年5月31日 平成25年4月19日
000028 7200139647 栃原ゆうみいグループ 679-3331 朝来市生野町栃原297-1 796792151 そうざい製造業 一般 木下 三千雄 但馬(朝健)第132-2 令和1年5月21日 令和7年5月31日 平成25年4月19日
000028 7200139648 栃原ゆうみいグループ 679-3331 朝来市生野町栃原297-1 796792151 みそ製造業 一般 木下 三千雄 但馬(朝健)第125-1 令和1年5月21日 令和7年5月31日 平成25年4月19日
000028 7200139685 銀山まち口番所(Café argent) 679-3301 朝来市生野町口銀谷521-2 796795155 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 太幸 五朗 但馬(朝健)第101-16 令和1年5月21日 令和7年5月31日 平成25年4月25日
000028 7200139718 フレッシュバザール八鹿店 667-0021 養父市八鹿町八鹿字篭の口1467番の１ 796633100 食肉販売業 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 0796-23-0333 但馬(朝健)第112-2 令和2年4月21日 令和9年5月31日 平成25年4月23日
000028 7200140025 株式会社　谷常製菓 667-0021 養父市八鹿町八鹿1500 796622261 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社谷常製菓 代表取締役 谷 孝之輔 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿1500 796622261 但馬(朝健)第117-1 令和1年5月17日 令和7年5月31日 平成25年5月20日
000028 7200140301 わかば 667-0021 養父市八鹿町八鹿1108 796625982 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小林 明美 但馬(朝健)第101-11 令和1年5月13日 令和7年5月31日 平成25年5月31日
000028 7200140668 但馬物産 667-0000 養父市内 魚介類販売業 自動車 小田垣 秀男 但馬(朝健)第114-9 平成30年8月8日 令和5年8月31日 平成25年7月4日
000028 7200141032 マルナカ食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中西 早紀 但馬(朝健)第101-69 平成30年8月30日 令和5年8月31日 平成25年7月23日
000028 7200141035 マルナカ製菓 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 中西 早紀 但馬(朝健)第103-14 平成30年8月30日 令和5年8月31日 平成25年7月23日
000028 7200141225 繁栄商会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 水谷 京子 但馬(朝健)第101-70 平成30年8月30日 令和5年8月31日 平成25年7月29日
000028 7200141226 恵伸食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中西 佐和子 但馬(朝健)第101-68 平成30年8月30日 令和5年8月31日 平成25年7月29日
000028 7200141227 恵伸製菓 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 中西 佐和子 但馬(朝健)第103-15 平成30年8月30日 令和5年8月31日 平成25年7月29日
000028 7200141361 せせらぎ荘 679-3341 朝来市生野町黒川15-1 796792903 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 杉野 進 但馬(朝健)第101-45 令和1年8月26日 令和7年8月31日 平成25年8月5日
000028 7200141376 ミニストップ養父上野店 667-0131 養父市上野1000 796642555 飲食店営業(4)その他 一般 吉谷 耕平 但馬(朝健)第101-36 令和1年7月30日 令和7年8月31日 平成25年8月7日
000028 7200141380 ミニストップ養父上野店 667-0131 養父市上野1000 796642555 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 吉谷 耕平 但馬(朝健)第105-4 平成30年8月13日 令和5年8月31日 平成25年8月7日
000028 7200141505 喫茶チル 679-3423 朝来市多々良木240 796780557 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木戸 ひろみ 但馬(朝健)第101-37 令和1年7月30日 令和7年8月31日 平成25年8月21日
000028 7200141601 右衛門五郎 669-5134 朝来市山東町迫間825-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡田 隆二 但馬(朝健)第101-41 令和1年7月31日 令和7年8月31日 平成25年8月23日
000028 7200141659 アルトス・ヴィレッジ（露店） 000-0000 県下一円（ただし神戸市、姫路市、尼崎市、明石市および西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 戸川 万恵 但馬(朝健)第101-54 平成30年8月8日 令和5年8月31日 平成25年8月27日
000028 7200142230 やまびこ山荘 679-3341 朝来市生野町黒川505 796792908 飲食店営業(3)旅館 一般 奥藤 明美 但馬(朝健)第101-75 令和1年11月19日 令和7年11月30日 平成25年10月10日
000028 7200142231 やまびこ山荘 679-3341 朝来市生野町黒川505 796792908 そうざい製造業 一般 奥藤 明美 但馬(朝健)第132-5 令和1年11月19日 令和7年11月30日 平成25年10月10日
000028 7200142233 JUANA 669-5131 朝来市山東町柊木220 796762820 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 町田 奈緒子 但馬(朝健)第101-77 令和1年11月22日 令和7年11月30日 平成25年10月10日
000028 7200142234 JUANA 669-5131 朝来市山東町柊木220 796762820 菓子製造業 一般 町田 奈緒子 但馬(朝健)第103-15 令和1年11月22日 令和7年11月30日 平成25年10月10日
000028 7200142436 竹田どぶろく製造所 669-5252 朝来市和田山町竹田363 酒類製造業 一般 岡村 康平 但馬(朝健)第128-1 令和1年10月31日 令和7年11月30日 平成25年10月28日
000028 7200142494 ENレストラン 669-5252 朝来市和田山町竹田363 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 バリューマネジメント株式会社 代表取締役 他力野 淳 530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-2ヒルトンプラザウエストオフィスタワー19階 663712700 但馬(朝健)第101-67 令和1年10月31日 令和7年11月30日 平成25年10月30日
000028 7200142495 ENカフェ 669-5252 朝来市和田山町竹田363 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 バリューマネジメント株式会社 代表取締役 他力野 淳 530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-2ヒルトンプラザウエストオフィスタワー19階 663712700 但馬(朝健)第101-68 令和1年10月31日 令和7年11月30日 平成25年10月30日
000028 7200142626 冨士発條(株)第二プレス棟　軒下 669-5265 朝来市和田山町筒江165-51 796741600 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-30 平成30年11月16日 令和5年11月30日 平成25年11月11日
000028 7200142728 ホッとHOTcafe 花音 669-5125 朝来市山東町粟鹿859-3 796668007 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 増田 志伸 但馬(朝健)第101-74 令和1年11月19日 令和7年11月30日 平成25年11月18日
000028 7200142991 マルコキッチン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 魚介類販売業 自動車 有限会社フードショップマルコ 代表取締役 小柴 勝彦 667-0101 兵庫県養父市広谷57 796640038 但馬(朝健)第114-17 平成30年11月27日 令和5年11月30日 平成25年11月28日
000028 7200143047 くる味 667-0021 養父市八鹿町八鹿1304 796620488 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 兒島 千秋 但馬(朝健)第101-113 令和2年2月21日 令和8年2月28日 平成25年12月2日
000028 7200143206 セントラルロッヂ逆水 667-1125 養父市奈良尾509 796677219 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＭＥリゾート但馬 代表取締役 一ノ本 智毅 667-1124 兵庫県養父市丹戸896-2 但馬(朝健)第101-100 令和2年1月31日 令和8年2月28日 平成25年12月16日
000028 7200143366 ピュアホテル 667-0043 養父市八鹿町高柳153-1 796627060 飲食店営業(3)旅館 一般 内田 猛 但馬(朝健)第101-105 令和2年2月13日 令和8年2月28日 平成25年12月26日
000028 7200143427 宿院商店　たこ焼 000-0000 県下一円（ただし神戸市､姫路市､尼崎市､明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 露店 株式会社　宿院商店 代表取締役 守本 寛二 667-0131 兵庫県養父市上野168-57 796641484 但馬(朝健)第101-122 平成31年2月12日 令和6年2月29日 平成26年1月8日
000028 7200143429 宿院商店　そうざい 000-0000 県下一円（ただし神戸市､姫路市､尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 露店 株式会社　宿院商店 代表取締役 守本 寛二 667-0131 兵庫県養父市上野168-57 796641484 但馬(朝健)第101-121 平成31年2月12日 令和6年2月29日 平成26年1月8日
000028 7200143623 きさらぎの里　寂 669-5201 朝来市和田山町和田山24-1 796725583 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 秀生 但馬(朝健)第101-116 令和2年2月28日 令和8年2月28日 平成26年1月27日
000028 7200144174 フレッシュバザール和田山玉置店 669-5213 朝来市和田山町玉置５２４－１ 796725700 喫茶店営業 自動販売機 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 但馬(朝健)第102-40 平成31年2月20日 令和6年2月29日 平成26年2月27日
000028 7200145211 そば処　伊とう 669-5252 朝来市和田山町竹田517番地1 796706770 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 伊藤 晴通 但馬(朝健)第101-11 令和2年4月21日 令和8年5月31日 平成26年4月22日
000028 7200145361 松田商店 679-3301 朝来市生野町口銀谷478 796792117 魚介類販売業 一般 有限会社松田商店 代表取締役 松田 健吾 679-3301 兵庫県朝来市生野町口銀谷478 796792117 但馬(朝健)第110-3 令和2年5月11日 令和8年5月31日 平成26年4月30日



000028 7200145505 マルナカ 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 横谷 啓介 但馬(朝健)第101-22 令和1年5月30日 令和6年5月31日 平成26年5月13日
000028 7200145506 マルナカ 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 細川 亜加莉 但馬(朝健)第101-9 令和1年5月10日 令和6年5月31日 平成26年5月13日
000028 7200145532 餃子の王将和田山店 669-5215 朝来市和田山町枚田岡224-1 796726161 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社スタミナフードサービス 代表取締役 森山 良実 668-0013 兵庫県豊岡市中陰633-1 796235741 但馬(朝健)第101-4 令和2年4月16日 令和8年5月31日 平成26年5月15日
000028 7200145585 生野まちづくり工房「井筒屋」 679-3301 朝来市生野町口銀谷640 796794448 喫茶店営業 一般 中井 裕子 但馬(朝健)第102-3 令和2年5月11日 令和8年5月31日 平成26年5月19日
000028 7200145883 島村商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 島村 高史 但馬(朝健)第101-46 令和1年8月29日 令和6年8月31日 平成26年6月4日
000028 7200146214 株式会社　南但魚菜 667-0131 養父市上野1000 796640099 魚介類せり売営業 一般 株式会社　南但魚菜 代表取締役社長 三方 要 667-0131 兵庫県養父市上野1000 796640099 但馬(朝健)第115-1 令和2年7月31日 令和8年8月31日 平成26年6月26日
000028 7200146215 株式会社　南但魚菜 667-0131 養父市上野1000 796640099 魚介類販売業 一般 株式会社　南但魚菜 代表取締役社長 三方 要 667-0131 兵庫県養父市上野1000 796640099 但馬(朝健)第114-10 令和2年7月31日 令和8年8月31日 平成26年6月26日
000028 7200146964 朝来市旧生野鉱山職員宿舎（甲社宅） 679-3301 朝来市生野町口銀谷697-1 796705005 菓子製造業 一般 宇治 紘三 但馬(朝健)第103-9 令和2年8月7日 令和8年8月31日 平成26年7月31日
000028 7200147445 第２和生園 669-5252 朝来市和田山町竹田１０２ 796668886 菓子製造業 一般 社会福祉法人　神戸聖隷福祉事業団 理事長 水野 雄二 654-0142 兵庫県神戸市須磨区友が丘１－１ 787927555 但馬(朝健)第103-7 令和2年7月21日 令和8年8月31日 平成26年8月29日
000028 7200147603 第２ふくちやま作業所 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 喫茶店営業 露店 社会福祉法人ふくちやま福祉会 理事長 矢野 利生 620-0928 京都府福知山市字奥野部小字三ノ宮252番地 但馬(朝健)第102-22 令和1年10月28日 令和6年11月30日 平成26年9月8日
000028 7200147649 丸正 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 魚介類販売業 自動車 尾藤 守 但馬(朝健)第114-16 令和1年11月28日 令和6年11月30日 平成26年9月12日
000028 7200147999 ウィズ（Ｗｉｔｈ） 000-0000 但馬一円 飲食店営業(4)その他 露店 安井 吉成 但馬(朝健)第101-85 令和1年11月28日 令和6年11月30日 平成26年10月9日
000028 7200148329 本家かまどや朝来そら店 669-5213 朝来市和田山町玉置647-2 796724788 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 川崎 まり子 但馬(朝健)第101-62 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成26年10月31日
000028 7200148649 福美屋 667-0000 養父市内 魚介類販売業 自動車 田村 晋也 但馬(朝健)第114-11 令和1年10月28日 令和6年11月30日 平成26年11月25日
000028 7200148881 道の駅但馬のまほろば 000-0000 県下一円（ただし神戸市、姫路市、西宮市、明石市及び尼崎市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社グリーンウインド 代表取締役 田路 淳三 669-5153 兵庫県朝来市山東町大月９２－６ 796765121 但馬(朝健)第101-92 令和2年1月27日 令和7年2月28日 平成26年12月8日
000028 7200149495 イタリア食堂　バンビーノプラス 669-5202 朝来市和田山町東谷438-1 796701001 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 杉内 一也 但馬(朝健)第101-93 令和3年2月16日 令和9年2月28日 平成27年2月4日
000028 7200149849 あいす工房　らいらっく 669-5220 朝来市和田山町白井486 796701766 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 吉井 英之 但馬(朝健)第117-5 令和3年1月29日 令和9年2月28日 平成27年2月24日
000028 7200150165 八鹿鉱泉株式会社 667-0021 養父市八鹿町八鹿1591-3 796622003 菓子製造業 一般 八鹿鉱泉株式会社 代表取締役 沖田 好弘 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿1591-3 796622003 但馬(朝健)第103-2 令和3年4月26日 令和9年5月31日 平成27年3月13日
000028 7200150462 あいす工房　らいらっく 669-5220 朝来市和田山町白井486 796701766 乳製品製造業 一般 吉井 英之 但馬(朝健)第108-1 令和3年5月28日 令和9年5月31日 平成27年3月27日
000028 7200150742 ｃａｂｏ７ｃａｆｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 ＮＰＯ法人おおやアート村 理事 金谷 智之 667-0315 兵庫県養父市大屋町加保７ 796692449 但馬(朝健)第101-12 令和2年4月23日 令和7年5月31日 平成27年4月14日
000028 7200150743 cabo7 cafe 667-0315 養父市大屋町加保７ 796692449 菓子製造業 一般 ＮＰＯ法人おおやアート村 理事 金谷 智之 667-0315 兵庫県養父市大屋町加保７ 796692449 但馬(朝健)第103-4 令和3年4月30日 令和9年5月31日 平成27年4月14日
000028 7200150944 UP☆STAR CAFE 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 藤原 慶彦 但馬(朝健)第101-22 令和2年5月21日 令和7年5月31日 平成27年4月24日
000028 7200151099 Ｃａｆｅ　Ｇｉｎ 669-5252 朝来市和田山町竹田2486番地76 796740784 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 浅田 龍寛 但馬(朝健)第101-8 令和3年4月21日 令和9年5月31日 平成27年5月7日
000028 7200151156 こころの里　懐 667-0323 養父市大屋町若杉５４７－２ 796691678 飲食店営業(3)旅館 一般 飯野 一生 但馬(朝健)第101-20 令和3年5月14日 令和9年5月31日 平成27年5月12日
000028 7200151383 ＪＡたじま八鹿支店１Ｆ通路 667-0024 養父市八鹿町朝倉1141 796622155 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-4 令和2年5月19日 令和7年5月31日 平成27年5月25日
000028 7200151553 格別ヤ　和田山店 669-5215 朝来市和田山町枚田岡１０２－１ 796701717 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 広瀬産業株式会社 代表取締役 廣瀨 秀隆 620-0804 京都府福知山市石原２－３８ 773273858 但馬(朝健)第101-4 令和3年4月19日 令和9年5月31日 平成27年5月29日
000028 7200152022 山下商店 000-0000 朝来市・養父市 魚介類販売業 自動車 山下 孝一 但馬(朝健)第114-7 令和2年7月13日 令和7年8月31日 平成27年7月2日
000028 7200152067 但馬物産 000-0000 養父市内 魚介類販売業 自動車 小田垣 康男 但馬(朝健)第114-6 令和2年7月13日 令和7年8月31日 平成27年7月2日
000028 7200153217 第２ふくちやま作業所（飲食露店） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 社会福祉法人ふくちやま福祉会 理事長 矢野 利生 669-0928 京都府福知山市字奥野部小字三ノ宮２５２ 773245245 但馬(朝健)第101-54 令和2年10月15日 令和7年11月30日 平成27年9月18日
000028 7200153830 PEAKS garden 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 羽渕 俊博 但馬(朝健)第101-56 令和2年10月20日 令和7年11月30日 平成27年11月9日
000028 7200154051 播磨屋本店和田山工場休憩室１Ｆ 669-5265 朝来市和田山町筒江１６５－２ 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-11 令和2年11月16日 令和7年11月30日 平成27年11月20日
000028 7200154057 ナカバヤシ(株)兵庫工場 667-0313 養父市大屋町笠谷１１１ 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-10 令和2年11月16日 令和7年11月30日 平成27年11月20日
000028 7200154414 竹田街道の駅 669-5262 朝来市和田山町市御堂12-3 796700515 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー ストーク株式会社 代表取締役 濱名 幸喜 669-6116 兵庫県豊岡市城崎町上山1400-5 796320500 但馬(朝健)第105-7 令和3年1月29日 令和8年2月28日 平成27年12月16日
000028 7200159683 宝塚ジビエ工房 667-0435 養父市大屋町和田365 食肉処理業 一般 ＴＭＥ株式会社 代表取締役 宇仁菅 真由美 665-0867 兵庫県宝塚市売布東の町11-10-644 但馬(朝健)第111-2 令和4年11月8日 令和10年11月30日 令和4年11月8日
000028 7200160190 リアン 669-5203 朝来市和田山町寺谷７２４番７－１ 796721339 飲食店営業(4)その他 一般 矢野 洋平 但馬(朝健)第101-110 令和5年2月10日 令和11年2月28日 令和5年2月10日
000028 7200160404 ＢＬＵＥ　ＳＴＯＮＥＳ 679-3323 朝来市生野町竹原野258 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 青石 強 但馬(朝健)第101-105 令和5年2月1日 令和11年2月28日 令和5年2月1日
000028 7200160772 ヒュッテやまなみ 667-1127 養父市大久保字横角1579-3 796677121 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社ヒュッテやまなみ 代表取締役 田渕 広次 667-1124 兵庫県養父市丹戸109 796677121 但馬(朝健)第101-102 令和5年1月16日 令和11年2月28日 令和5年1月16日
000028 7200161062 お好み焼偶和田山店 669-5261 朝来市和田山町枚田777 796701677 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社テイク 代表取締役 河本 達哉 668-0014 兵庫県豊岡市野田字仁倉180番地 796240088 但馬(朝健)第101-105 平成29年3月8日 令和5年5月31日 平成29年3月8日
000028 7200161079 梅八 669-5152 朝来市山東町楽音寺12-8 796763256 飲食店営業(4)その他 一般 中村 正 但馬(朝健)第101-107 平成29年3月10日 令和5年5月31日 平成29年3月10日
000028 7200161100 gallery&cafe オンサルデ 667-0021 養父市八鹿町八鹿1219-12 796603446 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人がっせぇアート 理事 茨木 やよい 667-0032 兵庫県養父市八鹿町小山356-29 796627390 但馬(朝健)第101-12 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 7200161362 道の駅　但馬のまほろば 669-5153 朝来市山東町大月92-6 796765121 食肉販売業 一般 株式会社グリーンウインド 代表取締役 田路 淳三 669-5153 兵庫県朝来市山東町大月92-6 796765121 但馬(朝健)第112-28 平成29年3月29日 令和5年5月31日 平成29年3月29日
000028 7200161555 フレッシュバザール八鹿店 667-0021 養父市八鹿町八鹿1467-１ 796633100 菓子製造業 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 0796-23-0333 但馬(朝健)第103-1 平成29年4月5日 令和6年5月31日 平成29年4月5日
000028 7200161556 フレッシュバザール八鹿店 667-0021 養父市八鹿町八鹿字篭の口1467番の１ 796633100 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 0796-23-0333 但馬(朝健)第102-1 令和5年4月17日 令和11年5月31日 令和5年4月17日
000028 7200161979 松尾山荘 667-0134 養父市大坪283 喫茶店営業 一般 富田 真理子 但馬(朝健)第102-2 平成29年4月28日 令和5年5月31日 平成29年4月28日
000028 7200161984 レストラン　Gohanya． 667-0044 養父市八鹿町国木594-10但馬長寿の郷内 796628186 そうざい製造業 一般 松田 伸幸 但馬(朝健)第132-1 平成29年4月28日 令和5年5月31日 平成29年4月28日
000028 7200161985 謹花堂 667-0315 養父市大屋町加保582体験工房内③ 菓子製造業 一般 辻 麻衣子 但馬(朝健)第103-4 平成29年4月28日 令和5年5月31日 平成29年4月28日
000028 7200162121 ヴィ　ギンレイ 667-1124 養父市丹戸字西横角909-17 796677017 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社ＭＥリゾート但馬 代表取締役社長 一ノ本 智毅 667-1124 兵庫県養父市丹戸896-2 796673320 但馬(朝健)第101-4 平成29年5月11日 令和5年5月31日 平成29年5月11日
000028 7200162845 畑特産物生産出荷組合 667-0133 養父市畑481 796641586 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 梅谷 幸男 但馬(朝健)第117-4 平成29年6月26日 令和5年8月31日 平成29年6月26日
000028 7200162846 畑特産物生産出荷組合 667-0133 養父市畑481 796641586 かん詰又はびん詰食品製造業 一般 梅谷 幸男 但馬(朝健)第133-1 平成29年6月26日 令和5年8月31日 平成29年6月26日
000028 7200162922 Cafe SUN LIGHT 667-0021 養父市八鹿町八鹿540-1 796620258 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森田 龍親 但馬(朝健)第101-28 平成29年6月29日 令和5年8月31日 平成29年6月29日
000028 7200163083 道の駅　但馬のまほろば 669-5153 朝来市山東町大月92-6 796765121 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社グリーンウインド 代表取締役 田路 淳三 669-5153 兵庫県朝来市山東町大月92-6 796765121 但馬(朝健)第117-5 平成29年7月7日 令和5年8月31日 平成29年7月7日
000028 7200163084 カラオケ Boo to 669-5115 朝来市山東町金浦106-1 飲食店営業(4)その他 一般 前田 未来 但馬(朝健)第101-31 平成29年7月10日 令和5年8月31日 平成29年7月10日
000028 7200163141 宝塚ジビエ工房 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 宇仁菅 諭 但馬(朝健)第101-37 令和4年7月15日 令和9年8月31日 令和4年7月15日
000028 7200163144 おくらべ 669-5241 朝来市和田山町土田488-3 796722423 飲食店営業(4)その他 一般 前田 すみれ 但馬(朝健)第101-33 平成29年7月13日 令和5年8月31日 平成29年7月13日
000028 7200163301 竹田街道の駅 669-5262 朝来市和田山町市御堂12-3 796700515 飲食店営業(4)その他 一般 ストーク株式会社 代表取締役 濱名 幸喜 669-6116 兵庫県豊岡市城崎町上山1400-5 796320500 但馬(朝健)第101-38 平成29年7月26日 令和5年8月31日 平成29年7月26日
000028 7200163302 竹田街道の駅 669-5262 朝来市和田山町市御堂12-3 796700515 食肉販売業 一般 ストーク株式会社 代表取締役 濱名 幸喜 669-6116 兵庫県豊岡市城崎町上山1400-5 796320500 但馬(朝健)第112-3 平成29年7月26日 令和5年8月31日 平成29年7月26日
000028 7200163826 ローソン和田山久世田店 669-5253 朝来市和田山町久世田字中川原44-1 796740666 飲食店営業(4)その他 一般 佐藤 一路 但馬(朝健)第101-56 平成29年8月30日 令和5年8月31日 平成29年8月30日
000028 7200163852 フジッコ株式会社　和田山工場 669-5212 朝来市和田山町柳原68 796723461 そうざい製造業 一般 フジッコ株式会社 代表取締役 福井 正一 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町6-13-4 783035911 但馬(朝健)第132-4 平成29年8月31日 令和6年8月31日 平成29年8月31日
000028 7200163909 667-0142 養父市建屋583-2 かん詰又はびん詰食品製造業 一般 代表取締役 石川 寛 657-0041 兵庫県神戸市灘区琵琶町3-2-1 但馬(朝健)第133-2 平成29年9月5日 令和5年11月30日 平成29年9月5日
000028 7200163925 カラオケサウンド　デポ 667-0021 養父市八鹿町八鹿1475-1 796689933 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社米澤善一商店 取締役 米澤 善臣 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿597-3 796622754 但馬(朝健)第101-57 平成29年9月6日 令和5年11月30日 平成29年9月6日
000028 7200163930 医）井上医院デイケアセンターCasa 667-0103 養父市浅野378 796640124 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 医療法人社団井上医院 理事長 井上 正司 667-0103 兵庫県養父市浅野368-2 796640051 但馬(朝健)第101-58 平成29年9月6日 令和5年11月30日 平成29年9月6日
000028 7200163940 喜古里 669-5133 朝来市山東町喜多垣294 796762790 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 足立 卓也 但馬(朝健)第101-59 平成29年9月7日 令和5年11月30日 平成29年9月7日
000028 7200164211 炭火焼鳥オールドルーキー 669-5252 朝来市和田山町竹田2486-30 796740129 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 﨑山 良祐 但馬(朝健)第101-61 平成29年9月28日 令和5年11月30日 平成29年9月28日
000028 7200164577 養父マイハニー 667-0142 養父市建屋583番地2養父市6次産業化支援センター204 796619009 菓子製造業 一般 株式会社マイハニー 代表取締役 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿1685番2号 5037866213 但馬(朝健)第103-12 平成29年10月27日 令和5年11月30日 平成29年10月27日
000028 7200164632 Lokahi & anela wai 669-5213 朝来市和田山町玉置646-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 片浪 真樹 但馬(朝健)第101-65 平成29年11月1日 令和5年11月30日 平成29年11月1日
000028 7200164633 Lokahi & anela wai 669-5213 朝来市和田山町玉置646-1 菓子製造業 一般 片浪 真樹 但馬(朝健)第103-13 平成29年11月1日 令和5年11月30日 平成29年11月1日
000028 7200164759 クレープKinka 667-0323 養父市大屋町若杉99-13 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 辻 麻衣子 但馬(朝健)第101-66 平成29年11月10日 令和5年11月30日 平成29年11月10日
000028 7200164760 クレープKinka 667-0323 養父市大屋町若杉99-13 菓子製造業 一般 辻 麻衣子 但馬(朝健)第103-14 平成29年11月10日 令和5年11月30日 平成29年11月10日
000028 7200164931 癒しカフェ　麻里絵 679-3422 朝来市石田713 796780768 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日下 麻衣 但馬(朝健)第101-73 平成29年11月21日 令和5年11月30日 平成29年11月21日
000028 7200164988 プレミアムウォーター株式会社朝来工場 679-3424 朝来市立野144 796689666 清涼飲料水製造業 一般 プレミアムウォーター朝来株式会社 代表取締役 武井 道雄 679-3424 兵庫県朝来市立野144番地 796689666 但馬(朝健)第119-1 平成29年11月24日 令和6年11月30日 平成29年11月24日
000028 7200165157 氷ノ山国際ロッヂ 667-1125 養父市奈良尾字要山508-7 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 伸一郎 但馬(朝健)第101-80 平成29年11月30日 令和5年11月30日 平成29年11月30日
000028 7200165216 ココ鹿 669-5243 朝来市和田山町高田28-2 食肉販売業 一般 髙田 尚希 但馬(朝健)第112-14 平成29年12月7日 令和6年2月29日 平成29年12月7日
000028 7200165217 ココ鹿 669-5243 朝来市和田山町高田28-2 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 髙田 尚希 但馬(朝健)第117-7 平成29年12月7日 令和6年2月29日 平成29年12月7日
000028 7200165367 有限会社　内山いちごの国 667-0145 養父市長野1297 796660309 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 有限会社内山いちごの国 取締役 荒木 奈見 667-0145 兵庫県養父市長野1297 796660309 但馬(朝健)第117-8 平成29年12月18日 令和6年2月29日 平成29年12月18日
000028 7200165469 凡ライス店 667-0021 養父市八鹿町八鹿1878-1 796627182 そうざい製造業 一般 有限会社　凡 取締役 谷 秀樹 667-0032 兵庫県養父市八鹿町小山326-11 796627182 但馬(朝健)第132-7 平成29年12月27日 令和6年2月29日 平成29年12月27日
000028 7200165605 売店「グリーンリーブスモール」 667-0021 養父市八鹿町八鹿1878-1 796628801 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社光洋 高木 孝昌 236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦1-5-1 457012210 但馬(朝健)第101-82 平成30年1月12日 令和6年2月29日 平成30年1月12日
000028 7200165607 売店内「パン工房」 667-0021 養父市八鹿町八鹿1878-1公立八鹿病院内1階 796628801 菓子製造業 一般 株式会社光洋 代表取締役 高木 孝昌 236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦1-5-1 457527000 但馬(朝健)第103-18 平成30年1月12日 令和6年2月29日 平成30年1月12日
000028 7200166254 パンカフェひもろぎ 667-0141 養父市森16-17石ヶ堂 飲食店営業(4)その他 一般 山口 あさ美 但馬(朝健)第101-95 平成30年2月21日 令和6年2月29日 平成30年2月21日
000028 7200166255 パンカフェひもろぎ 667-0141 養父市森16-17石ヶ堂 菓子製造業 一般 山口 あさ美 但馬(朝健)第103-23 平成30年2月21日 令和6年2月29日 平成30年2月21日
000028 7200166380 パンケーキ＆コーヒー　ぽわん 669-5252 朝来市和田山町竹田370 796608231 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 髙橋 麻弥子 但馬(朝健)第101-99 平成30年2月27日 令和6年2月29日 平成30年2月27日
000028 7200166381 パンケーキ＆コーヒー　ぽわん 669-5252 朝来市和田山町竹田370 796608231 菓子製造業 一般 髙橋 麻弥子 但馬(朝健)第103-24 平成30年2月27日 令和6年2月29日 平成30年2月27日
000028 7200166435 Te design 667-1103 養父市万久里390 そうざい製造業 一般 森本 知子 但馬(朝健)第132-8 平成30年2月28日 令和6年2月29日 平成30年2月28日
000028 7200166436 Te design 667-1103 養父市万久里390 かん詰又はびん詰食品製造業 一般 森本 知子 但馬(朝健)第133-4 平成30年2月28日 令和6年2月29日 平成30年2月28日
000028 7200166592 台湾カフェ　福苗 669-5252 朝来市和田山町竹田203-2 飲食店営業(3)旅館 一般 詹 妤茜 但馬(朝健)第101-103 平成30年3月13日 令和6年5月31日 平成30年3月13日
000028 7200166631 祥雲寺　寺カフェ　一休 679-3442 朝来市田路981 796772990 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 神谷 俊明 但馬(朝健)第101-104 平成30年3月15日 令和6年5月31日 平成30年3月15日
000028 7200166752 朝来市あさご芸術の森　多々良木交流館 679-3423 朝来市多々良木727-2 796781184 飲食店営業(3)旅館 一般 全但バス株式会社 代表取締役 桐山 徹郎 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿113-1 796622136 但馬(朝健)第101-105 平成30年3月23日 令和6年5月31日 平成30年3月23日
000028 7200166893 カフェこり 669-5252 朝来市和田山町竹田255-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 太田垣 厚子 但馬(朝健)第101-106 平成30年3月28日 令和6年5月31日 平成30年3月28日
000028 7200166908 あいす工房　らいらっく 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 自動車 吉井 裕也 但馬(朝健)第102-20 平成30年3月29日 令和5年5月31日 平成30年3月29日
000028 7200166927 イオンリテール(株)　イオン和田山店 669-5215 朝来市和田山町枚田岡774 796702600 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役社長 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432126500 但馬(朝健)第101-107 平成30年3月29日 令和6年5月31日 平成30年3月29日
000028 7200166997 三和化工株式会社　生野工場 679-3311 朝来市生野町真弓373-66 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 但馬(朝健)第102-1 平成30年4月2日 令和5年5月31日 平成30年4月2日
000028 7200167106 La famille 667-0131 養父市上野1711-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西垣 猛晴 但馬(朝健)第101-1 平成30年4月11日 令和6年5月31日 平成30年4月11日
000028 7200167167 とがやま温泉　天女の湯 667-0043 養父市八鹿町高柳488番地の1 796656677 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 若杉高原開発企業組合 代表理事 辻 隆 667-0323 兵庫県養父市大屋町若杉字奥山99-2 796691576 但馬(朝健)第101-2 平成30年4月16日 令和6年5月31日 平成30年4月16日
000028 7200167315 喫茶りつうん 669-5252 朝来市和田山町竹田2028 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 安保 浩房 但馬(朝健)第101-3 平成30年4月24日 令和6年5月31日 平成30年4月24日
000028 7200167316 酒ごぜる＆ＫＵＭＯカフェ 669-5252 朝来市和田山町竹田365 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 野村 俊介 但馬(朝健)第101-4 平成30年4月24日 令和5年5月31日 平成30年4月24日
000028 7200167317 酒ごぜる＆ＫＵＭＯカフェ 669-5252 朝来市和田山町竹田365 菓子製造業 一般 野村 俊介 但馬(朝健)第103-1 平成30年4月24日 令和5年5月31日 平成30年4月24日
000028 7200167348 フレッシュバザール和田山玉置店 669-5213 朝来市和田山町玉置５２４－１ 796725700 喫茶店営業 自動販売機 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 但馬(朝健)第102-2 平成30年4月24日 令和6年5月31日 平成30年4月24日
000028 7200167349 フレッシュバザール和田山玉置店 669-5213 朝来市和田山町玉置５２４－１ 796725700 菓子製造業 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 但馬(朝健)第103-2 平成30年4月24日 令和7年5月31日 平成30年4月24日
000028 7200167393 ヤマザキＹショップ　朝来医療センター店 669-5267 朝来市和田山町法興寺392朝来医療センター内 喫茶店営業 一般 ワタキューセイモア株式会社 代表取締役 村田 清和 610-0301 京都府綴喜郡井手町大字多賀小字茶臼塚12-2 774825101 但馬(朝健)第102-3 平成30年4月27日 令和6年5月31日 平成30年4月27日
000028 7200167397 グリーンロッジ加保坂 667-0315 養父市大屋町加保58 796692027 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 島垣 晃 但馬(朝健)第101-7 平成30年4月27日 令和6年5月31日 平成30年4月27日
000028 7200167398 分散たこ焼き 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 河邊 喜代美 但馬(朝健)第101-9 平成30年4月27日 令和5年5月31日 平成30年4月27日
000028 7200167430 美酒肴　笑ら味 667-0021 養父市八鹿町八鹿1292-3　2Ｆ 796655015 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田原 一明 但馬(朝健)第101-10 平成30年5月7日 令和6年5月31日 平成30年5月7日
000028 7200167543 大豆工房株式会社 679-3421 朝来市伊由市場字下川原594番地1 796668250 豆腐製造業 一般 大豆工房株式会社 代表取締役社長 植田 滋 679-3421 兵庫県朝来市伊由市場字下川原594番地1 796668250 但馬(朝健)第129-1 平成30年5月14日 令和7年5月31日 平成30年5月14日
000028 7200167544 大豆工房株式会社 679-3421 朝来市伊由市場字下川原594番地1 796668250 そうざい製造業 一般 大豆工房株式会社 代表取締役社長 植田 滋 679-3421 兵庫県朝来市伊由市場字下川原594番地1 796668250 但馬(朝健)第132-1 平成30年5月14日 令和7年5月31日 平成30年5月14日
000028 7200167545 大豆工房株式会社 679-3421 朝来市伊由市場字下川原594番地1 796668250 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 大豆工房株式会社 代表取締役社長 植田 滋 679-3421 兵庫県朝来市伊由市場字下川原594番地1 796668250 但馬(朝健)第117-1 平成30年5月14日 令和7年5月31日 平成30年5月14日
000028 7200167553 ほたるの館 667-0121 養父市奥米地773 796650588 飲食店営業(3)旅館 一般 村崎 定男 但馬(朝健)第101-13 平成30年5月14日 令和6年5月31日 平成30年5月14日
000028 7200167563 自然体験学習館めいじ 667-0121 養父市奥米地773 796650588 飲食店営業(3)旅館 一般 村崎 定男 但馬(朝健)第101-12 平成30年5月14日 令和6年5月31日 平成30年5月14日
000028 7200167675 フジッコ和田山工場　食堂 669-5212 朝来市和田山町柳原字川原68 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-4 平成30年5月23日 令和5年5月31日 平成30年5月23日
000028 7200167677 日の丸産業　八鹿給油所 667-0022 養父市八鹿町下網場355-1 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-6 平成30年5月23日 令和5年5月31日 平成30年5月23日
000028 7200167764 (株)メガサス事務所横 669-5265 朝来市和田山町筒江中山165-7 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-7 平成30年5月29日 令和5年5月31日 平成30年5月29日
000028 7200167769 あわが手作り工房 669-5125 朝来市山東町粟鹿873 796762720 菓子製造業 一般 田中 貢 但馬(朝健)第103-10 平成30年5月30日 令和6年5月31日 平成30年5月30日
000028 7200168146 特別養護老人ホーム　あさがおホール 679-3431 朝来市新井148番地 796771901 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 332873611 但馬(朝健)第101-38 平成30年6月25日 令和7年8月31日 平成30年6月25日
000028 7200168147 ケアハウス朝来 679-3431 朝来市新井179番地 796771345 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 332873611 但馬(朝健)第101-39 平成30年6月25日 令和7年8月31日 平成30年6月25日



000028 7200168286 有限会社但馬フーズラボ 669-5264 朝来市和田山町加都1313 796740384 そうざい製造業 一般 有限会社但馬フーズラボ 代表取締役 田村 吉丈 669-5264 兵庫県朝来市和田山町加都1313番地 796740384 但馬(朝健)第132-3 平成30年6月29日 令和6年8月31日 平成30年6月29日
000028 7200168458 台湾料理　四季香 669-5241 朝来市和田山町土田184-1 796703339 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鴻福株式会社 代表取締役 渡辺 桂造 955-0082 新潟県三条市西裏館一丁目13番20号 但馬(朝健)第101-43 平成30年7月13日 令和6年8月31日 平成30年7月13日
000028 7200168508 能勢商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 能勢 美保 但馬(朝健)第101-44 平成30年7月20日 令和5年8月31日 平成30年7月20日
000028 7200168554 JUANA 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 町田 奈緒子 但馬(朝健)第101-45 平成30年7月23日 令和5年8月31日 平成30年7月23日
000028 7200168638 ＪＡファーマーズ・たじまんま和田山 669-5261 朝来市和田山町枚田字キシノ下922-1 796721471 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社エーコープ近畿 代表取締役 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田1丁目51番1号 726763300 但馬(朝健)第101-46 平成30年7月30日 令和5年8月31日 平成30年7月30日
000028 7200168725 八鹿鉄工株式会社　本社事務棟2Fロビー 667-0024 養父市八鹿町朝倉200番地 796627111 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-11 平成30年8月2日 令和5年8月31日 平成30年8月2日
000028 7200168778 社会福祉法人　神戸聖隷福祉事業団 000-0000 但馬一円 飲食店営業(4)その他 露店 社会福祉法人神戸聖隷福祉事業団 理事長 水野 雄二 654-0142 兵庫県神戸市須磨区友が丘1丁目1番地 787927555 但馬(朝健)第101-55 平成30年8月8日 令和5年8月31日 平成30年8月8日
000028 7200168812 といや旅館 667-1105 養父市関宮383 796672017 飲食店営業(3)旅館 一般 前田 達也 但馬(朝健)第101-61 平成30年8月9日 令和6年8月31日 平成30年8月9日
000028 7200168837 五光ファミリーホール 667-0021 養父市八鹿町八鹿1316-1 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-14 平成30年8月13日 令和5年8月31日 平成30年8月13日
000028 7200168985 ローソン養父万久里店 667-1103 養父市万久里140-1 796635275 飲食店営業(4)その他 一般 大木本 隆康 但馬(朝健)第101-65 平成30年8月24日 令和7年8月31日 平成30年8月24日
000028 7200169043 つき 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 安本 由紀子 但馬(朝健)第102-18 平成30年8月29日 令和5年8月31日 平成30年8月29日
000028 7200169094 若杉高原おおやスキー場・キャンプ場 667-0323 養父市大屋町若杉字奥山99-2 796691576 喫茶店営業 一般 若杉高原開発企業組合 代表理事 辻 隆 667-0323 兵庫県養父市大屋町若杉字奥山99-2 796691576 但馬(朝健)第102-21 平成30年8月30日 令和5年8月31日 平成30年8月30日
000028 7200169095 Pub&Snack Arajai 669-5102 朝来市山東町大垣30 飲食店営業(4)その他 一般 山口 好喜 但馬(朝健)第101-67 平成30年8月30日 令和6年8月31日 平成30年8月30日
000028 7200169173 やぶ飯店 667-0131 養父市上野299 796642200 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西村 正彰 但馬(朝健)第101-71 平成30年9月6日 令和6年11月30日 平成30年9月6日
000028 7200169222 667-0142 養父市建屋583-2 796613008 菓子製造業 一般 代表取締役 石川 寛 657-0041 兵庫県神戸市灘区琵琶町3-2-1 但馬(朝健)第103-16 平成30年9月10日 令和6年11月30日 平成30年9月10日
000028 7200169223 667-0142 養父市建屋583-2 796613008 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 代表取締役 石川 寛 657-0041 兵庫県神戸市灘区琵琶町3-2-1 但馬(朝健)第117-2 平成30年9月10日 令和6年11月30日 平成30年9月10日
000028 7200169224 667-0142 養父市建屋583-2 796613008 清涼飲料水製造業 一般 代表取締役 石川 寛 657-0041 兵庫県神戸市灘区琵琶町3-2-1 但馬(朝健)第119-3 平成30年9月10日 令和6年11月30日 平成30年9月10日
000028 7200169237 Ｆｕｊｉ Ｆｉｒｓｔ Ｋｉｔｃｈｅｎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 合同会社Ｆｕｊｉ Ｆｉｒｓｔ Ｓｅｒｖｉｃｅ 代表社員 藤本 剛 651-1303 兵庫県神戸市北区藤原台南町4-1-29-1 789075011 但馬(朝健)第101-72 平成30年9月11日 令和5年11月30日 平成30年9月11日
000028 7200169238 Ｆｕｊｉ Ｆｉｒｓｔ Ｋｉｔｃｈｅｎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 合同会社Ｆｕｊｉ Ｆｉｒｓｔ Ｓｅｒｖｉｃｅ 代表社員 藤本 剛 651-1303 兵庫県神戸市北区藤原台南町4-1-29-1 789075011 但馬(朝健)第103-17 平成30年9月11日 令和5年11月30日 平成30年9月11日
000028 7200169259 株式会社ベリッタ 000-0000 但馬一円 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社ベリッタ 代表取締役 大林 良子 667-0012 兵庫県養父市八鹿町伊佐61-1 796668389 但馬(朝健)第101-73 平成30年9月12日 令和5年11月30日 平成30年9月12日
000028 7200169264 株式会社フレッシュあさご 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社フレッシュあさご 代表取締役 池野 雅視 679-3433 兵庫県朝来市岩津96 796704120 但馬(朝健)第101-74 平成30年9月12日 令和5年11月30日 平成30年9月12日
000028 7200169282 Ｓｍｉｌｅ（スマイル） 669-5202 朝来市和田山町東谷209-19 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 竹村 浩子 但馬(朝健)第101-75 平成30年9月13日 令和6年11月30日 平成30年9月13日
000028 7200169401 スーパーセンタートライアル養父店 667-0024 養父市八鹿町朝倉字上台1265-1 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 但馬(朝健)第102-22 平成30年9月26日 令和5年11月30日 平成30年9月26日
000028 7200169433 株式会社ほくぶ 669-5243 朝来市和田山町高田22番地 796732325 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ほくぶ 代表取締役 下村 和茂 669-5243 兵庫県朝来市和田山町高田22番地 796732325 但馬(朝健)第101-76 平成30年9月28日 令和6年11月30日 平成30年9月28日
000028 7200169434 Te design 667-1103 養父市万久里390 菓子製造業 一般 森本 知子 但馬(朝健)第103-18 平成30年9月28日 令和6年11月30日 平成30年9月28日
000028 7200169443 山城の郷 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 全但バス株式会社 代表取締役 桐山 徹郎 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿113-1 796622131 但馬(朝健)第101-77 平成30年9月28日 令和5年11月30日 平成30年9月28日
000028 7200169494 JAファーマーズ・たじまんま和田山 669-5261 朝来市和田山町枚田字キシノ下922-1 796721471 喫茶店営業 自動販売機 株式会社ゼコー 代表取締役社長 庄野 道彦 812-0893 福岡県福岡市博多区那珂6-1-2 924612515 但馬(朝健)第102-24 平成30年10月4日 令和6年11月30日 平成30年10月4日
000028 7200169502 JAファーマーズ・たじまんま和田山 669-5261 朝来市和田山町枚田字キシノ下922-1 796721471 魚介類販売業 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目51番1号 726763300 但馬(朝健)第114-14 平成30年10月4日 令和7年11月30日 平成30年10月4日
000028 7200169503 JAファーマーズ・たじまんま和田山 669-5261 朝来市和田山町枚田字キシノ下922-1 796721471 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目51番1号 726763300 但馬(朝健)第101-78 平成30年10月4日 令和7年11月30日 平成30年10月4日
000028 7200169504 JAファーマーズ・たじまんま和田山 669-5261 朝来市和田山町枚田字キシノ下922-1 796721471 食肉販売業 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目51番1号 726763300 但馬(朝健)第112-17 平成30年10月4日 令和7年11月30日 平成30年10月4日
000028 7200169505 JAファーマーズ・たじまんま和田山 669-5261 朝来市和田山町枚田字キシノ下922-1 796721471 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目51番1号 726763300 但馬(朝健)第101-79 平成30年10月4日 令和7年11月30日 平成30年10月4日
000028 7200169506 JAファーマーズ・たじまんま和田山 669-5261 朝来市和田山町枚田字キシノ下922-1 796721471 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目51番1号 726763300 但馬(朝健)第101-80 平成30年10月4日 令和7年11月30日 平成30年10月4日
000028 7200169507 JAファーマーズ・たじまんま和田山 669-5261 朝来市和田山町枚田字キシノ下922-1 796721471 菓子製造業 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目51番1号 726763300 但馬(朝健)第103-19 平成30年10月4日 令和7年11月30日 平成30年10月4日
000028 7200169508 JAファーマーズ・たじまんま和田山 669-5261 朝来市和田山町枚田字キシノ下922-1 796721471 菓子製造業 一般 株式会社エーコープ近畿 代表取締役 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目51番1号 726763300 但馬(朝健)第103-20 平成30年10月4日 令和7年11月30日 平成30年10月4日
000028 7200169509 JAファーマーズ・たじまんま和田山 669-5261 朝来市和田山町枚田字キシノ下922-1 796721471 喫茶店営業 露店 株式会社エーコープ近畿 代表取締役 正村 栄邦 569-0044 大阪府高槻市番田一丁目51番1号 726763300 但馬(朝健)第102-23 平成30年10月4日 令和6年11月30日 平成30年10月4日
000028 7200169640 トライアル養父店 667-0024 養父市八鹿町朝倉1265-1 796633301 魚介類販売業 一般 株式会社マルワ渡辺水産 代表取締役 渡辺 隆一 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋365 796825005 但馬(朝健)第114-15 平成30年10月16日 令和6年11月30日 平成30年10月16日
000028 7200169641 トライアル養父店 667-0024 養父市八鹿町朝倉1265-1 796633301 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マルワ渡辺水産 代表取締役 渡辺 隆一 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋365 796825005 但馬(朝健)第101-83 平成30年10月16日 令和6年11月30日 平成30年10月16日
000028 7200169642 スーパーセンタートライアル養父店 667-0024 養父市八鹿町朝倉字上台1265-1 食肉販売業 一般 株式会社トライアルカンパニー 代表取締役 石橋 亮太 813-0034 福岡県福岡市東区多の津一丁目12-2 926265550 但馬(朝健)第112-18 平成30年10月16日 令和6年11月30日 平成30年10月16日
000028 7200169644 スーパーセンタートライアル養父店 667-0024 養父市八鹿町朝倉字上台1265-1 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社トライアルカンパニー 代表取締役 石橋 亮太 813-0034 福岡県福岡市東区多の津一丁目12-2 926265550 但馬(朝健)第101-82 平成30年10月16日 令和6年11月30日 平成30年10月16日
000028 7200169645 白井大町藤公園 669-5220 朝来市和田山町白井1008 796701636 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 衣川 好弘 但馬(朝健)第101-81 平成30年10月16日 令和6年11月30日 平成30年10月16日
000028 7200169758 喫茶　愛宕の夢 667-1105 養父市関宮633 796672211 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森本 勉 但馬(朝健)第101-84 平成30年10月24日 令和6年11月30日 平成30年10月24日
000028 7200169760 但馬のジビエ　ココ鹿 669-5243 朝来市和田山町高田28-2 食肉処理業 一般 髙田 尚希 但馬(朝健)第111-1 平成30年10月24日 令和6年11月30日 平成30年10月24日
000028 7200169762 おやつ工房　moga 669-5211 朝来市和田山町平野236 菓子製造業 一般 茂上 のり子 但馬(朝健)第103-21 平成30年10月24日 令和6年11月30日 平成30年10月24日
000028 7200169763 ＪＡファーマーズ・たじまんま和田山 669-5261 朝来市和田山町枚田922-1 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-25 平成30年10月24日 令和6年11月30日 平成30年10月24日
000028 7200169765 よしのや 669-5102 朝来市山東町大垣字河原田79-4 796765176 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上原 輝明 但馬(朝健)第101-86 平成30年10月24日 令和6年11月30日 平成30年10月24日
000028 7200169770 にしがき八鹿店 667-0021 養父市八鹿町八鹿1313 796620700 食肉販売業 一般 株式会社にしがき 代表取締役 西垣 俊平 629-2501 京都府京丹後市大宮町口大野88 772680008 但馬(朝健)第112-19 平成30年10月24日 令和6年11月30日 平成30年10月24日
000028 7200169845 移動カフェ和み麻里絵 000-0000 但馬一円 喫茶店営業 自動車 藤田 和実 但馬(朝健)第102-26 平成30年10月30日 令和5年11月30日 平成30年10月30日
000028 7200169846 ホッとHOT cafe 花音 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 増田 志伸 但馬(朝健)第102-27 平成30年10月30日 令和5年11月30日 平成30年10月30日
000028 7200169905 中華料理　香満楼 667-0022 養父市八鹿町下網場343-3 796633122 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佰吉商事株式会社 代表取締役 井上 春美 667-0022 兵庫県養父市八鹿町下網場343-3 但馬(朝健)第101-88 平成30年11月2日 令和6年11月30日 平成30年11月2日
000028 7200170006 おだがきさん家の八鹿豚 000-0001 養父市､朝来市､豊岡市､香美町､新温泉町 飲食店営業(4)その他 露店 島垣 光 但馬(朝健)第101-90 平成30年11月9日 令和5年11月30日 平成30年11月9日
000028 7200170061 マックスバリュ養父店 667-0115 養父市上箇153-1 796641721 喫茶店営業 自動販売機 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 但馬(朝健)第102-28 平成30年11月12日 令和5年11月30日 平成30年11月12日
000028 7200170131 与布土生活研究グループ 669-5135 朝来市山東町森108 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 藤本 英子 但馬(朝健)第101-92 平成30年11月16日 令和6年11月30日 平成30年11月16日
000028 7200170132 与布土生活研究グループ 669-5135 朝来市山東町森108 そうざい製造業 一般 藤本 英子 但馬(朝健)第132-5 平成30年11月16日 令和6年11月30日 平成30年11月16日
000028 7200170133 与布土生活研究グループ 669-5135 朝来市山東町森108 みそ製造業 一般 藤本 英子 但馬(朝健)第125-1 平成30年11月16日 令和6年11月30日 平成30年11月16日
000028 7200170135 (株)NEOMAX近畿第一工場 1F休憩室 667-0111 養父市大薮1062 796650126 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-29 平成30年11月16日 令和5年11月30日 平成30年11月16日
000028 7200170514 とまり木サロンわだやま 669-5202 朝来市和田山町東谷213-7 796668234 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人朝来市社会福祉協議会 会長 伊藤 宣廣 679-3431 兵庫県朝来市新井73番地1 796772701 但馬(朝健)第101-107 平成30年12月12日 令和7年2月28日 平成30年12月12日
000028 7200170515 Ａｊｉｔｏ 669-5202 朝来市和田山町東谷213-94 飲食店営業(4)その他 一般 田中 亜沙美 但馬(朝健)第101-108 平成30年12月12日 令和7年2月28日 平成30年12月12日
000028 7200170516 農価kitchen 669-5142 朝来市山東町越田137 796763688 かん詰又はびん詰食品製造業 一般 合同会社農価本店 代表社員 木村 義昭 669-5142 兵庫県朝来市山東町越田137 但馬(朝健)第133-1 平成30年12月12日 令和7年2月28日 平成30年12月12日
000028 7200170517 農価kitchen 669-5142 朝来市山東町越田137 796763688 菓子製造業 一般 合同会社農価本店 代表社員 木村 義昭 669-5142 兵庫県朝来市山東町越田137 但馬(朝健)第103-26 平成30年12月12日 令和7年2月28日 平成30年12月12日
000028 7200170635 苺一笑 669-5153 朝来市山東町大月1023-1 菓子製造業 一般 西川 剛 但馬(朝健)第103-27 平成30年12月25日 令和7年2月28日 平成30年12月25日
000028 7200170636 苺一笑 669-5153 朝来市山東町大月1023-1 飲食店営業(4)その他 一般 西川 剛 但馬(朝健)第101-109 平成30年12月25日 令和7年2月28日 平成30年12月25日
000028 7200170800 かるべの郷ドリームワークス 667-0101 養父市広谷83 796641362 喫茶店営業 自動販売機 社会福祉法人かるべの郷福祉会 理事長 進藤 龍善 667-0102 兵庫県養父市十二所871 796641875 但馬(朝健)第102-32 平成31年1月22日 令和6年2月29日 平成31年1月22日
000028 7200170801 但馬物産　小田垣商店 667-0043 養父市八鹿町高柳651-1 796622868 魚介類販売業 一般 小田垣 彰 但馬(朝健)第114-18 平成31年1月22日 令和7年2月28日 平成31年1月22日
000028 7200170889 スナック　タッチ 669-5261 朝来市和田山町枚田911-1 796725298 飲食店営業(4)その他 一般 高瀬 寿美子 但馬(朝健)第101-110 平成31年1月28日 令和7年2月28日 平成31年1月28日
000028 7200171267 のの花や（農家民宿まるつね） 679-3341 朝来市生野町黒川字峠322番２ 飲食店営業(3)旅館 一般 黒田 真澄 但馬(朝健)第101-128 平成31年2月20日 令和7年2月28日 平成31年2月20日
000028 7200171268 のの花や（農家民宿まるつね） 679-3341 朝来市生野町黒川字峠322番２ かん詰又はびん詰食品製造業 一般 黒田 真澄 但馬(朝健)第133-2 平成31年2月20日 令和7年2月28日 平成31年2月20日
000028 7200171335 ホテルＴ＆Ｍ 667-0004 養父市八鹿町上小田字野首1002番地､1001番地1、1003番地1、1004番地1 796628800 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社Ｍ’ｓ　Ｏｆｆｉｃｅ 代表取締役 一松 雅美 560-0035 大阪府豊中市箕輪1丁目3番5号 668555971 但馬(朝健)第101-130 平成31年2月27日 令和7年2月28日 平成31年2月27日
000028 7200171413 tea room kotori 679-3322 朝来市生野町奥銀谷1513 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 加藤 菜穂子 但馬(朝健)第101-131 平成31年2月28日 令和7年2月28日 平成31年2月28日
000028 7200171429 トラフス・カーポート販売店 669-5252 朝来市和田山町竹田古城山163 飲食店営業(4)その他 露店 津本 みはる 但馬(朝健)第101-132 平成31年3月4日 令和6年5月31日 平成31年3月4日
000028 7200171486 凡ライス 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 有限会社　凡 取締役 谷 秀樹 667-0032 兵庫県養父市八鹿町小山326-11 796627182 但馬(朝健)第101-134 平成31年3月8日 令和6年5月31日 平成31年3月8日
000028 7200171597 茜 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 増田 茜 但馬(朝健)第101-135 平成31年3月15日 令和6年5月31日 平成31年3月15日
000028 7200171682 山の茶店　たけや 667-1125 養父市奈良尾字要山508-1 796677240 菓子製造業 一般 西村 博道 但馬(朝健)第103-33 平成31年3月20日 令和6年5月31日 平成31年3月20日
000028 7200171687 畑のレストラン　結 667-1105 養父市関宮1407-2 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 瀬戸 宏之 但馬(朝健)第101-136 平成31年3月20日 令和7年5月31日 平成31年3月20日
000028 7200171707 上道製菓 000-0000 但馬一円 菓子製造業 露店 上道 紀良 但馬(朝健)第103-34 平成31年3月25日 令和6年5月31日 平成31年3月25日
000028 7200171718 日清医療食品(株)　妙見荘事業所 667-0032 養父市八鹿町小山307-1 796627700 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 332873611 但馬(朝健)第101-137 平成31年3月25日 令和7年5月31日 平成31年3月25日
000028 7200171748 ローソン養父八鹿店 667-0021 養父市八鹿町八鹿1587-1 796620595 飲食店営業(4)その他 一般 河関 裕 但馬(朝健)第101-140 平成31年3月26日 令和7年5月31日 平成31年3月26日
000028 7200171754 Ｊｅｅ－ｊｅｙ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 安積 俊之 但馬(朝健)第101-138 平成31年3月26日 令和6年5月31日 平成31年3月26日
000028 7200171755 Ｗ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 淺野 拓真 但馬(朝健)第101-139 平成31年3月26日 令和6年5月31日 平成31年3月26日
000028 7200171786 ＷｉＬＤ　ＲＯＳＥ 669-5213 朝来市和田山町玉置1125-3 飲食店営業(4)その他 一般 長谷川 真奈美 但馬(朝健)第101-141 平成31年3月27日 令和7年5月31日 平成31年3月27日
000028 7200171789 グランドシェフ 669-5215 朝来市和田山町枚田岡330-3 796703117 食肉販売業 一般 グランドシェフ株式会社 細見 茂 669-5245 兵庫県朝来市和田山町法道寺609 796703117 但馬(朝健)第112-26 平成31年3月27日 令和7年5月31日 平成31年3月27日
000028 7200171790 グランドシェフ 669-5215 朝来市和田山町枚田岡330-3 796703117 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 グランドシェフ株式会社 細見 茂 669-5245 兵庫県朝来市和田山町法道寺609 796703117 但馬(朝健)第117-4 平成31年3月27日 令和7年5月31日 平成31年3月27日
000028 7200171913 中華料理　美味居 679-3433 朝来市岩津343 796771658 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 KM株式会社 代表取締役 丹羽 宝敏 395-1100 長野県下伊那郡喬木村1254番地3 265334993 但馬(朝健)第101-1 平成31年4月5日 令和7年5月31日 平成31年4月5日
000028 7200171975 南谷農園 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 南谷 里衣 但馬(朝健)第101-3 平成31年4月11日 令和6年5月31日 平成31年4月11日
000028 7200171976 宇沙戯舎（うさぎや） 669-5213 朝来市和田山町玉置８３３－２ 796724908 飲食店営業(4)その他 一般 北垣 寛武 但馬(朝健)第101-2 平成31年4月11日 令和7年5月31日 平成31年4月11日
000028 7200171977 宇沙戯舎（うさぎや） 669-5213 朝来市和田山町玉置８３３－２ 796724908 菓子製造業 一般 北垣 寛武 但馬(朝健)第103-1 平成31年4月11日 令和7年5月31日 平成31年4月11日
000028 7200172024 kokoro.no.iro 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 藤田 幸恵 但馬(朝健)第101-4 平成31年4月16日 令和6年5月31日 平成31年4月16日
000028 7200172036 Ａｍｕｌｅｔｔｅ 669-5268 朝来市和田山町立ノ原５６－２ 796721551 飲食店営業(4)その他 一般 古坊 光春 但馬(朝健)第101-5 平成31年4月19日 令和7年5月31日 平成31年4月19日
000028 7200172105 FOCUS 669-5104 朝来市山東町末歳623-1 飲食店営業(4)その他 一般 中家 宜嗣 但馬(朝健)第101-6 平成31年4月23日 令和7年5月31日 平成31年4月23日
000028 7200172149 もっちりたこ焼 000-0000 但馬一円 飲食店営業(4)その他 自動車 中村 吉克 但馬(朝健)第101-7 平成31年4月23日 令和6年5月31日 平成31年4月23日
000028 7200172156 道の駅但馬楽座 667-0131 養父市上野299 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-2 平成31年4月23日 令和6年5月31日 平成31年4月23日
000028 7200172258 お祭り応援団 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 芦田 純哉 但馬(朝健)第101-8 令和1年5月10日 令和6年5月31日 令和1年5月10日
000028 7200172472 カタシマ本店 667-0131 養父市上野1156－1 796640351 菓子製造業 一般 カタシマ株式会社 代表取締役 廣氏 良致 667-0114 兵庫県養父市小城568 796642457 但馬(朝健)第103-4 令和1年5月23日 令和7年5月31日 令和1年5月23日
000028 7200172479 極麺　青二犀 000-0000 但馬一円 飲食店営業(4)その他 露店 森山 真樹 但馬(朝健)第101-20 令和1年5月22日 令和6年5月31日 令和1年5月22日
000028 7200172592 令和 669-5203 朝来市和田山町寺谷和田山下702-1 796722077 飲食店営業(4)その他 一般 枚田 恵美子 但馬(朝健)第101-21 令和1年5月30日 令和7年5月31日 令和1年5月30日
000028 7200172653 お祭り応援団 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 能勢 竜也 但馬(朝健)第101-23 令和1年5月31日 令和6年5月31日 令和1年5月31日
000028 7200172655 島村商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 松岡 美代子 但馬(朝健)第101-24 令和1年5月31日 令和6年5月31日 令和1年5月31日
000028 7200172705 POMME DE PIN （ポム　ド　パン） 669-5253 朝来市和田山町久世田312-2 796741167 飲食店営業(4)その他 一般 髙本 紅孝 但馬(朝健)第101-25 令和1年6月7日 令和7年8月31日 令和1年6月7日
000028 7200172720 UP☆STAR CAFE 669-5122 朝来市山東町早田382 796689380 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 慶彦 但馬(朝健)第101-26 令和1年6月7日 令和7年8月31日 令和1年6月7日
000028 7200173017 関西電力　多々良木発電所寮 679-3423 朝来市多々良木1199－2 796780278 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社関電アメニックス 奥田 直人 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場四丁目11番12号 662530081 但馬(朝健)第101-27 令和1年6月25日 令和7年8月31日 令和1年6月25日
000028 7200173050 マルナカ 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 菓子製造業 露店 横谷 啓介 但馬(朝健)第103-5 令和1年6月26日 令和6年8月31日 令和1年6月26日
000028 7200173157 MOMIJI 669-5241 朝来市和田山町土田27-2 796723900 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山下 桂吾 但馬(朝健)第101-29 令和1年7月4日 令和7年8月31日 令和1年7月4日
000028 7200173158 MOMIJI 669-5241 朝来市和田山町土田27-2 796723900 食肉販売業 一般 山下 桂吾 但馬(朝健)第112-4 令和1年7月4日 令和7年8月31日 令和1年7月4日
000028 7200173183 カラオケパーク104 669-5231 朝来市和田山町林垣244-1 796720007 飲食店営業(4)その他 一般 山根 成樹 但馬(朝健)第101-30 令和1年7月8日 令和7年8月31日 令和1年7月8日
000028 7200173265 cafe FIKA 667-0323 養父市大屋町若杉515-3 飲食店営業(4)その他 一般 山下 将幸 但馬(朝健)第101-31 令和1年7月12日 令和7年8月31日 令和1年7月12日
000028 7200173326 中村屋　（村ん中） 667-0045 養父市八鹿町米里851-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中村 傑 但馬(朝健)第101-32 令和1年7月19日 令和7年8月31日 令和1年7月19日
000028 7200173374 窓春 669-5251 朝来市和田山町栄町846 796741324 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 安積 俊之 但馬(朝健)第101-34 令和1年7月25日 令和7年8月31日 令和1年7月25日
000028 7200173406 中瀬金山焼 000-0000 但馬一円 菓子製造業 露店 村上 正 但馬(朝健)第103-6 令和1年7月29日 令和6年8月31日 令和1年7月29日
000028 7200173467 中瀬金山関所 667-1116 養父市中瀬字門口上ミ896-10 飲食店営業(4)その他 一般 村上 正 但馬(朝健)第101-35 令和1年7月29日 令和7年8月31日 令和1年7月29日
000028 7200173570 Casual Cafe NUTS 669-5102 朝来市山東町大垣13番地1 796762136 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社NTFコーポレーション 代表取締役 藤本 剛 669-5102 兵庫県朝来市山東町大垣41番地 796762136 但馬(朝健)第101-42 令和1年8月7日 令和7年8月31日 令和1年8月7日
000028 7200173705 有）　森の家　本館 669-5261 朝来市和田山町枚田756 796723445 喫茶店営業 自動販売機 株式会社　アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-10 令和1年8月22日 令和6年8月31日 令和1年8月22日
000028 7200173882 くい亭 669-5211 朝来市和田山町平野93-1 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 池口 信行 但馬(朝健)第101-47 令和1年9月2日 令和7年11月30日 令和1年9月2日
000028 7200173897 GOCCO 667-0433 養父市大屋町門野70 飲食店営業(4)その他 一般 河内 明子 但馬(朝健)第101-48 令和1年9月6日 令和7年11月30日 令和1年9月6日



000028 7200173898 GOCCO 667-0433 養父市大屋町門野70 菓子製造業 一般 河内 明子 但馬(朝健)第103-8 令和1年9月6日 令和7年11月30日 令和1年9月6日
000028 7200173911 もふもふソフト 000-0000 朝来市内 796724003 喫茶店営業 露店 朝来市 朝来市長 多次 勝昭 669-5202 兵庫県朝来市和田山町東谷213番地1 796724003 但馬(朝健)第102-11 令和1年9月6日 令和6年11月30日 令和1年9月6日
000028 7200173912 有限会社アウラー 669-5245 朝来市和田山町法道寺759 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-12 令和1年9月6日 令和6年11月30日 令和1年9月6日
000028 7200174042 たけや 000-0000 但馬一円 飲食店営業(4)その他 露店 西村 博道 但馬(朝健)第101-49 令和1年9月19日 令和6年11月30日 令和1年9月19日
000028 7200174129 sugatti bakeshop 669-5142 朝来市山東町越田20 飲食店営業(4)その他 一般 菅原 公平 但馬(朝健)第101-50 令和1年9月24日 令和7年11月30日 令和1年9月24日
000028 7200174130 sugatti bakeshop 669-5142 朝来市山東町越田20 菓子製造業 一般 菅原 公平 但馬(朝健)第103-9 令和1年9月24日 令和7年11月30日 令和1年9月24日
000028 7200174131 イオンリテール(株)　イオン和田山店 669-5215 朝来市和田山町枚田岡774 796702600 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126500 但馬(朝健)第101-51 令和1年9月26日 令和7年11月30日 令和1年9月26日
000028 7200174259 株式会社　ほくぶ 669-5243 朝来市和田山町高田22 796732325 食肉製品製造業 一般 株式会社ほくぶ 代表取締役 下村 和茂 669-5243 兵庫県朝来市和田山町高田22 796732325 但馬(朝健)第113-2 令和1年10月9日 令和7年11月30日 令和1年10月9日
000028 7200174286 ＰＥＡＫＳｃａｆｅ（ピークスカフェ） 667-1105 養父市関宮２６６ 796672912 菓子製造業 一般 羽渕 俊博 但馬(朝健)第103-10 令和1年10月9日 令和7年11月30日 令和1年10月9日
000028 7200174287 ハチ高原荘 667-1127 養父市大久保字横角1580 796678024 飲食店営業(3)旅館 一般 藤原 博志 但馬(朝健)第101-52 令和1年10月9日 令和7年11月30日 令和1年10月9日
000028 7200174309 cafe flat 669-5202 朝来市和田山町東谷87-7 飲食店営業(4)その他 一般 日下部 純子 但馬(朝健)第101-53 令和1年10月11日 令和7年11月30日 令和1年10月11日
000028 7200174427 出合校区協議会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 西谷 初惠 但馬(朝健)第101-55 令和1年10月21日 令和6年11月30日 令和1年10月21日
000028 7200174444 ファミリーレストラン　ビッグバーン 669-5215 朝来市和田山町枚田岡774番地 796702654 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社KOMSS 代表取締役 小野山 真一 669-5215 兵庫県朝来市和田山町枚田岡774番地 但馬(朝健)第101-56 令和1年10月24日 令和7年11月30日 令和1年10月24日
000028 7200174450 Cafe Fika 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山下 将幸 但馬(朝健)第101-57 令和1年10月24日 令和6年11月30日 令和1年10月24日
000028 7200174471 株式会社　シルバー生野 679-3324 朝来市生野町小野33番地5 796792010 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-13 令和1年10月24日 令和6年11月30日 令和1年10月24日
000028 7200174473 ヒラキ株式会社　生野事業所 679-3311 朝来市生野町真弓373-69 796792528 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-14 令和1年10月24日 令和6年11月30日 令和1年10月24日
000028 7200174474 道の駅あさご村おこしセンター 679-3423 朝来市多々良木213番地1 796780808 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-15 令和1年10月24日 令和6年11月30日 令和1年10月24日
000028 7200174476 株式会社　多田スミス 669-5263 朝来市和田山町久留引84-10 796742321 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-16 令和1年10月24日 令和6年11月30日 令和1年10月24日
000028 7200174477 有限会社　森の家 669-5261 朝来市和田山町枚田756 796723456 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-17 令和1年10月24日 令和6年11月30日 令和1年10月24日
000028 7200174478 株式会社　ダイナム兵庫和田山店 669-5261 朝来市和田山町枚田字大川除583-2 796726656 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-18 令和1年10月24日 令和6年11月30日 令和1年10月24日
000028 7200174479 朝来市役所　山東支所 669-5152 朝来市山東町楽音寺95 796762080 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-19 令和1年10月24日 令和6年11月30日 令和1年10月24日
000028 7200174480 株式会社　阿野建設 669-5241 朝来市和田山町土田562番地 796722456 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-20 令和1年10月24日 令和6年11月30日 令和1年10月24日
000028 7200174481 朝来市役所 669-5202 朝来市和田山町東谷213番地1 796723301 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-21 令和1年10月24日 令和6年11月30日 令和1年10月24日
000028 7200174551 伸和青果食品株式会社 669-5262 朝来市和田山町市御堂98番地の1 796722977 そうざい製造業 一般 伸和青果食品株式会社 細見 勝 669-5262 兵庫県朝来市和田山町市御堂98番地の1 796722977 但馬(朝健)第132-3 令和1年10月31日 令和7年11月30日 令和1年10月31日
000028 7200174568 ミニフレッシュ　山東店 669-5103 朝来市山東町矢名瀬町916ｰ1 796762791 喫茶店営業 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(朝健)第102-23 令和1年10月31日 令和7年11月30日 令和1年10月31日
000028 7200174578 道の駅ようか但馬蔵バス停側 667-0043 養父市八鹿町高柳241-1 796623200 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-25 令和1年10月31日 令和6年11月30日 令和1年10月31日
000028 7200174581 長岡金属工業株式会社 667-0045 養父市八鹿町米里133 796628461 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-26 令和1年10月31日 令和6年11月30日 令和1年10月31日
000028 7200174582 養父市役所 667-0021 養父市八鹿町八鹿1675 796623161 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-27 令和1年10月31日 令和6年11月30日 令和1年10月31日
000028 7200174583 全但バス株式会社 667-0021 養父市八鹿町八鹿113番地1 796622136 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-28 令和1年10月31日 令和6年11月30日 令和1年10月31日
000028 7200174584 株式会社ＮＥＯＭＡＸ近畿　本社第1工場2Ｆ 667-0111 養父市大薮1062番地 796650126 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-29 令和1年10月31日 令和6年11月30日 令和1年10月31日
000028 7200174585 株式会社ＮＥＯＭＡＸ近畿事務所奥 667-0111 養父市大薮1062 796650126 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-30 令和1年10月31日 令和6年11月30日 令和1年10月31日
000028 7200174599 FUDABA kitchen 669-5267 朝来市和田山町法興寺51-1 796726830 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ロッカン 代表取締役 福富 英人 153-0065 東京都目黒区中町一丁目1番1号 364510643 但馬(朝健)第101-66 令和1年10月31日 令和7年11月30日 令和1年10月31日
000028 7200174653 上道製菓 669-5132 朝来市山東町溝黒403-1 796763125 菓子製造業 一般 上道 紀良 但馬(朝健)第103-13 令和1年10月31日 令和7年11月30日 令和1年10月31日
000028 7200174668 鮮魚こばやし 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 魚介類販売業 自動車 小林 ひろ子 但馬(朝健)第114-12 令和1年11月8日 令和6年11月30日 令和1年11月8日
000028 7200174673 和田山ショッピングセンター１Ｆ店内 669-5215 朝来市和田山町枚田岡774 796702600 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-31 令和1年11月7日 令和6年11月30日 令和1年11月7日
000028 7200174674 冨士発條株式会社　第３工場食堂 669-5143 朝来市山東町柿坪83-8 796762266 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-32 令和1年11月7日 令和6年11月30日 令和1年11月7日
000028 7200174675 冨士発條株式会社　第２工場技術棟２Ｆ食堂 669-5265 朝来市和田山町筒江165-3 796741666 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-33 令和1年11月7日 令和6年11月30日 令和1年11月7日
000028 7200174676 冨士発條株式会社　第２工場Ｅ棟２Ｆ食堂 669-5265 朝来市和田山町筒江165-3 796741666 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-34 令和1年11月7日 令和6年11月30日 令和1年11月7日
000028 7200174699 建屋校区自治協議会 667-0142 養父市建屋209番地 796660272 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 隆夫 但馬(朝健)第101-73 令和1年11月12日 令和7年11月30日 令和1年11月12日
000028 7200174700 建屋校区自治協議会 667-0142 養父市建屋209番地 796660272 そうざい製造業 一般 藤原 隆夫 但馬(朝健)第132-4 令和1年11月12日 令和7年11月30日 令和1年11月12日
000028 7200174882 ミニフレッシュ　大屋店 667-0305 養父市大屋町夏梅341-1 796692515 喫茶店営業 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(朝健)第102-35 令和1年11月26日 令和7年11月30日 令和1年11月26日
000028 7200174938 ちどり 669-5102 朝来市山東町大垣30 飲食店営業(4)その他 一般 山口 沙夕美 但馬(朝健)第101-84 令和1年11月28日 令和7年11月30日 令和1年11月28日
000028 7200175094 田苑 669-5228 朝来市和田山町久田和94-3 796724632 飲食店営業(4)その他 一般 夜久 秀樹 但馬(朝健)第101-87 令和1年12月10日 令和8年2月28日 令和1年12月10日
000028 7200175108 さくら 669-5214 朝来市和田山町桑原210番地1 796721510 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 New Namaste Indian&Nepal Restaurant 合同会社 代表社員 プン・ ロク・バハドゥール 669-5214 兵庫県朝来市和田山町桑原210番地1 但馬(朝健)第101-88 令和1年12月10日 令和8年2月28日 令和1年12月10日
000028 7200175114 Segue 667-0043 養父市八鹿町高柳2056-1 飲食店営業(3)旅館 一般 青木 寛峰 但馬(朝健)第101-86 令和1年12月10日 令和8年2月28日 令和1年12月10日
000028 7200175115 Segue 667-0043 養父市八鹿町高柳2056-1 菓子製造業 一般 青木 寛峰 但馬(朝健)第101-17 令和1年12月10日 令和8年2月28日 令和1年12月10日
000028 7200175119 道の駅やぶ 667-0112 養父市養父市場1294-77 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ロッカン 代表取締役 福富 英人 153-0065 東京都目黒区中町一丁目１番１号 364510643 但馬(朝健)第101-89 令和1年12月11日 令和8年2月28日 令和1年12月11日
000028 7200175458 西垣精肉店 667-1122 養父市草出11-3 796678628 食肉販売業 一般 西垣 広樹 但馬(朝健)第112-10 令和1年12月25日 令和8年2月28日 令和1年12月25日
000028 7200175622 さゆり農園 667-0133 養父市畑337 796640219 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 髙階 小百合 但馬(朝健)第117-3 令和2年1月20日 令和8年2月28日 令和2年1月20日
000028 7200175623 田治米合名会社 669-5103 朝来市山東町矢名瀬町545番地 796762033 飲食店営業(4)その他 一般 田治米合名会社 代表社員 田治米 博貴 669-5103 兵庫県朝来市山東町矢名瀬町545番地 796762033 但馬(朝健)第101-90 令和2年1月20日 令和8年2月28日 令和2年1月20日
000028 7200175654 スナック　じゅん 669-5203 朝来市和田山町寺谷718-10 796722858 飲食店営業(4)その他 一般 山本 みちる 但馬(朝健)第101-91 令和2年1月23日 令和8年2月28日 令和2年1月23日
000028 7200175676 たけや 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 西村 博道 但馬(朝健)第103-18 令和2年1月28日 令和7年2月28日 令和2年1月28日
000028 7200175710 がじょ 669-5252 朝来市和田山町竹田160番地 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社狩るね 代表取締役 吉原 剛史 669-5252 兵庫県朝来市和田山町竹田160番地 但馬(朝健)第101-93 令和2年1月30日 令和8年2月28日 令和2年1月30日
000028 7200175756 集い 669-5202 朝来市和田山町東谷213-27 飲食店営業(4)その他 一般 細見 坦司 但馬(朝健)第101-94 令和2年1月31日 令和8年2月28日 令和2年1月31日
000028 7200175801 おでん処　いけだ 669-5261 朝来市和田山町枚田779番地 飲食店営業(4)その他 一般 池田 富士子 但馬(朝健)第101-101 令和2年2月6日 令和8年2月28日 令和2年2月6日
000028 7200175856 tea room kotori 679-3322 朝来市生野町奥銀谷1513 菓子製造業 一般 加藤 菜穂子 但馬(朝健)第103-19 令和2年2月7日 令和8年2月28日 令和2年2月7日
000028 7200175974 生野高原カントリークラブ 679-3331 朝来市生野町栃原1784-29 796792335 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 生野高原開発株式会社 代表取締役 谷口 守男 679-3331 兵庫県朝来市生野町栃原1784番地の29 796792335 但馬(朝健)第101-111 令和2年2月19日 令和8年2月28日 令和2年2月19日
000028 7200175993 公立八鹿病院西玄関自販機コーナー 667-0021 養父市八鹿町八鹿1878-1 796625555 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-41 令和2年2月19日 令和7年2月28日 令和2年2月19日
000028 7200175994 奥建材(株)奥香の湯自販機コーナー 669-5213 朝来市和田山町玉置1087-1 796721126 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-42 令和2年2月19日 令和7年2月28日 令和2年2月19日
000028 7200176157 中華料理　喜多郎 669-5264 朝来市和田山町加都字宮ノ下1627-1 796706886 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 KM株式会社 代表取締役 丹羽 宝敏 395-1100 長野県下伊那郡喬木村1254番地3 265334993 但馬(朝健)第101-115 令和2年2月28日 令和8年2月28日 令和2年2月28日
000028 7200176212 ゆば甚　有限会社松田甚兵衛商店 667-0114 養父市小城597 796640258 菓子製造業 一般 有限会社　松田甚兵衛商店 代表取締役 松田 正司 667-0114 兵庫県養父市小城597 796640258 但馬(朝健)第103-20 令和2年3月6日 令和8年5月31日 令和2年3月6日
000028 7200176235 右衛門五郎 669-5134 朝来市山東町迫間825-1 796707888 めん類製造業 一般 岡田 隆二 但馬(朝健)第131-1 令和2年3月9日 令和8年5月31日 令和2年3月9日
000028 7200176566 道の駅やぶ 667-0112 養父市養父市場1294-77 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ロッカン 代表取締役 福富 英人 153-0065 東京都目黒区中町一丁目１番１号 364510643 但馬(朝健)第101-119 令和2年3月31日 令和8年5月31日 令和2年3月31日
000028 7200176567 道の駅やぶ 667-0112 養父市養父市場1294-77 菓子製造業 一般 株式会社ロッカン 代表取締役 福富 英人 153-0065 東京都目黒区中町一丁目１番１号 364510643 但馬(朝健)第103-21 令和2年3月31日 令和8年5月31日 令和2年3月31日
000028 7200176583 町家Café　伍右衛門 669-5201 朝来市和田山町和田山239 飲食店営業(4)その他 一般 宗像 毅 但馬(朝健)第101-1 令和2年4月2日 令和8年5月31日 令和2年4月2日
000028 7200176619 有限会社宿院正雄商店 667-0131 養父市上野165-28 796641775 そうざい製造業 一般 有限会社宿院正雄商店 代表取締役 宿院 正一 669-6564 兵庫県美方郡香美町香住区下浜666 796360601 但馬(朝健)第132-1 令和2年4月7日 令和8年5月31日 令和2年4月7日
000028 7200176620 有限会社宿院正雄商店 667-0131 養父市上野165-28 796641775 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 有限会社宿院正雄商店 代表取締役 宿院 正一 669-6564 兵庫県美方郡香美町香住区下浜666 796360601 但馬(朝健)第117-1 令和2年4月7日 令和8年5月31日 令和2年4月7日
000028 7200176691 やくの麺業株式会社 669-5132 朝来市山東町溝黒421 796762130 菓子製造業 一般 やくの麺業株式会社 代表取締役 山縣 直樹 669-5132 兵庫県朝来市山東町溝黒421 796762130 但馬(朝健)第103-2 令和2年4月16日 令和8年5月31日 令和2年4月16日
000028 7200176729 にぎり十兵衛 669-5261 朝来市和田山町枚田618番地 796689411 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社エムズライン 代表取締役 毛利 有宏 669-5261 兵庫県朝来市和田山町枚田618番地 796689411 但馬(朝健)第101-9 令和2年4月21日 令和8年5月31日 令和2年4月21日
000028 7200176781 カフェ・ド・マンマ（Cafe de Manma） 667-0043 養父市八鹿町高柳259-1 796620008 菓子製造業 一般 中村 脩 但馬(朝健)第103-4 令和2年4月23日 令和8年5月31日 令和2年4月23日
000028 7200177033 ミニフレッシュ和田山宮田店 669-5242 朝来市和田山町宮田969 796703125 喫茶店営業 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(朝健)第102-5 令和2年5月21日 令和8年5月31日 令和2年5月21日
000028 7200177082 笑福 667-0022 養父市八鹿町下網場348-1　幸栄ビル1F 796668767 飲食店営業(4)その他 一般 南光 祐人 但馬(朝健)第101-23 令和2年5月21日 令和8年5月31日 令和2年5月21日
000028 7200177092 冨士発條　第３工場　新棟休憩室 669-5143 朝来市山東町柿坪83-8 796762266 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-6 令和2年5月21日 令和7年5月31日 令和2年5月21日
000028 7200177123 イタリア食堂　バンビーノプラス 669-5202 朝来市和田山町東谷438-1 796701001 菓子製造業 一般 杉内 一也 但馬(朝健)第103-5 令和2年5月25日 令和8年5月31日 令和2年5月25日
000028 7200177184 美方ファーム　カットセンター 669-5231 朝来市和田山町林垣268-1 食肉処理業 一般 美方ファーム株式会社 代表取締役 村上 宣人 667-1314 兵庫県美方郡香美町村岡区萩山178番地の2 796981522 但馬(朝健)第111-1 令和2年5月29日 令和8年5月31日 令和2年5月29日
000028 7200177259 サンダイフク 667-1124 養父市丹戸909番地 796678737 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社サンダイフク 代表取締役 一ノ本 博彦 667-1124 兵庫県養父市丹戸909番地 796678737 但馬(朝健)第101-25 令和2年6月10日 令和8年8月31日 令和2年6月10日
000028 7200177292 ことぶき 669-5152 朝来市山東町楽音寺154 796762192 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 吉田 俊博 但馬(朝健)第101-26 令和2年6月10日 令和8年8月31日 令和2年6月10日
000028 7200177459 さかじ 679-3411 朝来市澤629 飲食店営業(4)その他 一般 山本 惠子 但馬(朝健)第101-28 令和2年6月26日 令和8年8月31日 令和2年6月26日
000028 7200177692 かつ善 669-5214 朝来市和田山町桑原25-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 細見 坦司 但馬(朝健)第101-31 令和2年7月20日 令和8年8月31日 令和2年7月20日
000028 7200177891 クーラクー 669-5213 朝来市和田山町玉置507-12 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉山 百々子 但馬(朝健)第101-42 令和2年8月7日 令和8年8月31日 令和2年8月7日
000028 7200178035 ホテルエリアワン和田山 669-5213 朝来市和田山町玉置767 796721333 飲食店営業(3)旅館 一般 エリアワンエンタープライズ株式会社 代表取締役 岡 新之助 541-0059 大阪府大阪市中央区博労町一丁目2番1号 662617001 但馬(朝健)第101-46 令和2年8月25日 令和8年8月31日 令和2年8月25日
000028 7200178051 株式会社関西互助サービス  メモリアルホール　紫雲閣 669-5241 朝来市和田山町土田596-6 796725002 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-8 令和2年8月25日 令和7年8月31日 令和2年8月25日
000028 7200178151 スナック　ハーフムーン 669-5268 朝来市和田山町立ノ原56-2 796721911 飲食店営業(4)その他 一般 森本 さおり 但馬(朝健)第101-47 令和2年9月3日 令和8年11月30日 令和2年9月3日
000028 7200178183 株式会社　ほくぶ 669-5243 朝来市和田山町高田22 796732325 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社ほくぶ 代表取締役 下村 和茂 669-5243 兵庫県朝来市和田山町高田22 796732325 但馬(朝健)第117-3 令和2年9月8日 令和8年11月30日 令和2年9月8日
000028 7200178184 YUMEDAMA 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 田中 勇気 但馬(朝健)第101-48 令和2年9月8日 令和7年11月30日 令和2年9月8日
000028 7200178185 YUMEDAMA 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 田中 勇気 但馬(朝健)第103-10 令和2年9月8日 令和7年11月30日 令和2年9月8日
000028 7200178250 Devin 667-0135 養父市船谷423 アイスクリーム類製造業 一般 北本 滉希 但馬(朝健)第105-4 令和2年9月15日 令和8年11月30日 令和2年9月15日
000028 7200178251 Devin 667-0135 養父市船谷423 菓子製造業 一般 北本 滉希 但馬(朝健)第103-11 令和2年9月15日 令和8年11月30日 令和2年9月15日
000028 7200178352 ping pong cafe 667-0041 養父市八鹿町八木2095 796623256 飲食店営業(4)その他 一般 松田 裕子 但馬(朝健)第101-51 令和2年9月29日 令和8年11月30日 令和2年9月29日
000028 7200178404 株式会社マルサ製菓 679-3422 朝来市石田1185番地 796771602 菓子製造業 一般 株式会社マルサ製菓 代表取締役 佐賀 正明 679-3422 兵庫県朝来市石田1185番地 796771602 但馬(朝健)第103-12 令和2年9月30日 令和8年11月30日 令和2年9月30日
000028 7200178458 そらしーど 679-3341 朝来市生野町黒川472 菓子製造業 一般 西村 知亜 但馬(朝健)第103-13 令和2年10月12日 令和7年11月30日 令和2年10月12日
000028 7200178512 ミニフレッシュ生野店 679-3301 朝来市生野町口銀谷317-67 796794572 喫茶店営業 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(朝健)第102-9 令和2年10月6日 令和8年11月30日 令和2年10月6日
000028 7200178531 カフェ　くまつぎ 667-1125 養父市奈良尾241番地 796678007 飲食店営業(4)その他 一般 津谷 喜代春 但馬(朝健)第101-57 令和2年10月20日 令和8年11月30日 令和2年10月20日
000028 7200178700 ローソン生野インター店 679-3301 朝来市生野町口銀谷2254 796792220 飲食店営業(4)その他 一般 後藤 眞知子 但馬(朝健)第101-63 令和2年10月30日 令和8年11月30日 令和2年10月30日
000028 7200178710 伸和青果食品株式会社 669-5262 朝来市和田山町市御堂98番地の1 796722977 魚介類販売業 一般 伸和青果食品株式会社 代表取締役 細見 勝 669-5262 兵庫県朝来市和田山町市御堂98番地の1 796722977 但馬(朝健)第114-12 令和2年10月30日 令和8年11月30日 令和2年10月30日
000028 7200178810 田治米合名会社 669-5103 朝来市山東町矢名瀬町545番地 796762033 清涼飲料水製造業 一般 田治米合名会社 代表社員 田治米 博貴 669-5103 兵庫県朝来市山東町矢名瀬町545番地 796762033 但馬(朝健)第119-1 令和2年11月5日 令和8年11月30日 令和2年11月5日
000028 7200178880 カフェ　スパロー 679-3301 朝来市生野町口銀谷758-1、759-1 飲食店営業(4)その他 一般 清水 信次 但馬(朝健)第101-67 令和2年11月16日 令和8年11月30日 令和2年11月16日
000028 7200179134 フライングフォックス 667-1128 養父市別宮字大平1604 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社東鉢 代表取締役 岡 一治 667-1128 兵庫県養父市別宮284番地 796678201 但馬(朝健)第101-69 令和2年12月8日 令和9年2月28日 令和2年12月8日
000028 7200179142 坪井農園 669-5141 朝来市山東町三保616-1 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 坪井 良尚 但馬(朝健)第117-4 令和2年12月10日 令和9年2月28日 令和2年12月10日
000028 7200179202 和田山ホテル 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 796723737 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社　八万屋 代表取締役 福井 美樹男 667-0113 兵庫県養父市薮崎150番地 796650301 但馬(朝健)第101-70 令和2年12月17日 令和8年2月28日 令和2年12月17日
000028 7200179257 但馬楽座 667-0131 養父市上野299番地 796641000 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社やぶ温泉 代表取締役 東元 眞一 667-0131 兵庫県養父市上野299番地 796641000 但馬(朝健)第101-71 令和2年12月24日 令和9年2月28日 令和2年12月24日
000028 7200179259 道の駅但馬楽座　ヤマザキショップ 667-0131 養父市上野299番地 796641000 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社やぶ温泉 代表取締役 東元 眞一 667-0131 兵庫県養父市上野299番地 796641000 但馬(朝健)第105-5 令和2年12月24日 令和8年2月28日 令和2年12月24日
000028 7200179261 道の駅但馬楽座　ヤマザキショップ 667-0131 養父市上野299番地 796641000 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社やぶ温泉 代表取締役 東元 眞一 667-0131 兵庫県養父市上野299番地 796641000 但馬(朝健)第101-72 令和2年12月24日 令和9年2月28日 令和2年12月24日
000028 7200179263 道の駅但馬楽座　ヤマザキショップ 667-0131 養父市上野299番地 796641000 魚介類販売業 一般 株式会社やぶ温泉 代表取締役 東元 眞一 667-0131 兵庫県養父市上野299番地 796641000 但馬(朝健)第114-13 令和2年12月24日 令和9年2月28日 令和2年12月24日
000028 7200179267 そらしーど 679-3341 朝来市生野町黒川472 飲食店営業(4)その他 一般 西村 知亜 但馬(朝健)第101-73 令和2年12月24日 令和9年2月28日 令和2年12月24日
000028 7200179426 カナール 679-3433 朝来市岩津186 796781716 飲食店営業(4)その他 一般 鴨谷 香 但馬(朝健)第101-74 令和3年1月18日 令和9年2月28日 令和3年1月18日
000028 7200179427 カナール 679-3433 朝来市岩津186 796781716 菓子製造業 一般 鴨谷 香 但馬(朝健)第103-15 令和3年1月18日 令和9年2月28日 令和3年1月18日
000028 7200179431 こうちゃんちとルージュ 669-5241 朝来市和田山町土田629-9　土田PSビル101号 796726033 飲食店営業(4)その他 一般 衣川 浩二 但馬(朝健)第101-77 令和3年1月21日 令和9年2月28日 令和3年1月21日
000028 7200179534 スナックみえこ 669-5241 朝来市和田山町土田629-9　土田PSビル102号 796721284 飲食店営業(4)その他 一般 川本 美江子 但馬(朝健)第101-78 令和3年1月27日 令和9年2月28日 令和3年1月27日
000028 7200179664 高中そば処 667-0121 養父市奥米地604-2 796650364 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 安達 良一 但馬(朝健)第101-92 令和3年2月10日 令和9年2月28日 令和3年2月10日
000028 7200179665 高中そば処 667-0121 養父市奥米地604-2 796650364 めん類製造業 一般 安達 良一 但馬(朝健)第131-2 令和3年2月10日 令和9年2月28日 令和3年2月10日
000028 7200179666 高中そば処 667-0121 養父市奥米地604-2 796650364 菓子製造業 一般 安達 良一 但馬(朝健)第103-16 令和3年2月10日 令和9年2月28日 令和3年2月10日



000028 7200179736 (株)上杉輸送機製作所 667-0112 養父市養父市場1059 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-14 令和3年2月18日 令和8年2月28日 令和3年2月18日
000028 7200179750 公立八鹿病院　老人保健施設  4F人間ドック健康センター 667-0021 養父市八鹿町八鹿1878-1 796625555 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-13 令和3年2月18日 令和8年2月28日 令和3年2月18日
000028 7200179799 株式会社　佳長 669-5123 朝来市山東町一品２３１番地２、２５１番地１ 796765001 菓子製造業 一般 株式会社佳長 代表取締役 村田 博昭 669-5123 兵庫県朝来市山東町一品２３１番地２ 796765001 但馬(朝健)第103-17 令和3年2月22日 令和9年2月28日 令和3年2月22日
000028 7200179828 八鹿浅黄みそ加工所 667-0043 養父市八鹿町高柳1785-3 みそ製造業 一般 一般社団法人田舎暮らし倶楽部 代表理事 西垣 憲志 667-0043 兵庫県養父市八鹿町高柳259番地1 但馬(朝健)第125-3 令和3年2月25日 令和8年2月28日 令和3年2月25日
000028 7200179858 あさごふれ愛の郷あおぞら 679-3403 朝来市立脇3-1 796771606 菓子製造業 一般 社会福祉法人朝来市社会福祉協議会 理事長 伊藤 宣廣 679-3431 兵庫県朝来市新井73番地1 796772701 但馬(朝健)第103-18 令和3年2月25日 令和9年2月28日 令和3年2月25日
000028 7200179897 ドライブイン たたらぎ 679-3423 朝来市多々良木216番地 796781110 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 松田 あさみ 但馬(朝健)第101-96 令和3年2月26日 令和9年2月28日 令和3年2月26日
000028 7200179898 楽家盛 669-5202 朝来市和田山町東谷231-51 飲食店営業(4)その他 一般 中島 留里香 但馬(朝健)第101-97 令和3年2月26日 令和9年2月28日 令和3年2月26日
000028 7200179899 kakara oyatsu 669-5252 朝来市和田山町竹田365 飲食店営業(4)その他 一般 廣瀬 美佳 但馬(朝健)第101-98 令和3年2月26日 令和9年2月28日 令和3年2月26日
000028 7200179900 kakara oyatsu 669-5252 朝来市和田山町竹田365 菓子製造業 一般 廣瀬 美佳 但馬(朝健)第103-19 令和3年2月26日 令和9年2月28日 令和3年2月26日
000028 7200179901 竹田街道の駅 669-5262 朝来市和田山町市御堂12-3 796700515 喫茶店営業 自動販売機 株式会社コーシン 代表取締役 谷内 篤 921-8802 石川県野々市市押野2丁目216番地 762943700 但馬(朝健)第102-15 令和3年2月26日 令和8年2月28日 令和3年2月26日
000028 7200180048 からあげ正ちゃん 679-3422 朝来市石田456-1 796704010 飲食店営業(4)その他 露店 全但印刷工芸株式会社 代表取締役 宮谷 智彦 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿字沖田1308番地 796624165 但馬(朝健)第101-99 令和3年3月16日 令和8年5月31日 令和3年3月16日
000028 7200180067 朝来医療センター 669-5267 朝来市和田山町法興寺392 796723999 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 332873611 但馬(朝健)第101-100 令和3年3月16日 令和10年5月31日 令和3年3月16日
000028 7200180097 たけや 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 西村 博道 但馬(朝健)第101-101 令和3年3月19日 令和8年5月31日 令和3年3月19日
000028 7200180098 たけや 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 西村 博道 但馬(朝健)第103-20 令和3年3月19日 令和8年5月31日 令和3年3月19日
000028 7200180099 カフェ　スパロー 679-3301 朝来市生野町口銀谷758-1、759-1 796689020 菓子製造業 一般 清水 信次 但馬(朝健)第103-21 令和3年3月19日 令和9年5月31日 令和3年3月19日
000028 7200180175 やまもと農園 669-5143 朝来市山東町柿坪421 みそ製造業 一般 山本 真理子 但馬(朝健)第125-4 令和3年3月25日 令和8年5月31日 令和3年3月25日
000028 7200180176 カウンセリング八鹿 667-0021 養父市八鹿町八鹿848 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 稲葉 武大 但馬(朝健)第101-102 令和3年3月25日 令和8年5月31日 令和3年3月25日
000028 7200180193 スナック　ころちゃん 669-5215 朝来市和田山町枚田岡330-13-203 飲食店営業(4)その他 一般 板東 千秋 但馬(朝健)第101-103 令和3年3月25日 令和9年5月31日 令和3年3月25日
000028 7200180247 レストハウス「プレコグロス」 667-0315 養父市大屋町加保582 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 公益社団法人養父市シルバー人材センター 代表理事 久保田 文彦 667-0022 兵庫県養父市八鹿町下網場610番地5 796626093 但馬(朝健)第101-104 令和3年3月31日 令和9年5月31日 令和3年3月31日
000028 7200180290 KOMOREBI 669-5252 朝来市和田山町竹田201 796742838 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 﨑山 莉早 但馬(朝健)第101-105 令和3年3月31日 令和9年5月31日 令和3年3月31日
000028 7200180297 Liberty 669-5241 朝来市和田山町土田629-9　土田PSビル2F201 796721080 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 克美 但馬(朝健)第101-106 令和3年3月31日 令和9年5月31日 令和3年3月31日
000028 7200180400 emu 679-3431 朝来市新井128 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Beauty Collection 代表取締役 錦 直樹 650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目9－1　センタープラザ東館219号 但馬(朝健)第101-1 令和3年4月8日 令和9年5月31日 令和3年4月8日
000028 7200180401 emu 679-3431 朝来市新井128 菓子製造業 一般 株式会社Beauty Collection 代表取締役 錦 直樹 650-0021 兵庫県神戸市中央区三宮町1丁目9－1　センタープラザ東館219号 但馬(朝健)第103-1 令和3年4月8日 令和9年5月31日 令和3年4月8日
000028 7200180402 レストラン  マロニエ 679-3324 朝来市生野町小野33-5 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 全但バス株式会社 代表取締役 桐山 徹郎 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿113番地の1 796622134 但馬(朝健)第101-2 令和3年4月8日 令和9年5月31日 令和3年4月8日
000028 7200180428 町家カフェ　和ゆき 679-3324 朝来市生野町小野1758 796794659 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 飛彈 克也 但馬(朝健)第101-3 令和3年4月13日 令和9年5月31日 令和3年4月13日
000028 7200180569 そば処　伏見　さらしな 669-5261 朝来市和田山町枚田779 796668874 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 但馬(朝健)第101-12 令和3年4月23日 令和9年5月31日 令和3年4月23日
000028 7200180597 自由空間 669-5241 朝来市和田山町土田629-9　土田PSビル202 飲食店営業(4)その他 一般 西村 照司 但馬(朝健)第101-13 令和3年4月26日 令和9年5月31日 令和3年4月26日
000028 7200180604 養父市関宮農村交流ターミナル　合格の湯 667-1101 養父市三宅821 796635556 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 萩原 祥郎 但馬(朝健)第101-14 令和3年4月27日 令和9年5月31日 令和3年4月27日
000028 7200180644 旅館　古城 667-0131 養父市上野1060-2 796640246 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社ｆａｔマネジメント 代表取締役 石黒 博史 622-0056 京都府南丹市園部町埴生三反田31-1 757466033 但馬(朝健)第101-15 令和3年4月30日 令和9年5月31日 令和3年4月30日
000028 7200180826 杉の子さくら会 667-0053 養父市八鹿町小佐1440番地1 796623846 そうざい製造業 一般 森本 佐智子 但馬(朝健)第132-1 令和3年5月14日 令和9年5月31日 令和3年5月14日
000028 7200180846 佐藤食品流通株式会社 667-0142 養父市建屋583番地2養父市6次産業化支援センター203号 796660282 魚介類販売業 一般 佐藤食品流通株式会社 代表取締役 佐藤 光明 667-0142 兵庫県養父市建屋583番地2 796660282 但馬(朝健)第114-2 令和3年5月18日 令和9年5月31日 令和3年5月18日
000028 7200180847 佐藤食品流通株式会社 667-0142 養父市建屋583番地2養父市6次産業化支援センター203号 796660282 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 佐藤食品流通株式会社 代表取締役 佐藤 光明 667-0142 兵庫県養父市建屋583番地2 796660282 但馬(朝健)第117-1 令和3年5月18日 令和9年5月31日 令和3年5月18日
000028 7200180998 響 669-5215 朝来市和田山町枚田岡133-1 796723111 飲食店営業(4)その他 一般 西澤 佐和子 但馬(朝健)第101-26 令和3年5月28日 令和9年5月31日 令和3年5月28日
000028 7200181028 冨士発條(株)本社第2工場Ｄ棟軒下 669-5265 朝来市和田山町筒江165-3 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-1 令和3年5月26日 令和8年5月31日 令和3年5月26日
000028 7200181098 ハチ高原　THE PARK 667-1124 養父市丹戸字越中881番地1 796678001 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社MEリゾート但馬 代表取締役 一ノ本 智毅 667-1124 兵庫県養父市丹戸896番地2 796678001 但馬(朝健)第101-28 令和3年5月31日 令和9年5月31日 令和3年5月31日
000028 7200181117 大垣商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 大垣 和男 但馬(朝健)第101-30 令和3年6月9日 令和8年8月31日 令和3年6月9日
000028 7200181126 くまの森 669-5236 朝来市和田山町内海431 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 赤穂谷 知之 但馬(朝健)第101-29 令和3年5月31日 令和9年5月31日 令和3年5月31日
000028 7200181453 にしがき八鹿店 667-0021 養父市八鹿町八鹿1313 796620700 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社にしがき 代表取締役 西垣 俊平 629-2501 京都府京丹後市大宮町口大野88 772680008 但馬(朝健)第101-31 令和3年6月23日 令和10年8月31日 令和3年6月23日
000028 7200181933 DENBAR 669-5253 朝来市和田山町久世田551-1 796741510 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田村 哲志 但馬(朝健)第101-32 令和3年7月19日 令和9年8月31日 令和3年7月19日
000028 7200182035 Con amore 椿 669-5215 朝来市和田山町枚田岡133-1 飲食店営業(4)その他 一般 佐藤 利津子 但馬(朝健)第101-35 令和3年7月28日 令和9年8月31日 令和3年7月28日
000028 7200182075 THE PERCH 153 679-3331 朝来市生野町栃原1784-153 796689885 飲食店営業(4)その他 一般 溝口 浩太郎 但馬(朝健)第101-36 令和3年7月28日 令和9年8月31日 令和3年7月28日
000028 7200182195 ミニストップ和田山桑原店 669-5214 朝来市和田山町桑原５２０－１ 796702466 飲食店営業(4)その他 一般 片岡 伸也 但馬(朝健)第但馬(朝健)第101-33 令和3年7月19日 令和10年8月31日 令和3年7月19日
000028 7200182196 ミニストップ和田山町枚田店 669-5261 朝来市和田山町枚田字ジョウノコシ769 飲食店営業(4)その他 一般 片岡 伸也 但馬(朝健)第但馬(朝健)第101-34 令和3年7月19日 令和10年8月31日 令和3年7月19日
000028 7200182297 Sticks coffee 669-5115 朝来市山東町金浦644-1 飲食店営業(4)その他 一般 南谷 雄大 但馬(朝健)第101-37 令和3年8月4日 令和9年8月31日 令和3年8月4日
000028 7200182307 但馬ブランドジビエ TAJIKA 669-5244 朝来市和田山町宮内344-2 食肉処理業 一般 北川 修平 但馬(朝健)第111-1 令和3年8月4日 令和9年8月31日 令和3年8月4日
000028 7200182319 羽渕精肉店 667-1105 養父市関宮２６６ 796672912 食肉販売業 一般 羽渕 俊博 但馬(朝健)第112-2 令和3年8月13日 令和10年8月31日 令和3年8月13日
000028 7200182320 ＰＥＡＫＳｃａｆｅ（ピークスカフェ） 667-1105 養父市関宮２６６ 796672912 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 羽渕 俊博 但馬(朝健)第101-38 令和3年8月13日 令和10年8月31日 令和3年8月13日
000028 7200182322 西村屋 667-1126 養父市福定字家ノ前52-1 796678228 飲食店営業(3)旅館 一般 西村 公子 但馬(朝健)第101-39 令和3年8月13日 令和9年8月31日 令和3年8月13日
000028 7200182328 炭火焼　祐 669-5104 朝来市山東町末歳６７８－１ 796765150 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 尾﨑 恵 但馬(朝健)第101-41 令和3年8月13日 令和9年8月31日 令和3年8月13日
000028 7200182356 ほたるまつり 667-0121 養父市奥米地内 796650588 飲食店営業(4)その他 露店80L 村崎 定男 但馬(朝健)第101-42 令和3年8月13日 令和8年8月31日 令和3年8月13日
000028 7200182395 大徳醤油第二工場 667-0102 養父市十二所832-2 796634008 水産製品製造業 一般 大徳醤油株式会社 代表取締役 浄慶 拓志 667-0102 兵庫県養父市十二所930-3 796634008 但馬(朝健)第116-1 令和3年8月10日 令和10年8月31日 令和3年8月10日
000028 7200182401 わはは牧場 があぶう 667-0321 養父市大屋町蔵垣393 796691434 食肉製品製造業 一般 上垣 康成 但馬(朝健)第113-1 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 7200182437 サンファーム株式会社 667-0011 養父市八鹿町浅間1460番地 796628090 食肉処理業 一般 サンファーム株式会社 代表取締役 山本 昌実 667-0011 兵庫県養父市八鹿町浅間1460番地 796628090 但馬(朝健)第111-2 令和3年8月13日 令和9年8月31日 令和3年8月13日
000028 7200182442 道の駅ようか但馬蔵 667-0043 養父市八鹿町高柳241-1 796623200 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 アシタ日和山株式会社 西松 伸二 669-6122 兵庫県豊岡市瀬戸1090 796623200 但馬(朝健)第101-40 令和3年8月13日 令和9年8月31日 令和3年8月13日
000028 7200182443 道の駅ようか但馬蔵 667-0043 養父市八鹿町高柳241-1 796623200 魚介類販売業 一般 アシタ日和山株式会社 西松 伸二 669-6122 兵庫県豊岡市瀬戸1090 796623200 但馬(朝健)第114-4 令和3年8月13日 令和9年8月31日 令和3年8月13日
000028 7200182467 コーヒーショップマキ 669-5241 朝来市和田山町土田611ｰ2 796724923 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 能見 義行 但馬(朝健)第101-43 令和3年8月17日 令和9年8月31日 令和3年8月17日
000028 7200182468 レストハウス天滝 667-0322 養父市大屋町筏９３０ 796691849 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社レストランみずばしょう 代表取締役 中尾 貴幸 667-0315 兵庫県養父市大屋町加保６３７－１ 796691588 但馬(朝健)第101-44 令和3年8月17日 令和9年8月31日 令和3年8月17日
000028 7200182469 レストハウス天滝 667-0322 養父市大屋町筏９３０ 796691849 菓子製造業 一般 有限会社レストランみずばしょう 代表取締役 中尾 貴幸 667-0315 兵庫県養父市大屋町加保６３７－１ 796691588 但馬(朝健)第103-6 令和3年8月17日 令和9年8月31日 令和3年8月17日
000028 7200182470 ロイヤルハジメ 667-1128 養父市別宮字大町田1185 796678705 飲食店営業(3)旅館 一般 岡 一治 但馬(朝健)第101-45 令和3年8月17日 令和10年8月31日 令和3年8月17日
000028 7200182471 アンティーク喫茶おもしろや 669-5241 朝来市和田山町土田588-1 796723115 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西岡 ゑみ子 但馬(朝健)第101-47 令和3年8月17日 令和9年8月31日 令和3年8月17日
000028 7200182473 土筆 667-0021 養父市八鹿町八鹿1063-19 796626987 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 村上 英明 但馬(朝健)第101-49 令和3年8月17日 令和9年8月31日 令和3年8月17日
000028 7200182476 此の友酒造株式会社 669-5103 朝来市山東町矢名瀬町508番地 796763035 飲食店営業(4)その他 一般 此の友酒造株式会社 代表取締役 木村 祥三 669-5103 兵庫県朝来市山東町矢名瀬町508番地 796763035 但馬(朝健)第101-46 令和3年8月17日 令和9年8月31日 令和3年8月17日
000028 7200182494 Ｈｏｌｌｙ（ホリー） 669-5131 朝来市山東町柊木４２０－１ 796762112 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 白山 まゆみ 但馬(朝健)第101-50 令和3年8月24日 令和9年8月31日 令和3年8月24日
000028 7200182525 かすみや 669-5201 朝来市和田山町和田山２３７ 796668740 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西島 暁美 但馬(朝健)第101-51 令和3年8月24日 令和9年8月31日 令和3年8月24日
000028 7200182528 黒川養魚場 679-3341 朝来市生野町黒川98-2､3、106 796794356 魚介類販売業 一般 上田 浩 但馬(朝健)第114-5 令和3年8月24日 令和9年8月31日 令和3年8月24日
000028 7200182578 播磨屋本店　生野本店 679-3302 朝来市生野町円山30番地 796794565 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社播磨屋本店 代表取締役 阿野 拓夫 679-3302 兵庫県朝来市生野町円山30番地 796794565 但馬(朝健)第101-52 令和3年8月25日 令和9年8月31日 令和3年8月25日
000028 7200182612 芒種（ぼうしゅ） 679-3301 朝来市生野町口銀谷600 796792299 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松本 康一郎 但馬(朝健)第101-53 令和3年8月24日 令和9年8月31日 令和3年8月24日
000028 7200182641 草谷山荘 667-1125 養父市奈良尾130 796678502 飲食店営業(3)旅館 一般 藤原 睦幸 但馬(朝健)第101-54 令和3年8月27日 令和9年8月31日 令和3年8月27日
000028 7200182677 焼肉　ろくめい 667-0021 養父市八鹿町八鹿1632 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 廣瀬 洋二 但馬(朝健)第101-56 令和3年8月27日 令和9年8月31日 令和3年8月27日
000028 7200182678 おかんの家 679-3301 朝来市生野町口銀谷1887 796792393 菓子製造業 一般 三浦 美代子 但馬(朝健)第103-7 令和3年8月27日 令和9年8月31日 令和3年8月27日
000028 7200182692 フレッシュあさご　自販機コーナー 679-3433 朝来市岩津96 796704120 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-2 令和3年8月27日 令和9年8月31日 令和3年8月27日
000028 7200182693 道の駅　但馬のまほろばNO1 669-5153 朝来市山東町大月92-6 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-3 令和3年8月27日 令和9年8月31日 令和3年8月27日
000028 7200182740 やくの麺業 669-5132 朝来市山東町溝黒279 796762130 麺類製造業 一般 やくの麺業株式会社 代表取締役 山縣 直樹 669-5132 兵庫県朝来市山東町溝黒421 796762130 但馬(朝健)第131-1 令和3年8月31日 令和9年8月31日 令和3年8月31日
000028 7200182761 生野まちづくり工房「井筒屋」 679-3301 朝来市生野町口銀谷640 796794448 菓子製造業 一般 中井 裕子 但馬(朝健)第103-8 令和3年8月31日 令和9年8月31日 令和3年8月31日
000028 7200182762 居酒屋ぐう 669-5201 朝来市和田山町和田山４２－１ 796724568 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 基善 但馬(朝健)第101-58 令和3年8月31日 令和9年8月31日 令和3年8月31日
000028 7200183380 さぬきうどん工房　草庵 667-0021 養父市八鹿町八鹿1853-3 796627101 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 米本 謄人 但馬(朝健)第101-60 令和3年9月30日 令和9年11月30日 令和3年9月30日
000028 7200183381 さぬきうどん工房　草庵 667-0021 養父市八鹿町八鹿1853-3 796627101 麺類製造業 一般 米本 謄人 但馬(朝健)第131-2 令和3年9月30日 令和9年11月30日 令和3年9月30日
000028 7200183400 Cafe＆Sweets Buzz 667-0041 養父市八鹿町八木2479番地3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 池田 泰洋 但馬(朝健)第101-61 令和3年9月30日 令和9年11月30日 令和3年9月30日
000028 7200183405 株式会社谷常製菓 667-0021 養父市八鹿町八鹿1500 796622261 菓子製造業 一般 株式会社谷常製菓 代表取締役 谷 孝之輔 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿1500 796622261 但馬(朝健)第103-10 令和3年9月29日 令和9年11月30日 令和3年9月29日
000028 7200183747 有斐軒 669-5201 朝来市和田山町和田山31番地 796722059 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社有斐軒 代表取締役 安井 みゆき 669-5201 兵庫県朝来市和田山町和田山31番地 796722059 但馬(朝健)第101-62 令和3年10月8日 令和9年11月30日 令和3年10月8日
000028 7200183790 藤岡 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 796722843 飲食店営業(4)その他 露店40L 藤岡 一男 但馬(朝健)第101-63 令和3年10月8日 令和8年11月30日 令和3年10月8日
000028 7200183797 藤岡 669-5241 朝来市和田山町土田981 796722843 菓子製造業 一般 藤岡 一男 但馬(朝健)第103-11 令和3年10月8日 令和9年11月30日 令和3年10月8日
000028 7200183988 Dharma（魂留待・ダルマ） 669-5255 朝来市和田山町殿260 796740281 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小林 一七夫 但馬(朝健)第101-64 令和3年10月19日 令和9年11月30日 令和3年10月19日
000028 7200183989 たけむら 679-3341 朝来市生野町黒川391-2 796793724 菓子製造業 一般 竹村 由雄 但馬(朝健)第103-12 令和3年10月19日 令和9年11月30日 令和3年10月19日
000028 7200184171 栃原ゆうみいｸﾞﾙｰﾌﾟ 000-0000 朝来市内（生野町、朝来町、山東町） 飲食店営業(4)その他 露店40L 木下 三千雄 但馬(朝健)第101-66 令和3年10月25日 令和8年11月30日 令和3年10月25日
000028 7200184172 ムムの森 669-5220 朝来市和田山町白井1294 796702240 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中野 恵 但馬(朝健)第101-65 令和3年10月25日 令和9年11月30日 令和3年10月25日
000028 7200184173 ミニフレッシュ生野店 679-3301 朝来市生野町口銀谷317-67 796794572 魚介類販売業 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0063 兵庫県豊岡市正法寺１０５番地 796230333 但馬(朝健)第114-6 令和3年10月25日 令和9年11月30日 令和3年10月25日
000028 7200184307 hatch coffee 667-0021 養父市八鹿町八鹿712 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松田 晃宏 但馬(朝健)第101-67 令和3年10月27日 令和9年11月30日 令和3年10月27日
000028 7200184308 はるみ 667-1105 養父市関宮277 796672612 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前田 松代 但馬(朝健)第101-68 令和3年10月27日 令和9年11月30日 令和3年10月27日
000028 7200184309 カタシマ本店 667-0131 養父市上野1156－1 796640351 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 カタシマ株式会社 代表取締役 廣氏 良致 667-0114 兵庫県養父市小城568 796642457 但馬(朝健)第101-69 令和3年10月27日 令和10年11月30日 令和3年10月27日
000028 7200184328 遊食家  喜綱 669-5253 朝来市和田山町久世田179-3 796740399 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 坂下 早百合 但馬(朝健)第101-70 令和3年10月27日 令和9年11月30日 令和3年10月27日
000028 7200184353 スナック　杉 669-5203 朝来市和田山町寺谷690-3 796724987 飲食店営業(4)その他 一般 杉野 記代子 但馬(朝健)第101-71 令和3年10月28日 令和9年11月30日 令和3年10月28日
000028 7200184606 グリーンホテルやまなみ 667-1127 養父市大久保字横角1579-2 796677121 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社ヒュッテやまなみ 代表取締役 田渕 広次 667-1124 兵庫県養父市丹戸109番地 796677121 但馬(朝健)第101-72 令和3年11月5日 令和9年11月30日 令和3年11月5日
000028 7200184607 堂本商店 667-1105 養父市関宮745-1 796672039 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 田村 典雄 但馬(朝健)第101-73 令和3年11月5日 令和9年11月30日 令和3年11月5日
000028 7200184609 スナック光子 669-5202 朝来市和田山町東谷213-46 飲食店営業(4)その他 一般 太郎丸 光子 但馬(朝健)第101-74 令和3年11月5日 令和9年11月30日 令和3年11月5日
000028 7200184734 Ｍｒ．　Ｍａｓａ　ＣＯＦＦＥＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店40L 安達 耕三 但馬(朝健)第101-75 令和3年11月11日 令和8年11月30日 令和3年11月11日
000028 7200184768 NIPPONIA　大屋大杉　養蚕集落 667-0314 養父市大屋町大杉１０５５ 796691650 飲食店営業(3)旅館 一般 一般社団法人ノオト 代表理事 西川 清花 669-2361 兵庫県丹波篠山市丸山42番地 678788983 但馬(朝健)第101-76 令和3年11月11日 令和9年11月30日 令和3年11月11日
000028 7200185001 食堂　旅路 667-0022 養父市八鹿町下網場３４１－１ 796622958 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森本 一茂 但馬(朝健)第101-77 令和3年11月24日 令和9年11月30日 令和3年11月24日
000028 7200185078 海鮮せんべい但馬 669-5262 朝来市和田山町市御堂19-2 796726767 飲食店営業（5）簡易な営業 一般 田口食品株式会社 代表取締役 田口 晴喜 678-0003 兵庫県相生市陸東汐見塚10-5 791225515 但馬(朝健)第101-78 令和3年11月24日 令和9年11月30日 令和3年11月24日
000028 7200185189 あいんず 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 藤本 真希 但馬(朝健)第101-79 令和3年11月24日 令和8年11月30日 令和3年11月24日
000028 7200185330 冨貴 667-0131 養父市上野字北峠165-31 796640981 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社冨貴 代表取締役 小山 早昌 669-5264 兵庫県朝来市和田山町加都134 796640981 但馬(朝健)第101-80 令和3年11月24日 令和9年11月30日 令和3年11月24日
000028 7200185386 やまもと農園 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 山本 真理子 但馬(朝健)第101-81 令和3年11月25日 令和8年11月30日 令和3年11月25日
000028 7200185387 魚ヶ滝荘 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 796794334 飲食店営業(4)その他 露店80L 秋山 浩之 但馬(朝健)第101-82 令和3年11月25日 令和8年11月30日 令和3年11月25日
000028 7200185390 ㈲こめやストアーヤナセ店 669-5104 朝来市山東町末歳650 796764189 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社こめやストアー 代表取締役 習田 純平 669-5132 兵庫県朝来市山東町末歳650番地 796764189 但馬(朝健)第101-83 令和3年11月25日 令和9年11月30日 令和3年11月25日
000028 7200185391 ㈲こめやストアーヤナセ店 669-5104 朝来市山東町末歳650 796764189 食肉販売業 一般 有限会社こめやストアー 代表取締役 習田 純平 669-5132 兵庫県朝来市山東町末歳650番地 796764189 但馬(朝健)第112-3 令和3年11月25日 令和9年11月30日 令和3年11月25日
000028 7200185392 ㈲こめやストアーヤナセ店 669-5104 朝来市山東町末歳650 796764189 魚介類販売業 一般 有限会社こめやストアー 代表取締役 習田 純平 669-5132 兵庫県朝来市山東町末歳650番地 796764189 但馬(朝健)第114-7 令和3年11月25日 令和9年11月30日 令和3年11月25日
000028 7200185616 道の駅ようか但馬蔵　トイレ側 667-0043 養父市八鹿町高柳241-1 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-4 令和3年11月30日 令和9年11月30日 令和3年11月30日
000028 7200185617 天空酒場　和みの与一 669-5241 朝来市和田山町土田３３９－５ 796722601 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社オフィスヒュート 代表取締役 達川 寿志 620-0947 京都府福知山市旭が丘７７ 773236387 但馬(朝健)第101-84 令和3年11月30日 令和9年11月30日 令和3年11月30日
000028 7200185757 あったかプラザ茶房やっさ 669-5252 朝来市和田山町竹田208-2 796742606 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人神戸聖隷福祉事業団 理事長 水野 雄二 654-0142 兵庫県神戸市須磨区友が丘1-1 787927555 但馬(朝健)第101-87 令和3年11月30日 令和9年11月30日 令和3年11月30日
000028 7200185760 株式会社多田スミス 669-5263 朝来市和田山町久留引84-10 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-5 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 7200185827 来夢 679-3424 朝来市立野694-6 796770037 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中田 せい子 但馬(朝健)第101-85 令和3年11月30日 令和9年11月30日 令和3年11月30日
000028 7200185828 喫茶リュウセイドー桑原店 669-5214 朝来市和田山町桑原80 796735120 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 隆盛堂製菓株式会社 代表取締役 沖田 和城 669-5245 兵庫県朝来市和田山町法道寺61-5 796732360 但馬(朝健)第101-88 令和3年11月30日 令和9年11月30日 令和3年11月30日



000028 7200185830 隆盛堂製菓株式会社 669-5245 朝来市和田山町法道寺61-5 796732360 菓子製造業 一般 隆盛堂製菓株式会社 代表取締役 沖田 和城 669-5245 兵庫県朝来市和田山町法道寺61-5 796732360 但馬(朝健)第103-13 令和3年11月30日 令和9年11月30日 令和3年11月30日
000028 7200185982 まつだ 669-5203 朝来市和田山町寺谷690-9 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松田 岳人 但馬(朝健)第101-89 令和3年12月9日 令和10年2月29日 令和3年12月9日
000028 7200186201 株式会社　ヒノマル　但馬支店　配送センター 667-0003 養父市八鹿町宿南2315 796633302 食肉処理業 一般 株式会社ヒノマル 代表取締役 田村 隆博 612-8235 京都府京都市伏見区横大路下三栖里ノ内124-4 756017700 但馬(朝健)第111-3 令和3年12月3日 令和10年2月29日 令和3年12月3日
000028 7200186202 株式会社　ヒノマル　但馬支店　配送センター 667-0003 養父市八鹿町宿南2315 796633302 食肉販売業 一般 株式会社ヒノマル 代表取締役 田村 隆博 612-8235 京都府京都市伏見区横大路下三栖里ノ内124-4 756017700 但馬(朝健)第112-4 令和3年12月3日 令和10年2月29日 令和3年12月3日
000028 7200186441 クラインガルデン伊由の郷　クラブハウス 679-3412 朝来市山内字山田垣373 796781125 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人Lazo 理事長 佐藤 久美子 669-5252 兵庫県朝来市和田山町竹田2488番地 但馬(朝健)第101-90 令和3年12月16日 令和10年2月29日 令和3年12月16日
000028 7200186471 SHINING.K 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 小西 重喜 但馬(朝健)第101-91 令和3年12月17日 令和9年2月28日 令和3年12月17日
000028 7200186642 能座満月もち 667-0142 養父市建屋463番地1 796660227 密封包装食品製造業 一般 株式会社Amnak 代表取締役 藤田 彰 667-0143 兵庫県養父市能座100番地 796660227 但馬(朝健)第171-1 令和3年12月27日 令和10年2月29日 令和3年12月27日
000028 7200186719 やまびこ山荘 679-3341 朝来市生野町黒川505 796792908 食肉処理業 一般 奥藤 勝 但馬(朝健)第111-4 令和3年12月27日 令和10年2月29日 令和3年12月27日
000028 7200186904 ローソン和田山インター店 669-5262 朝来市和田山町市御堂25-1 飲食店営業(4)その他 一般 佐藤 一路 但馬(朝健)第101-92 令和4年1月12日 令和10年2月29日 令和4年1月12日
000028 7200186948 味源　朝来店 669-5214 朝来市和田山町桑原26-1 796703786 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鴻源福合同会社 業務執行社員 張 柱 669-5214 兵庫県朝来市和田山町桑原26-1 但馬(朝健)第101-93 令和4年1月17日 令和11年2月28日 令和4年1月17日
000028 7200186977 はつひ 667-1125 養父市奈良尾144-1 796678324 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長村 初 但馬(朝健)第101-94 令和4年1月18日 令和10年2月29日 令和4年1月18日
000028 7200186990 道の駅　フレッシュあさご　下り 679-3433 朝来市岩津96 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-6 令和4年1月19日 令和10年2月29日 令和4年1月19日
000028 7200186991 ホテル 谷常 667-1124 養父市丹戸字西横角909 796678316 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社谷常 代表取締役 一ノ本 正 667-1124 兵庫県養父市丹戸190-2 796678316 但馬(朝健)第101-95 令和4年1月20日 令和11年2月28日 令和4年1月20日
000028 7200186993 リゾートロッヂ山水館 667-1124 養父市丹戸字西横角909 796677007 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社ヤングリー山水 代表取締役 一ノ本 茂 667-1124 兵庫県養父市丹戸909 796677007 但馬(朝健)第101-96 令和4年1月20日 令和11年2月28日 令和4年1月20日
000028 7200187011 やねや 667-1125 養父市奈良尾200 796678327 飲食店営業(3)旅館 一般 藤原 光子 但馬(朝健)第101-97 令和4年1月20日 令和10年2月29日 令和4年1月20日
000028 7200187020 あさぎり荘 667-1127 養父市大久保425 796678119 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社アサヒロッジ 代表取締役 田中 昇壽 667-1127 兵庫県養父市大久保425 796678119 但馬(朝健)第101-98 令和4年1月20日 令和10年2月29日 令和4年1月20日
000028 7200187146 生野高原カッセル 679-3331 朝来市生野町栃原1784-302 796794288 そうざい製造業 一般 株式会社タクミナ 代表取締役 山田 信彦 541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町2丁目2番14号 662083971 但馬(朝健)第132-4 令和4年1月28日 令和10年2月29日 令和4年1月28日
000028 7200187168 清和荘 667-1128 養父市別宮462-1 796678419 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社　岡商店 代表取締役 岡 清勝 667-1128 兵庫県養父市別宮287 796677033 但馬(朝健)第101-100 令和4年1月28日 令和10年2月29日 令和4年1月28日
000028 7200187169 プラトーこのはな 667-1124 養父市丹戸909-1 796677111 飲食店営業(3)旅館 一般 木の花観光株式会社 代表取締役 田渕 國光 667-1124 兵庫県養父市丹戸909-1 796677111 但馬(朝健)第101-101 令和4年1月28日 令和10年2月29日 令和4年1月28日
000028 7200187217 ハチ高原 THE PARK  KITCHEN CAFE 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 796678001 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社MEリゾート但馬 代表取締役 一ノ本 智毅 667-1124 兵庫県養父市丹戸896番地の2 796678001 但馬(朝健)第101-102 令和4年2月2日 令和9年2月28日 令和4年2月2日
000028 7200187235 特別養護老人ホーム　いくの喜楽苑 679-3323 朝来市生野町竹原野240 796793011 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内二丁目７番３号 332873611 但馬(朝健)第101-103 令和4年2月3日 令和11年2月28日 令和4年2月3日
000028 7200187269 ミニストップ八鹿大森店 667-0021 養父市八鹿町八鹿174-1 796620755 飲食店営業(4)その他 一般 片岡 伸也 但馬(朝健)第101-104 令和4年2月3日 令和10年2月29日 令和4年2月3日
000028 7200187305 中村屋 667-0021 養父市八鹿町八鹿1048-5 796622064 そうざい製造業 一般 中村 傑 但馬(朝健)第132-5 令和4年2月10日 令和10年2月29日 令和4年2月10日
000028 7200187322 有限会社但馬フーズラボ 669-5264 朝来市和田山町加都1313 796740384 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社但馬フーズラボ 代表取締役 田村 吉丈 669-5264 兵庫県朝来市和田山町加都1313番地 796740384 但馬(朝健)第101-105 令和4年2月10日 令和11年2月28日 令和4年2月10日
000028 7200187324 スナック　ありす 667-0021 養父市八鹿町八鹿1853番地3 飲食店営業(4)その他 一般 西田 亮一 但馬(朝健)第101-106 令和4年2月10日 令和10年2月29日 令和4年2月10日
000028 7200187361 ゆば甚　有限会社松田甚兵衛商店 667-0114 養父市小城597 796640258 豆腐製造業 一般 有限会社　松田甚兵衛商店 代表取締役 松田 正司 667-0114 兵庫県養父市小城597 796640258 但馬(朝健)第129-1 令和4年2月10日 令和10年2月29日 令和4年2月10日
000028 7200187373 一心和田山店 669-5243 朝来市和田山町高田字田辺縄手18 796724916 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 足立 勲 但馬(朝健)第101-107 令和4年2月10日 令和10年2月29日 令和4年2月10日
000028 7200187378 谷中屋 667-1124 養父市丹戸字家の脇67 796678524 飲食店営業(3)旅館 一般 角野 守 但馬(朝健)第101-108 令和4年2月10日 令和10年2月29日 令和4年2月10日
000028 7200187443 ファミリーマート和田山林垣店 669-5231 朝来市和田山町林垣227-1 796726301 飲食店営業(4)その他 一般 伸和青果食品株式会社 代表取締役 細見 勝 669-5262 兵庫県朝来市和田山町市御堂98-1 796722977 但馬(朝健)第101-109 令和4年2月16日 令和10年2月29日 令和4年2月16日
000028 7200187494 T's Room 669-5251 朝来市和田山町栄町19-2 796740076 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 梅谷 友美 但馬(朝健)第101-110 令和4年2月24日 令和10年2月29日 令和4年2月24日
000028 7200187505 翠山荘 667-1128 養父市別宮字アレタ290ｰ1 796678420 飲食店営業(3)旅館 一般 西谷 弘之 但馬(朝健)第101-111 令和4年2月24日 令和10年2月29日 令和4年2月24日
000028 7200187523 冨士発條株式会社本社工場カップ作業棟 669-5265 朝来市和田山町筒江165-51 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-7 令和4年2月24日 令和10年2月29日 令和4年2月24日
000028 7200187530 スナック　Ｉ 669-5104 朝来市山東町末歳729-2 796763309 飲食店営業(4)その他 一般 尾﨑 恵 但馬(朝健)第101-112 令和4年2月25日 令和10年2月29日 令和4年2月25日
000028 7200187556 アサヒロッジ 667-1127 養父市大久保字横角1582-1 796677231 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社アサヒロッジ 代表取締役 田中 昇壽 667-1127 兵庫県養父市大久保425 796677231 但馬(朝健)第101-113 令和4年2月28日 令和10年2月29日 令和4年2月28日
000028 7200187557 横井商店 669-5253 朝来市和田山町久世田175 796740269 食肉処理業 一般 横井 武行 但馬(朝健)第111-5 令和4年2月28日 令和10年2月29日 令和4年2月28日
000028 7200187558 横井商店 669-5253 朝来市和田山町久世田175 796740269 食肉販売業 一般 横井 武行 但馬(朝健)第112-5 令和4年2月28日 令和10年2月29日 令和4年2月28日
000028 7200187559 よろづや商店 669-5243 朝来市和田山町高田190 796732041 魚介類販売業 一般 中島 統一郎 但馬(朝健)第114-8 令和4年2月28日 令和10年2月29日 令和4年2月28日
000028 7200187565 喫茶飛鳥 667-0044 養父市八鹿町国木129-2 796622498 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小林 清明 但馬(朝健)第101-114 令和4年2月28日 令和10年2月29日 令和4年2月28日
000028 7200187566 （有）内山いちごの国 667-0145 養父市長野1297 796660309 菓子製造業 一般 有限会社内山いちごの国 取締役 荒木 奈見 667-0145 兵庫県養父市長野1297 796660309 但馬(朝健)第103-14 令和4年2月28日 令和10年2月29日 令和4年2月28日
000028 7200187582 Hotel IKUE 667-0021 養父市八鹿町八鹿1258-1 796622234 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社 Hotel IKUE 代表取締役 西内 督謹 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿1258-1 796622234 但馬(朝健)第101-115 令和4年2月28日 令和10年2月29日 令和4年2月28日
000028 7200187614 わはは牧場 667-0321 養父市大屋町蔵垣393 796691434 食肉処理業 一般 上垣 康成 但馬(朝健)第111-6 令和4年2月28日 令和10年2月29日 令和4年2月28日
000028 7200187615 わはは牧場 667-0321 養父市大屋町蔵垣393 796691434 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上垣 康成 但馬(朝健)第101-116 令和4年2月28日 令和10年2月29日 令和4年2月28日
000028 7200187783 焼肉　ろくめい 667-0021 養父市八鹿町八鹿1632 796689929 食肉販売業 一般 廣瀬 洋二 但馬(朝健)第112-6 令和4年3月10日 令和10年5月31日 令和4年3月10日
000028 7200187909 喫茶「バンビ」 669-5125 朝来市山東町粟鹿870-1 796762720 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中島 義明 但馬(朝健)第101-117 令和4年3月17日 令和10年5月31日 令和4年3月17日
000028 7200188082 分散ギャラリー　おおすぎ 667-0314 養父市大屋町大杉1074 796692000 飲食店営業(4)その他 一般 河邊 喜代美 但馬(朝健)第101-118 令和4年3月24日 令和10年5月31日 令和4年3月24日
000028 7200188356 Devin 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 北本 滉希 但馬(朝健)第101-1 令和4年4月8日 令和9年5月31日 令和4年4月8日
000028 7200188357 夜鳴き　てんかむてき 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 長島 皇貴 但馬(朝健)第101-2 令和4年4月8日 令和9年5月31日 令和4年4月8日
000028 7200188435 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 長島 潤弥 但馬(朝健)第101-5 令和4年4月13日 令和9年5月31日 令和4年4月13日
000028 7200188446 寿限無　いけだ 669-5252 朝来市和田山町竹田261-1 796742910 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 池田 富士子 但馬(朝健)第101-4 令和4年4月13日 令和10年5月31日 令和4年4月13日
000028 7200188470 BBQ LEAF 679-3331 朝来市生野町栃原1784-162 796689885 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 溝口 浩太郎 但馬(朝健)第101-3 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 7200188528 ふれあい屋台おくがなや 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 加藤 貴之 但馬(朝健)第101-6 令和4年4月20日 令和9年5月31日 令和4年4月20日
000028 7200188570 はさまじフォレストパーク 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 石黒 博史 但馬(朝健)第101-10 令和4年4月22日 令和9年5月31日 令和4年4月22日
000028 7200188585 Ameiro 669-5221 朝来市和田山町秋葉台1-13 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石橋 進 但馬(朝健)第101-11 令和4年4月22日 令和10年5月31日 令和4年4月22日
000028 7200188645 さくらうさぎ 679-3301 朝来市生野町口銀谷599-3 796793378 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤本 万由美 但馬(朝健)第101-14 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 7200188646 グランドシェフ 669-5215 朝来市和田山町枚田岡330-3 796703117 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 グランドシェフ株式会社 代表取締役 細見 茂 669-5245 兵庫県朝来市和田山町法道寺609 796732478 但馬(朝健)第101-7 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 7200188647 魚三商店 669-5103 朝来市山東町矢名瀬町526 796762030 魚介類販売業 一般 大橋 完治 但馬(朝健)第114-1 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 7200188648 魚三商店 669-5103 朝来市山東町矢名瀬町526 796762030 飲食店営業(4)その他 一般 大橋 完治 但馬(朝健)第101-8 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 7200188649 スナック　京 669-5215 朝来市和田山町枚田岡上中野212-1 796723323 飲食店営業(4)その他 一般 谷口 郷子 但馬(朝健)第101-9 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 7200188650 山小屋 679-3453 朝来市佐嚢66-119 796689224 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大久保 智子 但馬(朝健)第101-12 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 7200188651 お箸紫 667-0043 養父市八鹿町高柳250-2 796601991 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 堂垣 旭 但馬(朝健)第101-13 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 7200188689 やくの麺業株式会社 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L やくの麺業株式会社 代表取締役 山縣 直樹 669-5132 兵庫県朝来市山東町溝黒421 796762130 但馬(朝健)第101-15 令和4年4月27日 令和9年5月31日 令和4年4月27日
000028 7200188829 BONPAIN　VentCielMer 669-5242 朝来市和田山町宮田247-1 796702560 菓子製造業 一般 小谷 正明 但馬(朝健)第103-1 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 7200188831 大衆食堂　たる 669-5261 朝来市和田山町枚田907-1 796724878 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　樽 取締役 正垣 貴宏 669-5261 兵庫県朝来市和田山町枚田907-1 796724878 但馬(朝健)第101-17 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 7200188833 黒川自然公園センター 679-3341 朝来市生野町黒川507 796793330 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 奥藤 司 但馬(朝健)第101-18 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 7200188836 竹田城下まち　朱々 669-5252 朝来市和田山町竹田字中町西側264-1 796706710 飲食店営業(3)旅館 一般 特定非営利活動法人Lazo 理事長 佐藤 久美子 669-5252 兵庫県朝来市和田山町竹田2488番地 796706710 但馬(朝健)第101-19 令和4年5月9日 令和10年5月31日 令和4年5月9日
000028 7200188861 株式会社Amnak 667-0142 養父市建屋463番地1 796660227 漬物製造業 一般 株式会社Amnak 代表取締役 藤田 彰 667-0143 兵庫県養父市能座100番地 796660227 但馬(朝健)第124-1 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 7200188895 蔵垣かいこの里の会 667-0321 養父市大屋町蔵垣246-2 796691580 そうざい製造業 一般 熊本 有沙 但馬(朝健)第132-1 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 7200188896 蔵垣かいこの里の会 667-0321 養父市大屋町蔵垣246-2 796691580 菓子製造業 一般 熊本 有沙 但馬(朝健)第103-2 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 7200188897 蔵垣かいこの里の会 667-0321 養父市大屋町蔵垣246-2 796691580 密封包装食品製造業 一般 熊本 有沙 但馬(朝健)第126-1 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 7200188898 蔵垣かいこの里の会 667-0321 養父市大屋町蔵垣246-2 796691580 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 熊本 有沙 但馬(朝健)第101-20 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 7200188927 株式会社旭運送　和田山プロモーションセンター 669-5245 朝来市和田山町法道寺83番地の1 796732300 食品の小分け業 一般 株式会社旭運送 代表取締役 上田 英代 669-5245 兵庫県朝来市和田山町法道寺27番地の1 796732300 但馬(朝健)第127-1 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 7200188928 RISTORANTE 福伊 667-0145 養父市長野240-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福伊 仁志 但馬(朝健)第101-21 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 7200188939 ローソン朝来多々良木店 679-3423 朝来市多々良木217-1 796780269 飲食店営業(4)その他 一般 中川 裕彰 但馬(朝健)第101-22 令和4年5月18日 令和11年5月31日 令和4年5月18日
000028 7200188949 お好み焼　さなえ 679-3301 朝来市生野町口銀谷1975 796793968 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 野崎 早苗 但馬(朝健)第101-23 令和4年5月16日 令和10年5月31日 令和4年5月16日
000028 7200188982 ランチ＆バル　ガイ 669-5252 朝来市和田山町竹田字中町西側264-1 796706157 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小谷 治 但馬(朝健)第101-24 令和4年5月18日 令和10年5月31日 令和4年5月18日
000028 7200189028 株式会社　ほくぶ 669-5244 朝来市和田山町宮内343 796732306 食肉処理業 一般 株式会社ほくぶ 代表取締役 下村 和茂 669-5243 兵庫県朝来市和田山町高田22 796732325 但馬(朝健)第111-1 令和4年5月25日 令和10年5月31日 令和4年5月25日
000028 7200189039 カラオケ喫茶　希望 667-0113 養父市薮崎1062 796641588 飲食店営業(4)その他 一般 福山 一二三 但馬(朝健)第101-25 令和4年5月25日 令和11年5月31日 令和4年5月25日
000028 7200189111 ギャラリーカフェ紗蔵 669-5125 朝来市山東町粟鹿1313-1 796707250 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社リンクス 代表取締役 岡 武司 669-5125 兵庫県朝来市山東町粟鹿1313-1 796707250 但馬(朝健)第101-26 令和4年5月26日 令和10年5月31日 令和4年5月26日
000028 7200189113 藤原醤油醸造工場 667-0041 養父市八鹿町八木2001 796622464 みそ又はしょうゆ製造業 一般 藤原 英彦 但馬(朝健)第125-1 令和4年5月26日 令和10年5月31日 令和4年5月26日
000028 7200189119 ムジカノート粟鹿 669-5125 朝来市山東町粟鹿字馬場1008，1011-3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 雄一 但馬(朝健)第101-28 令和4年5月26日 令和10年5月31日 令和4年5月26日
000028 7200189121 はっかく亭　和田山店 669-5213 朝来市和田山町玉置字中井田859-2,860-2,3 796700066 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社八額亭 代表取締役 足立 香弓 629-1304 京都府福知山市夜久野町額田1324 773370014 但馬(朝健)第101-27 令和4年5月26日 令和10年5月31日 令和4年5月26日
000028 7200189149 やくの麺業株式会社 669-5132 朝来市山東町溝黒421 796762130 麺類製造業 一般 やくの麺業株式会社 代表取締役 山縣 直樹 669-5132 兵庫県朝来市山東町溝黒421 796762130 但馬(朝健)第131-1 令和4年5月27日 令和10年5月31日 令和4年5月27日
000028 7200189175 DR food service 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 石原 堅固 但馬(朝健)第101-30 令和4年5月27日 令和9年5月31日 令和4年5月27日
000028 7200189186 マンマの加工室 669-5253 朝来市和田山町久世田257 796741327 菓子製造業 一般 髙本 幸枝 但馬(朝健)第103-3 令和4年5月27日 令和10年5月31日 令和4年5月27日
000028 7200189187 マンマの加工室 669-5253 朝来市和田山町久世田257 796741327 そうざい製造業 一般 髙本 幸枝 但馬(朝健)第132-2 令和4年5月27日 令和10年5月31日 令和4年5月27日
000028 7200189188 あしたば 669-5255 朝来市和田山町殿159-1 796742993 漬物製造業 一般 藤岡 とき子 但馬(朝健)第124-2 令和4年5月27日 令和10年5月31日 令和4年5月27日
000028 7200189191 奥銀谷地域自治協議会ふれあい喫茶だんらん 679-3321 朝来市生野町新町1185 796794131 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 増子 善昭 但馬(朝健)第101-29 令和4年5月31日 令和10年5月31日 令和4年5月31日
000028 7200189192 奥銀谷地域自治協議会ふれあい喫茶だんらん 679-3321 朝来市生野町新町1185 796794131 菓子製造業 一般 増子 善昭 但馬(朝健)第103-4 令和4年5月31日 令和10年5月31日 令和4年5月31日
000028 7200189193 マルシェ 667-0003 養父市八鹿町宿南2370番地7 796625912 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社マルシェ 代表取締役 習田 圭祐 667-0003 兵庫県養父市八鹿町宿南2370番地7 796625912 但馬(朝健)第101-31 令和4年5月31日 令和10年5月31日 令和4年5月31日
000028 7200189194 マルシェ 667-0003 養父市八鹿町宿南2370番地7 796625912 菓子製造業 一般 株式会社マルシェ 代表取締役 習田 圭祐 667-0003 兵庫県養父市八鹿町宿南2370番地7 796625912 但馬(朝健)第103-5 令和4年5月31日 令和10年5月31日 令和4年5月31日
000028 7200189195 味創館 669-5201 朝来市和田山町和田山30番地 そうざい製造業 一般 㔟溜 勲 但馬(朝健)第132-3 令和4年5月31日 令和10年5月31日 令和4年5月31日
000028 7200189201 JAたじま野菜流通センター倉庫 667-0115 養父市上箇47-7旧養父牛乳加工所 796641129 冷凍食品製造業 一般 たじま農業協同組合 代表理事 太田垣 哲夫 668-0051 兵庫県豊岡市九日市上町550－1 796246602 但馬(朝健)第117-1 令和4年5月31日 令和10年5月31日 令和4年5月31日
000028 7200189288 café はなびより 667-0101 養父市広谷250　養父公民館内 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 竹藤 千恵 但馬(朝健)第101-32 令和4年6月6日 令和10年8月31日 令和4年6月6日
000028 7200189294 常来園 669-5241 朝来市和田山町土田420-1 796689133 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 趙 崇符 但馬(朝健)第101-33 令和4年6月3日 令和10年8月31日 令和4年6月3日
000028 7200189325 BOSS 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 合同会社リライフ 代表社員 山本 崇之 669-5262 兵庫県朝来市和田山町市御堂143 但馬(朝健)第101-34 令和4年6月9日 令和9年8月31日 令和4年6月9日
000028 7200189547 冨士発條(株)第二工場 669-5265 朝来市和田山町筒江165-3 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25番24号 665359024 但馬(朝健)第102-1 令和4年6月24日 令和10年8月31日 令和4年6月24日
000028 7200189644 わさビーフのヤマヨシ　直売所 679-3421 朝来市伊由市場569-2 796781213 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山芳製菓株式会社 代表取締役 山崎 光博 174-0071 東京都板橋区常盤台一丁目52番3号 359943311 但馬(朝健)第101-35 令和4年6月30日 令和11年8月31日 令和4年6月30日
000028 7200189684 畑のおやど 679-3423 朝来市多々良木1277 飲食店営業(3)旅館 一般 北垣 敏明 但馬(朝健)第101-36 令和4年7月5日 令和10年8月31日 令和4年7月5日
000028 7200189743 光冨士G 667-0103 養父市浅野256番地 796640752 漬物製造業 一般 橋本 光江 但馬(朝健)第124-3 令和4年7月8日 令和10年8月31日 令和4年7月8日
000028 7200189854 口銀谷銀山町ミュージアムセンター 679-3301 朝来市生野町口銀谷619-2 796705006 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 但馬(朝健)第101-38 令和4年7月20日 令和10年8月31日 令和4年7月20日
000028 7200189855 口銀谷銀山町ミュージアムセンター 679-3301 朝来市生野町口銀谷619-2 796705006 菓子製造業 一般 但馬(朝健)第103-6 令和4年7月20日 令和10年8月31日 令和4年7月20日
000028 7200189867 マルワ渡辺水産　八鹿店 667-0021 養父市八鹿町八鹿1313 796655058 魚介類販売業 一般 株式会社マルワ渡辺水産 代表取締役 渡辺 隆一 669-6701 兵庫県美方郡新温泉町芦屋365番地 796825000 但馬(朝健)第114-2 令和4年7月20日 令和11年8月31日 令和4年7月20日
000028 7200189919 Ｐａｎｃａ 679-3301 朝来市生野町口銀谷2028 796792607 菓子製造業 一般 金森 裕美 但馬(朝健)第103-7 令和4年7月22日 令和10年8月31日 令和4年7月22日
000028 7200189924 みやま荘 667-1127 養父市大久保字横角1595 796677131 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社みやま荘 代表取締役 濱 靖典 667-1127 兵庫県養父市大久保1595 796623575 但馬(朝健)第101-39 令和4年7月22日 令和11年8月31日 令和4年7月22日
000028 7200189928 スナック ABiVE 669-5203 朝来市和田山町寺谷684-8 796668820 飲食店営業(4)その他 一般 藤本 真希 但馬(朝健)第101-41 令和4年7月22日 令和10年8月31日 令和4年7月22日
000028 7200189929 ベリッタ 667-0012 養父市八鹿町伊佐61-1 796668389 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Tetsuya 代表取締役 上村 哲也 667-0012 兵庫県養父市八鹿町伊佐61-1 796668389 但馬(朝健)第101-42 令和4年7月20日 令和10年8月31日 令和4年7月20日
000028 7200189930 ベリッタ 667-0012 養父市八鹿町伊佐61-1 796668389 食肉販売業 一般 株式会社Tetsuya 代表取締役 上村 哲也 667-0012 兵庫県養父市八鹿町伊佐61-1 796668389 但馬(朝健)第112-1 令和4年7月20日 令和10年8月31日 令和4年7月20日
000028 7200189931 ベリッタ 667-0012 養父市八鹿町伊佐61-1 796668389 そうざい製造業 一般 株式会社Tetsuya 代表取締役 上村 哲也 667-0012 兵庫県養父市八鹿町伊佐61-1 796668389 但馬(朝健)第132-4 令和4年7月20日 令和10年8月31日 令和4年7月20日
000028 7200190066 snackbar R 669-5215 朝来市和田山町枚田岡330-13 関ビル103号室 796721567 飲食店営業(4)その他 一般 西谷 愛 但馬(朝健)第101-43 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日
000028 7200190082 御食事＆喫茶  花 679-3301 朝来市生野町口銀谷801 796793299 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 花桐 数美 但馬(朝健)第101-44 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日
000028 7200190111 中村屋 667-0021 養父市八鹿町八鹿1048-5 796622064 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 中村 傑 但馬(朝健)第101-45 令和4年8月4日 令和10年8月31日 令和4年8月4日
000028 7200190112 山下商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 山下 芳江 但馬(朝健)第101-46 令和4年8月4日 令和9年8月31日 令和4年8月4日



000028 7200190166 イオンリテール（株）　イオン和田山店 669-5215 朝来市和田山町枚田岡774 796702600 菓子製造業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432126500 但馬(朝健)第103-8 令和4年8月9日 令和10年8月31日 令和4年8月9日
000028 7200190167 堂本商店 667-1105 養父市関宮745-1 796672039 魚介類販売業 一般 田村 典雄 但馬(朝健)第114-3 令和4年8月9日 令和10年8月31日 令和4年8月9日
000028 7200190184 加工ｸﾞﾙｰﾌﾟ　みずきの里 667-1101 養父市三宅821 796635366 そうざい製造業 一般 川見 明美 但馬(朝健)第132-5 令和4年8月9日 令和10年8月31日 令和4年8月9日
000028 7200190185 加工ｸﾞﾙｰﾌﾟ　みずきの里 667-1101 養父市三宅821 796635366 みそ又はしょうゆ製造業 一般 川見 明美 但馬(朝健)第125-3 令和4年8月9日 令和10年8月31日 令和4年8月9日
000028 7200190186 加工ｸﾞﾙｰﾌﾟ　みずきの里 667-1101 養父市三宅821 796635366 菓子製造業 一般 川見 明美 但馬(朝健)第103-9 令和4年8月9日 令和10年8月31日 令和4年8月9日
000028 7200190187 屋台　ニシカラ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 西山 達志 但馬(朝健)第101-47 令和4年8月9日 令和9年8月31日 令和4年8月9日
000028 7200190188 ペーパームーン 669-5153 朝来市山東町大月433-1 796765066 飲食店営業(4)その他 一般 浅香 マス代 但馬(朝健)第101-48 令和4年8月9日 令和10年8月31日 令和4年8月9日
000028 7200190203 ちどり 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 山口 沙夕美 但馬(朝健)第101-49 令和4年8月9日 令和9年8月31日 令和4年8月9日
000028 7200190208 幸鮨 667-1101 養父市三宅字耳堂697-8 796673057 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西尾 進 但馬(朝健)第101-50 令和4年8月10日 令和10年8月31日 令和4年8月10日
000028 7200190209 服部商店 667-0111 養父市大薮390-1 796650815 魚介類販売業 一般 服部 美智代 但馬(朝健)第114-4 令和4年8月10日 令和10年8月31日 令和4年8月10日
000028 7200190240 加工ｸﾞﾙｰﾌﾟ　みずきの里 667-1101 養父市三宅821 796635366 漬物製造業 一般 川見 明美 但馬(朝健)第124-4 令和4年8月9日 令和10年8月31日 令和4年8月9日
000028 7200190241 喫茶　湖畔 669-5200 朝来市生野町上生野字渕上 796792852 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社銀谷観光 代表取締役 秋山 浩之 679-3321 兵庫県朝来市生野町新町1146 796794334 但馬(朝健)第101-51 令和4年8月15日 令和9年8月31日 令和4年8月15日
000028 7200190304 たこみち 669-5152 朝来市山東町楽音寺155 796762427 そうざい製造業 一般 小山 美智子 但馬(朝健)第132-6 令和4年8月19日 令和10年8月31日 令和4年8月19日
000028 7200190319 そらしーど 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 西村 知亜 但馬(朝健)第101-52 令和4年8月19日 令和9年8月31日 令和4年8月19日
000028 7200190374 梶原商店 669-5132 朝来市山東町溝黒188 796707034 漬物製造業 一般 梶原 留美子 但馬(朝健)第124-5 令和4年8月26日 令和10年8月31日 令和4年8月26日
000028 7200190433 工房たんぽぽ 667-0053 養父市八鹿町小佐1439-1 796627778 みそ又はしょうゆ製造業 一般 森 桃代 但馬(朝健)第125-4 令和4年8月26日 令和9年8月31日 令和4年8月26日
000028 7200190434 工房たんぽぽ 667-0053 養父市八鹿町小佐1439-1 796627778 そうざい製造業 一般 森 桃代 但馬(朝健)第132-7 令和4年8月26日 令和9年8月31日 令和4年8月26日
000028 7200190442 ｖｉｎｃａ 669-5227 朝来市和田山町東和田４８６－２ 冷凍食品製造業 一般 夜久 友輔 但馬(朝健)第117-2 令和4年8月29日 令和9年8月31日 令和4年8月29日
000028 7200190454 ビジネスホテル　てつや 669-5203 朝来市和田山町寺谷690-8 796723335 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社アサゴ 代表取締役 岡田 和之 669-5267 兵庫県朝来市和田山町法興寺51-1 796725814 但馬(朝健)第101-53 令和4年8月31日 令和10年8月31日 令和4年8月31日
000028 7200190541 交流喫茶「ふらり」 669-5152 朝来市山東町楽音寺95番地 796764701 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩村 年隆 但馬(朝健)第101-56 令和4年9月8日 令和10年11月30日 令和4年9月8日
000028 7200190550 スナック　ベティ 669-5102 朝来市山東町大垣30 飲食店営業(4)その他 一般 藤本 まゆみ 但馬(朝健)第101-54 令和4年8月31日 令和10年8月31日 令和4年8月31日
000028 7200190551 手打うどん一心竹田店 669-5252 朝来市和田山町竹田1523-1 796740086 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 足立 善左衛門 但馬(朝健)第101-55 令和4年8月31日 令和10年8月31日 令和4年8月31日
000028 7200190552 もやいの里特産物加工所 669-5135 朝来市山東町森字極楽108 796762748 菓子製造業 一般 衣川 久代 但馬(朝健)第103-11 令和4年8月31日 令和10年8月31日 令和4年8月31日
000028 7200190561 淡路島バーガー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社テルッツォ 代表取締役 西田 光彦 665-0022 兵庫県宝塚市野上一丁目１番８号 797740234 但馬(朝健)第101-57 令和4年9月8日 令和9年11月30日 令和4年9月8日
000028 7200190605 杏々 667-0021 養父市八鹿町八鹿236-2 796623100 飲食店営業(4)その他 一般 甲良 寿美子 但馬(朝健)第101-58 令和4年9月9日 令和10年11月30日 令和4年9月9日
000028 7200190618 福寿堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 中西 伸也 但馬(朝健)第101-59 令和4年9月9日 令和9年11月30日 令和4年9月9日
000028 7200190633 兵庫県立生野高等学校 679-3311 朝来市生野町真弓４３２－１ 796793123 菓子製造業 一般 兵庫県立生野高等学校 校長 藤原 良光 679-3311 兵庫県朝来市生野町真弓４３２－１ 796793123 但馬(朝健)第103-12 令和4年9月13日 令和10年11月30日 令和4年9月13日
000028 7200190696 KOMOREBI 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 﨑山 莉早 但馬(朝健)第101-60 令和4年9月15日 令和9年11月30日 令和4年9月15日
000028 7200190715 麺屋　天下無敵 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 長島 皇貴 但馬(朝健)第101-61 令和4年9月22日 令和9年11月30日 令和4年9月22日
000028 7200190735 Ｄｕｔｙ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 田畑 直禎 但馬(朝健)第101-63 令和4年9月22日 令和9年11月30日 令和4年9月22日
000028 7200190760 麺屋　天下無敵　八木総本店 667-0041 養父市八鹿町八木537-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長島 里菜 但馬(朝健)第101-62 令和4年9月22日 令和10年11月30日 令和4年9月22日
000028 7200190766 アルカンシェール東鉢伏 667-1128 養父市別宮字中ゼン343-1 796677223 飲食店営業(3)旅館 一般 大林 武久 但馬(朝健)第101-64 令和4年9月28日 令和10年11月30日 令和4年9月28日
000028 7200190785 菓子工房ルーエプラス 667-0102 養父市十二所31 796602018 菓子製造業 一般 前田 真樹 但馬(朝健)第103-13 令和4年9月27日 令和10年11月30日 令和4年9月27日
000028 7200190804 Cafe＆Sweets Buzz 667-0041 養父市八鹿町八木2479番地3 菓子製造業 一般 池田 泰洋 但馬(朝健)第103-14 令和4年9月27日 令和10年11月30日 令和4年9月27日
000028 7200190805 わとくカフェ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 兵庫県立和田山特別支援学校 校長 村井 和幸 669-5252 兵庫県朝来市和田山町竹田1987-1 796740214 但馬(朝健)第101-65 令和4年9月27日 令和9年11月30日 令和4年9月27日
000028 7200190895 Mai Sunshine 669-5213 朝来市和田山町玉置1125-3 飲食店営業(4)その他 一般 丸尾 メリアン 但馬(朝健)第101-66 令和4年9月29日 令和10年11月30日 令和4年9月29日
000028 7200191103 ジュース＆ドーナツ　だんだん 667-0021 養父市八鹿町八鹿1219-11 796603446 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人がっせぇアート 理事長 茨木 やよい 667-0032 兵庫県養父市八鹿町小山356番地29 796627390 但馬(朝健)第101-67 令和4年10月14日 令和10年11月30日 令和4年10月14日
000028 7200191104 ジュース＆ドーナツ　だんだん 667-0021 養父市八鹿町八鹿1219-11 796603446 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人がっせぇアート 理事長 茨木 やよい 667-0032 兵庫県養父市八鹿町小山356番地29 796627390 但馬(朝健)第103-15 令和4年10月14日 令和10年11月30日 令和4年10月14日
000028 7200191153 Cafe＆Sweets Buzz 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 池田 泰洋 但馬(朝健)第101-69 令和4年10月19日 令和9年11月30日 令和4年10月19日
000028 7200191154 レストラン　丹都 669-5203 朝来市和田山町寺谷714-4 796722276 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北村 眞一 但馬(朝健)第101-68 令和4年10月19日 令和10年11月30日 令和4年10月19日
000028 7200191194 パン工房　山の葉根 669-5238 朝来市和田山町朝日767-2 菓子製造業 一般 大森 げん 但馬(朝健)第103-16 令和4年10月19日 令和10年11月30日 令和4年10月19日
000028 7200191195 きむら鮮魚 669-5264 朝来市和田山町加都88-6 魚介類販売業 一般 木村 公一 但馬(朝健)第114-5 令和4年10月19日 令和10年11月30日 令和4年10月19日
000028 7200191196 きむら鮮魚 669-5264 朝来市和田山町加都88-6 そうざい製造業 一般 木村 公一 但馬(朝健)第132-8 令和4年10月19日 令和10年11月30日 令和4年10月19日
000028 7200191258 茶漬け屋 669-5252 朝来市和田山町竹田３６３番地旧木村酒造場ＥＮ内 飲食店営業(4)その他 一般 小畑 輝子 但馬(朝健)第101-72 令和4年10月26日 令和10年11月30日 令和4年10月26日
000028 7200191282 noburin & kumikumi world 669-5224 朝来市和田山町岡田333-2 796732561 漬物製造業 一般 山根 延幸 但馬(朝健)第124-6 令和4年10月26日 令和10年11月30日 令和4年10月26日
000028 7200191289 とよだのみたらしだんご 669-5103 朝来市山東町矢名瀬町891-1 796689180 飲食店営業(4)その他 一般 合同会社とよだのみたらしだんご 代表社員 奥 達雄 669-5103 兵庫県朝来市山東町矢名瀬町891-1 但馬(朝健)第101-71 令和4年10月27日 令和10年11月30日 令和4年10月27日
000028 7200191290 有限会社レストランみずばしょう 667-0315 養父市大屋町加保637-1 796691588 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社レストランみずばしょう 代表取締役 中尾 貴幸 667-0315 兵庫県養父市大屋町加保637-1 796691588 但馬(朝健)第101-70 令和4年10月27日 令和10年11月30日 令和4年10月27日
000028 7200191291 わはは牧場 667-0321 養父市大屋町蔵垣393 796691434 菓子製造業 一般 上垣 康成 但馬(朝健)第103-17 令和4年10月27日 令和10年11月30日 令和4年10月27日
000028 7200191334 ＮＯＵＥＮ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社ＮＯＵＥＮ 代表取締役 田中 正広 669-5262 兵庫県朝来市和田山町市御堂146-6 但馬(朝健)第101-74 令和4年10月31日 令和9年11月30日 令和4年10月31日
000028 7200191353 ビッグエコーイオン和田山店 669-5215 朝来市和田山町枚田岡774 796702200 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社兵庫第一興商 代表取締役 碇武 勝次 651-0088 兵庫県神戸市中央区小野柄通四丁目1番14号 782323666 但馬(朝健)第101-75 令和4年10月31日 令和11年11月30日 令和4年10月31日
000028 7200191354 有限会社　内山いちごの国 667-0145 養父市長野1297 796660309 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社内山いちごの国 取締役 荒木 奈見 667-0145 兵庫県養父市長野1297 796660309 但馬(朝健)第101-73 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 7200191362 スターゴールド 669-5142 朝来市山東町越田158-3 796762342 飲食店営業(4)その他 一般 小川 貴美枝 但馬(朝健)第101-76 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 7200191420 うどん処　但州庵 669-5262 朝来市和田山町市御堂字ワタシ19-1他 796701900 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 兵庫熔材株式会社 代表取締役 江草 長史 669-5261 兵庫県朝来市和田山町枚田244 796723404 但馬(朝健)第101-78 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 7200191421 せわたり 669-5252 朝来市和田山町竹田2488 796740101 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 瀬渡 千歩実 但馬(朝健)第101-77 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 7200191451 アルトス・ヴィレッジ 667-0435 養父市大屋町和田字栃山596 796680452 菓子製造業 一般 戸川 万恵 但馬(朝健)第103-18 令和4年10月31日 令和9年11月30日 令和4年10月31日
000028 7200191512 お箸紫 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 堂垣 旭 但馬(朝健)第101-82 令和4年11月11日 令和9年11月30日 令和4年11月11日
000028 7200191539 コンセルボ　和田山店 669-5203 朝来市和田山町寺谷720-4 796722176 飲食店営業(4)その他 一般 正垣 治代 但馬(朝健)第101-80 令和4年11月10日 令和10年11月30日 令和4年11月10日
000028 7200191540 コンセルボ　和田山店 669-5203 朝来市和田山町寺谷720-4 796722176 菓子製造業 一般 正垣 治代 但馬(朝健)第103-19 令和4年11月10日 令和10年11月30日 令和4年11月10日
000028 7200191541 ミニストップ和田山寺谷店 669-5203 朝来市和田山町寺谷340-1 796700560 飲食店営業(4)その他 一般 小田根 恵美 但馬(朝健)第101-79 令和4年11月10日 令和10年11月30日 令和4年11月10日
000028 7200191543 Link＋ 667-0022 養父市八鹿町下網場393-9 飲食店営業(4)その他 一般 佐谷 真理 但馬(朝健)第101-81 令和4年11月9日 令和10年11月30日 令和4年11月9日
000028 7200191576 株式会社宿院商店 667-0131 養父市上野168-57 796641484 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社宿院商店 代表取締役 守本 寛二 667-0131 兵庫県養父市上野168-57 796641484 但馬(朝健)第101-83 令和4年11月10日 令和10年11月30日 令和4年11月10日
000028 7200191577 株式会社宿院商店 667-0131 養父市上野168-57 796641484 水産製品製造業 一般 株式会社宿院商店 代表取締役 守本 寛二 667-0131 兵庫県養父市上野168-57 796641484 但馬(朝健)第116-1 令和4年11月10日 令和10年11月30日 令和4年11月10日
000028 7200191578 れすとらん　やの 667-0021 養父市八鹿町八鹿1454-2 796626512 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 矢野 泰三 但馬(朝健)第101-84 令和4年11月10日 令和10年11月30日 令和4年11月10日
000028 7200191630 Mr.Masa COFFEE 669-5103 朝来市山東町矢名瀬町917-1 796707166 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 安達 耕三 但馬(朝健)第101-86 令和4年11月16日 令和10年11月30日 令和4年11月16日
000028 7200191746 めん六や兵庫和田山店 669-5261 朝来市和田山町枚田字大川除583番地2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社日本ヒュウマップ 代表取締役 川野 創平 116-0013 東京都荒川区西日暮里5丁目15番7号 338028141 但馬(朝健)第101-89 令和4年11月21日 令和10年11月30日 令和4年11月21日
000028 7200191747 ぐらんま 669-5231 朝来市和田山町林垣1236 漬物製造業 一般 平田 真澄 但馬(朝健)第124-7 令和4年11月21日 令和10年11月30日 令和4年11月21日
000028 7200191749 山東カントリークラブ　レストラン事業部 669-5153 朝来市山東町大月1-1 796764155 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ビッグシーエフ 代表取締役 山本 輝義 669-5153 兵庫県朝来市山東町大月1676 796764155 但馬(朝健)第101-88 令和4年11月18日 令和10年11月30日 令和4年11月18日
000028 7200191750 ヤマメ料理うなわ 667-1119 養父市鵜縄418 796678659 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤盛 幸恵 但馬(朝健)第101-87 令和4年11月18日 令和10年11月30日 令和4年11月18日
000028 7200191761 ７１６ＫＩＴＣＨＥＮ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社ＣＡＬＡＲＳ 代表取締役 吉岡 武郎 620-0045 京都府福知山市駅前町346番地 773242822 但馬(朝健)第101-90 令和4年11月25日 令和9年11月30日 令和4年11月25日
000028 7200191809 ｍｏｇａ 669-5202 朝来市和田山町東谷60-1和田山ハイツ105号 菓子製造業 一般 茂上 のり子 但馬(朝健)第103-20 令和4年11月24日 令和10年11月30日 令和4年11月24日
000028 7200191811 ＳＵＰＥＲＡＲ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 越智 郁恵 但馬(朝健)第101-91 令和4年11月24日 令和9年11月30日 令和4年11月24日
000028 7200191842 古民家旅館　雲海の宿　月星亭 669-5134 朝来市山東町迫間字大林２１３番１ 796765558 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社山の厨 代表取締役 足立 泰司 669-5202 兵庫県朝来市和田山町東谷三丁目２６番地 796723714 但馬(朝健)第101-93 令和4年11月30日 令和10年11月30日 令和4年11月30日
000028 7200191843 たこ焼きゆっきー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 福田 ゆきの 但馬(朝健)第101-92 令和4年11月28日 令和9年11月30日 令和4年11月28日
000028 7200191848 兵庫県立但馬農業高等学校 667-0043 養父市八鹿町高柳300-1 796626107 漬物製造業 一般 兵庫県立但馬農業高等学校 校長 岸本 良紀 667-0043 兵庫県養父市八鹿町高柳300-1 796626107 但馬(朝健)第124-8 令和4年11月28日 令和10年11月30日 令和4年11月28日
000028 7200191968 マザーウォーター株式会社　兵庫工場 667-0115 養父市上箇55番地2 796642008 清涼飲料水製造業 一般 マザーウォーター株式会社 代表取締役 本井 晃一 151-0053 東京都渋谷区代々木1丁目51番7号 363833107 但馬(朝健)第119-1 令和4年12月1日 令和11年2月28日 令和4年12月1日
000028 7200192035 山のレストランC's 667-1124 養父市丹戸899-1 796677101 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ヒュッテやまなみ 代表取締役 田渕 広次 667-1124 兵庫県養父市丹戸109番地 796677121 但馬(朝健)第101-95 令和4年12月12日 令和11年2月28日 令和4年12月12日
000028 7200192036 山のレストランC's 667-1124 養父市丹戸899-1 796677101 冷凍食品製造業 一般 株式会社ヒュッテやまなみ 代表取締役 田渕 広次 667-1124 兵庫県養父市丹戸109番地 796677121 但馬(朝健)第117-3 令和4年12月12日 令和11年2月28日 令和4年12月12日
000028 7200192051 T's Labo 667-0021 養父市八鹿町八鹿319 カーサD4号室 菓子製造業 一般 梅谷 友美 但馬(朝健)第103-21 令和4年12月12日 令和11年2月28日 令和4年12月12日
000028 7200192056 山の茶店　たけや 667-1125 養父市奈良尾字要山508-1 796677240 そうざい製造業 一般 西村 博道 但馬(朝健)第132-10 令和4年12月12日 令和10年2月29日 令和4年12月12日
000028 7200192097 自家製パン工房　ルピナス 669-5252 朝来市和田山町竹田２５５－１ 796741255 菓子製造業 一般 株式会社旅館白山 代表取締役 花村 郁子 669-6103 兵庫県豊岡市城崎町今津548番地の1 796323404 但馬(朝健)第103-22 令和4年12月19日 令和11年2月28日 令和4年12月19日
000028 7200192116 Ｃａｓａ 667-0103 養父市浅野378 796640124 菓子製造業 一般 田中 徳子 但馬(朝健)第103-23 令和4年12月19日 令和11年2月28日 令和4年12月19日
000028 7200192180 フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫但馬やぶ 667-0043 養父市八鹿町高柳168番1 796668645 飲食店営業(3)旅館 一般 トリップベースホテルマネジメント株式会社 代表取締役 田森 直紀 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中一丁目1番88号 但馬(朝健)第101-96 令和4年12月28日 令和12年2月28日 令和4年12月28日
000028 7200192181 MY PLACE 667-0103 養父市浅野318-2 飲食店営業(4)その他 一般 坂本 聖愛 但馬(朝健)第101-97 令和4年12月26日 令和11年2月28日 令和4年12月26日
000028 7200192182 MY PLACE 667-0103 養父市浅野318-2 菓子製造業 一般 坂本 聖愛 但馬(朝健)第103-24 令和4年12月26日 令和11年2月28日 令和4年12月26日
000028 7200192183 MY PLACE 667-0103 養父市浅野318-2 漬物製造業 一般 坂本 聖愛 但馬(朝健)第124-9 令和4年12月26日 令和11年2月28日 令和4年12月26日
000028 7200192209 宝塚ジビエ工房 667-0435 養父市大屋町和田365 そうざい製造業 一般 株式会社テルッツォ 代表取締役 西田 光彦 665-0022 兵庫県宝塚市野上１丁目１番８号 但馬(朝健)第132-11 令和4年12月28日 令和11年2月28日 令和4年12月28日
000028 7200192248 スナック　パヤオ 669-5215 朝来市和田山町枚田岡330-13関ビル201号 飲食店営業(4)その他 一般 GAHOC EMIE CENAS 但馬(朝健)第101-99 令和5年1月6日 令和11年2月28日 令和5年1月6日
000028 7200192249 nook＆coffee 669-5211 朝来市和田山町平野160-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 シャーマン 明子 但馬(朝健)第101-98 令和5年1月6日 令和11年2月28日 令和5年1月6日
000028 7200192264 パンケーキ＆コーヒー　ぽわん 669-5252 朝来市和田山町竹田370 796608231 密封包装食品製造業 一般 髙橋 麻弥子 但馬(朝健)第126-2 令和5年1月12日 令和11年2月28日 令和5年1月12日
000028 7200192312 末広屋 667-1127 養父市大久保166 796677005 飲食店営業(3)旅館 一般 藤原 春夫 但馬(朝健)第101-100 令和5年1月16日 令和11年2月28日 令和5年1月16日
000028 7200192313 さかや 667-1124 養父市丹戸字ナメラ谷166-2 796678516 飲食店営業(3)旅館 一般 田水 信男 但馬(朝健)第101-101 令和5年1月16日 令和11年2月28日 令和5年1月16日
000028 7200192401 カフェ・ド・マンマ（Cafe de Manma） 667-0043 養父市八鹿町高柳259-1 796620008 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中村 脩 但馬(朝健)第101-103 令和5年1月23日 令和11年2月28日 令和5年1月23日
000028 7200192402 知らんぷりん子 669-5203 朝来市和田山町寺谷字713-6 飲食店営業(4)その他 一般 田尻 京子 但馬(朝健)第101-104 令和5年1月23日 令和11年2月28日 令和5年1月23日
000028 7200192554 凡ライス 667-0021 養父市八鹿町八鹿1878-1 796627182 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社凡 取締役 谷 秀樹 667-0032 兵庫県養父市八鹿町小山326-11 796627182 但馬(朝健)第101-107 令和5年2月6日 令和12年2月28日 令和5年2月6日
000028 7200192562 肉と野菜と魚の料理　たけうち 667-0102 養父市十二所字杉の下538 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 竹内 晴啓 但馬(朝健)第101-108 令和5年2月6日 令和11年2月28日 令和5年2月6日
000028 7200192580 ひなび 669-5266 朝来市和田山町比治411-4 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 水野 愛子 但馬(朝健)第101-109 令和5年2月7日 令和11年2月28日 令和5年2月7日
000028 7200192624 近畿食品加工有限会社 667-0012 養父市八鹿町伊佐39 796626171 食肉販売業 一般 近畿食品加工有限会社 代表取締役 堀谷 俊彦 667-0012 兵庫県養父市八鹿町伊佐39 796626171 但馬(朝健)第112-2 令和5年2月10日 令和11年2月28日 令和5年2月10日
000028 7200192625 近畿食品加工有限会社 667-0012 養父市八鹿町伊佐39 796626171 冷凍食品製造業 一般 近畿食品加工有限会社 代表取締役 堀谷 俊彦 667-0012 兵庫県養父市八鹿町伊佐39 796626171 但馬(朝健)第117-4 令和5年2月10日 令和11年2月28日 令和5年2月10日
000028 7200192631 （株）多田スミス　休憩所 669-5263 朝来市和田山町久留引84-10 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社コーシン 代表取締役 谷内 篤 921-8802 石川県野々市市押野2丁目216番地 762943700 但馬(朝健)第102-2 令和5年2月7日 令和11年2月28日 令和5年2月7日
000028 7200192632 （株）多田スミス　外 669-5263 朝来市和田山町久留引84-10 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社コーシン 代表取締役 谷内 篤 921-8802 石川県野々市市押野2丁目216番地 762943700 但馬(朝健)第102-3 令和5年2月7日 令和11年2月28日 令和5年2月7日
000028 7200192642 旬 667-0305 養父市大屋町夏梅ホキノ下449-4 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中尾 時子 但馬(朝健)第101-111 令和5年2月10日 令和11年2月28日 令和5年2月10日
000028 7200192643 cabo7 cafe 667-0315 養父市大屋町加保7 796692449 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 NPO法人おおやアート村 理事 金谷 智之 667-0315 兵庫県養父市大屋町加保7 796692449 但馬(朝健)第101-112 令和5年2月10日 令和11年2月28日 令和5年2月10日
000028 7200192650 雲海と星空のホテル  テラスリゾートＡＳＡＧＯ 679-3452 朝来市八代字下夕山93番地（地番） 796771101 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社エデュテイメントワークス 代表取締役 西村 嶺 679-3452 兵庫県朝来市八代93番地 783821780 但馬(朝健)第101-113 令和5年2月13日 令和11年2月28日 令和5年2月13日
000028 7200192653 ラーメン　冨貴 669-5261 朝来市和田山町枚田593-5 796689321 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小山 智也 但馬(朝健)第101-114 令和5年2月10日 令和11年2月28日 令和5年2月10日
000028 7200192699 本家かまどや八鹿店 667-0021 養父市八鹿町八鹿1894 796658040 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 田村　友子 但馬(朝健)第101-115 令和5年2月15日 令和11年2月28日 令和5年2月15日
000028 7200192728 和心。 669-5214 朝来市和田山町桑原25番地1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 垣内 正和 但馬(朝健)第101-116 令和5年2月20日 令和11年2月28日 令和5年2月20日
000028 7200192839 フジッコ株式会社和田山工場 669-5212 朝来市和田山町柳原字前川原68 796723461 そうざい製造業 一般 フジッコ株式会社 代表取締役 福井 正一 650-0046 兵庫県神戸市中央区港島中町6-13-4 783035911 但馬(朝健)第132-12 令和5年2月22日 令和12年2月28日 令和5年2月22日
000028 7200192857 平山牛舗 667-0112 養父市養父市場381 796650008 そうざい製造業 一般 有限会社平山牛舗 代表取締役 平山 敏明 667-0112 兵庫県養父市養父市場381 796650008 但馬(朝健)第132-13 令和5年2月24日 令和11年2月28日 令和5年2月24日
000028 7200192897 此の友酒造株式会社 669-5103 朝来市山東町矢名瀬町508 796763035 酒類製造業 一般 此の友酒造株式会社 代表取締役 木村 祥三 669-5103 兵庫県朝来市山東町矢名瀬町508 796763035 但馬(朝健)第128-1 令和5年2月28日 令和10年2月29日 令和5年2月28日
000028 7200192960 平山牛舗 667-0112 養父市養父市場381 796650008 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社平山牛舗 代表取締役 平山 敏明 667-0112 兵庫県養父市養父市場381 796650008 但馬(朝健)第101-117 令和5年2月28日 令和11年2月28日 令和5年2月28日
000028 7200193092 株式会社和田山農産 669-5265 朝来市和田山町筒江字中山165-1 796711060 密封包装食品製造業 一般 株式会社和田山農産 代表取締役 佐藤 栄次 669-5265 兵庫県朝来市和田山町筒江字中山165番地1 796711060 但馬(朝健)第126-3 令和5年3月14日 令和11年5月31日 令和5年3月14日
000028 7200193186 神戸紅茶株式会社 658-0042 養父市建屋583番地2 796619008 密封包装食品製造業 一般 神戸紅茶株式会社 代表取締役 丸山 輝真 658-0042 兵庫県神戸市東灘区住吉浜町16番地の2 788221001 但馬(朝健)第126-4 令和5年3月23日 令和11年5月31日 令和5年3月23日



000028 7200193187 神戸紅茶株式会社 658-0042 養父市建屋583番地2 796619008 清涼飲料水製造業 一般 神戸紅茶株式会社 代表取締役 丸山 輝真 658-0042 兵庫県神戸市東灘区住吉浜町16番地の2 788221001 但馬(朝健)第117-2 令和5年3月23日 令和11年5月31日 令和5年3月23日
000028 7200193188 神戸紅茶株式会社 658-0042 養父市建屋583番地2 796619008 乳製品製造業 一般 神戸紅茶株式会社 代表取締役 丸山 輝真 658-0042 兵庫県神戸市東灘区住吉浜町16番地の2 788221001 但馬(朝健)第108-1 令和5年3月23日 令和11年5月31日 令和5年3月23日
000028 7200193281 カフェルピナスコーナー 669-5252 朝来市和田山町竹田２５５－１ 796741255 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社旅館白山 代表取締役 花村 郁子 669-6103 兵庫県豊岡市城崎町今津548番地の1 796323404 但馬(朝健)第101-118 令和5年3月20日 令和11年5月31日 令和5年3月20日
000028 7200193283 つぐみ　酒と肴 679-3431 朝来市新井１６７－１ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 紳之丞 但馬(朝健)第101-119 令和5年3月20日 令和11年5月31日 令和5年3月20日
000028 7200193285 cafe YAbrio 667-0031 養父市八鹿町九鹿１３０３ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井谷 真貴子 但馬(朝健)第101-120 令和5年3月20日 令和11年5月31日 令和5年3月20日
000028 7200193369 Ｋ＆Ｂ　グランピング　天空の城 669-5252 朝来市和田山町竹田字出作大谷２１５６ 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社ケー・アンド・ビーインターナショナル 代表取締役 三枝 義和 559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北二丁目１番１０号ＡＴＣオズ棟６階６０２ 647032667 但馬(朝健)第101-122 令和5年3月29日 令和11年5月31日 令和5年3月29日
000028 7200193371 SIGESOU 669-5252 朝来市和田山町竹田230-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北尾 哲朗 但馬(朝健)第101-121 令和5年3月27日 令和11年5月31日 令和5年3月27日
000028 7200193373 Tanigaki 667-0021 養父市八鹿町八鹿１６４５－１ 796622946 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社クローバー 取締役 谷垣 亮太朗 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿１６４５番地の１ 796622946 但馬(朝健)第101-124 令和5年3月29日 令和11年5月31日 令和5年3月29日
000028 7200193374 Tanigaki 667-0021 養父市八鹿町八鹿１６４５－１ 796622946 菓子製造業 一般 有限会社クローバー 取締役 谷垣 亮太朗 667-0021 兵庫県養父市八鹿町八鹿１６４５番地の１ 796622946 但馬(朝健)第103-25 令和5年3月29日 令和11年5月31日 令和5年3月29日
000028 7200193375 お食事処　めし八 667-0021 養父市八鹿町八鹿1651-4 796622786 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 林 義弘 但馬(朝健)第101-123 令和5年3月27日 令和11年5月31日 令和5年3月27日
000028 7200193455 たこまさ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 小谷 正博 但馬(朝健)第101-125 令和5年3月29日 令和10年5月31日 令和5年3月29日
000028 7200193546 ローソン和田山下田店 669-5241 朝来市和田山町土田字下田3-1 796726789 飲食店営業(4)その他 一般 佐藤 一路 但馬(朝健)第101-1 令和5年4月3日 令和12年5月31日 令和5年4月3日
000028 7200193563 伊織麦酒道場 667-0131 養父市上野1500 酒類製造業 一般 相澤 伊織 但馬(朝健)第128-1 令和5年4月10日 令和11年5月31日 令和5年4月10日
000028 7200193601 保護ねこカフェ　Pili　Ohana 669-5252 朝来市和田山町竹田513-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 足立 薫 但馬(朝健)第101-2 令和5年4月10日 令和11年5月31日 令和5年4月10日
000028 7200193714 福井精肉店 667-1105 養父市関宮956-1 796672233 食肉販売業 一般 西垣 広樹 但馬(朝健)第112-1 令和5年4月17日 令和11年5月31日 令和5年4月17日
000028 7200193715 福井精肉店 667-1105 養父市関宮956-1 796672233 そうざい製造業 一般 西垣 広樹 但馬(朝健)第132-1 令和5年4月17日 令和11年5月31日 令和5年4月17日
000028 7200193783 芦田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 芦田 睦美 但馬(朝健)第101-3 令和5年4月20日 令和10年5月31日 令和5年4月20日
000028 7200193840 旅館　古城 667-0131 養父市上野1060-2 796640246 そうざい製造業 一般 株式会社ｆａｔマネジメント 代表取締役 石黒 博史 622-0056 京都府南丹市園部町埴生三反田31-1 757466033 但馬(朝健)第132-2 令和5年4月24日 令和11年5月31日 令和5年4月24日
000028 7200193846 明るい農村 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 一般社団法人田舎暮らし倶楽部 代表理事 西垣 憲志 667-0043 兵庫県養父市八鹿町高柳259番地1 但馬(朝健)第101-7 令和5年4月25日 令和10年5月31日 令和5年4月25日
000028 7200193881 喫茶ひまわり 667-0003 養父市八鹿町宿南1187-1 796623400 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西村 令子 但馬(朝健)第101-8 令和5年4月25日 令和11年5月31日 令和5年4月25日
000028 8000110649 三基食品株式会社山南工場 669-3157 丹波市山南町きらら通18 798430233 かん詰又はびん詰食品製造業 一般 三基食品　株式会社 代表取締役社長 門田 淳 663-8142 兵庫県西宮市鳴尾浜3-12-4 798430233 丹波(丹健)第18-1 平成29年5月9日 令和6年5月31日 平成10年3月26日
000028 8000110651 丹波製麺所 669-3131 丹波市山南町谷川1746-1 795770064 めん類製造業 一般 大木 泰彦 丹波(丹健)第17-1 平成30年5月1日 令和6年5月31日 平成4年4月28日
000028 8000110658 慧日寺 669-3113 丹波市山南町太田127-1 795770354 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 門脇 靖巖 丹波(丹健)第1-36 令和2年5月12日 令和8年5月31日 平成8年5月27日
000028 8000110667 株式会社ささくら 669-3131 丹波市山南町谷川2151 795770030 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ささくら 代表取締役 篠倉 元治 669-3131 兵庫県丹波市山南町谷川2151 795770030 丹波(丹健)第1-74 令和2年7月16日 令和8年8月31日 昭和63年7月23日
000028 8000110673 旭光亭 669-3131 丹波市山南町谷川473-1 795770020 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社　旭光亭 代表取締役 浅原 保 669-3131 兵庫県丹波市山南町谷川473-1 975770020 丹波(丹健)第1-171 平成29年11月9日 令和5年11月30日 昭和33年11月27日
000028 8000110699 ビジネス旅館菊水 669-3144 丹波市山南町奥187 795771780 飲食店営業(3)旅館 一般 笹倉 範久 丹波(丹健)第1-194 令和1年11月19日 令和7年11月30日 平成4年11月5日
000028 8000110714 ラーメン泰平 669-3153 丹波市山南町前川54-1 795762010 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平野 正裕 丹波(丹健)第1-143 平成30年10月29日 令和6年11月30日 平成12年10月2日
000028 8000110716 寿司光 669-3153 丹波市山南町前川65 795761518 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 土井 光朗 丹波(丹健)第1-153 令和3年10月25日 令和9年11月30日 令和3年10月25日
000028 8000110724 ひさご 669-3157 丹波市山南町和田132-1 795760089 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 眞鍋 馨 丹波(丹健)第1-224 平成30年2月20日 令和6年2月29日 昭和51年12月7日
000028 8000110730 カラオケスタジオ　フォルテ 669-3151 丹波市山南町和田836-1 795762131 飲食店営業(4)その他 一般 松下 文高 丹波(丹健)第1-178 令和2年11月6日 令和8年11月30日 平成8年11月22日
000028 8000110733 カラオケ喫茶花束 669-3157 丹波市山南町和田裏267-11 268-6 795761855 飲食店営業(4)その他 一般 佐藤 透 丹波(丹健)第1-4 平成30年4月23日 令和6年5月31日 昭和57年5月28日
000028 8000110734 上原食料品店 669-3166 丹波市山南町小野尻443-1 795760061 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 上原 幹雄 丹波(丹健)第1-16 令和2年4月20日 令和8年5月31日 昭和63年5月17日
000028 8000110735 石垣商店 669-3167 丹波市山南町小畑125 795760378 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 石垣 孝幸 丹波(丹健)第1-105 平成29年8月24日 令和5年8月31日 昭和56年7月3日
000028 8000110736 株式会社　中島大祥堂丹波工場 669-3159 丹波市山南町美和123 795762223 菓子製造業 一般 株式会社中島大祥堂 代表取締役 中島 慎介 577-0824 大阪府東大阪市大蓮東4-12-45 729901120 丹波(丹健)第3-66 平成31年2月13日 令和7年2月28日 平成13年2月6日
000028 8000110739 井本豆菓株式会社 669-3144 丹波市山南町奥1021 795772090 菓子製造業 一般 井本豆菓株式会社 代表取締役 井本 光圀 547-0002 大阪府大阪市平野区加美東5-1-15 795772090 丹波(丹健)第2-26 令和4年8月15日 令和10年8月31日 令和4年8月15日
000028 8000110758 友井商店 669-3101 丹波市山南町上滝235-2 795780343 魚介類販売業 一般 友井 弘子 丹波(丹健)第29-19 令和3年2月4日 令和9年2月28日 平成8年12月20日
000028 8000110763 有限会社中川食料品店 669-3131 丹波市山南町谷川2030 795770010 魚介類販売業 一般 有限会社中川食料品店 代表取締役 中川 健 669-3131 兵庫県丹波市山南町谷川2030 795770010 丹波(丹健)第25-5 令和4年10月28日 令和10年11月30日 令和4年10月28日
000028 8000110765 株式会社ささくら 669-3131 丹波市山南町谷川2151 795770030 魚介類販売業 一般 株式会社ささくら 代表取締役 篠倉 元治 669-3131 兵庫県丹波市山南町谷川2151 795770030 丹波(丹健)第29-4 令和2年7月16日 令和8年8月31日 昭和63年7月23日
000028 8000110775 竹田食料品店 669-3157 丹波市山南町和田289-2 795761616 魚介類販売業 一般 竹田 和照 丹波(丹健)第29-1 平成30年4月23日 令和6年5月31日 昭和49年4月30日
000028 8000110778 上原食料品店 669-3166 丹波市山南町小野尻443-1 795760061 魚介類販売業 一般 上原 幹雄 丹波(丹健)第29-1 令和2年4月20日 令和8年5月31日 昭和63年5月17日
000028 8000110779 石垣商店 669-3167 丹波市山南町小畑125 795760378 魚介類販売業 一般 石垣 孝幸 丹波(丹健)第29-5 令和3年8月26日 令和9年8月31日 令和3年8月26日
000028 8000110786 有限会社中川食料品店 669-3131 丹波市山南町谷川2030 795770010 食肉販売業 一般 有限会社中川食料品店 代表取締役 中川 健 669-3131 兵庫県丹波市山南町谷川2030 795770010 丹波(丹健)第23-12 令和4年10月28日 令和10年11月30日 令和4年10月28日
000028 8000110788 株式会社ささくら 669-3131 丹波市山南町谷川2151 795770030 食肉販売業 一般 株式会社ささくら 代表取締役 篠倉 元治 669-3131 兵庫県丹波市山南町谷川2151 795770030 丹波(丹健)第27-7 令和2年7月16日 令和8年8月31日 昭和63年7月23日
000028 8000110801 有限会社 エース健康食品 669-3113 丹波市山南町太田415-2 795770095 豆腐製造業 一般 有限会社エース健康食品 代表取締役 野垣 智 669-3113 兵庫県丹波市山南町太田415-2 795770095 丹波(丹健)第15-2 令和3年7月16日 令和9年8月31日 令和3年7月16日
000028 8000110836 太矢瀧 669-4302 丹波市市島町中竹田1409 795860029 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 太矢 信昭 丹波(丹健)第1-188 令和1年11月15日 令和7年11月30日 昭和62年11月25日
000028 8000110842 やまく 669-4317 丹波市市島町上牧4-1 795850106 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 竹内 剛三 丹波(丹健)第1-163 令和2年10月23日 令和8年11月30日 昭和63年11月16日
000028 8000110855 グルメリア但馬　市島店 669-4322 丹波市市島町上田46 795852612 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ジィーシーエム 代表取締役 髙見 純 611-0021 京都府宇治市宇治野神76-2 774449029 丹波(丹健)第1-100 令和2年7月29日 令和8年8月31日 昭和63年8月8日
000028 8000110856 ファースト 669-4323 丹波市市島町梶原322 795852366 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中野 幸子 丹波(丹健)第1-121 令和3年8月6日 令和9年8月31日 令和3年8月6日
000028 8000110857 0372事業所 669-4323 丹波市市島町梶原5住友ゴム工業（株）市島工場内　食堂 795853273 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-3-20 664588801 丹波(丹健)第1-57 令和2年5月26日 令和8年5月31日 平成8年3月29日
000028 8000110860 荒木食品株式会社 669-4323 丹波市市島町梶原871 795850388 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 荒木食品株式会社 代表取締役 荒木 洋二 669-4323 兵庫県丹波市市島町梶原871 795850388 丹波(丹健)第1-124 令和2年8月20日 令和8年8月31日 昭和51年8月31日
000028 8000110880 小谷製菓 669-4317 丹波市市島町上牧663-1 795850678 菓子製造業 一般 小谷 哲也 丹波(丹健)第3-29 平成30年7月25日 令和6年8月31日 平成4年8月28日
000028 8000110881 井上商事株式会社　兵庫工場 669-4322 丹波市市島町上田字位川原520-2 795852561 菓子製造業 一般 井上商事株式会社 代表取締役 井上 敬策 563-0022 大阪府池田市旭丘2-12-16 664535251 丹波(丹健)第3-67 令和4年2月2日 令和10年2月29日 令和4年2月2日
000028 8000110882 コンフェクト　タナカ 669-4324 丹波市市島町市島399-3 795852583 菓子製造業 一般 田中 義浩 丹波(丹健)第2-6 令和4年5月2日 令和10年5月31日 令和4年5月2日
000028 8000110925 有限会社　滝本食料品店 669-4324 丹波市市島町市島354-2 795850031 魚介類販売業 一般 有限会社滝本食料品店 代表取締役 滝本 信寿 669-4324 兵庫県丹波市市島町市島354 795850031 丹波(丹健)第29-2 令和3年7月20日 令和9年8月31日 令和3年7月20日
000028 8000110932 株式会社西山酒造場 669-4302 丹波市市島町中竹田1171 795860331 酒類製造業 一般 株式会社西山酒造場 代表取締役 西山 周三 669-4302 兵庫県丹波市市島町中竹田1171 795860331 丹波(丹健)第14-5 令和3年10月28日 令和9年11月30日 令和3年10月28日
000028 8000110935 鴨庄酒造株式会社 669-4317 丹波市市島町上牧661-1 795850488 酒類製造業 一般 鴨庄酒造株式会社 代表取締役 荻野 信人 669-4317 兵庫県丹波市市島町上牧661-1 795850488 丹波(丹健)第14-2 平成30年7月25日 令和6年8月31日 昭和34年11月30日
000028 8000110936 山名酒造㈱ 669-4322 丹波市市島町上田211 795850015 酒類製造業 一般 山名酒造株式会社 山名 洋一朗 669-4322 兵庫県丹波市市島町上田211 795850015 丹波(丹健)第14-3 令和2年2月25日 令和8年2月28日 昭和35年1月7日
000028 8000110943 グルメリア但馬　市島店 669-4322 丹波市市島町上田46 795852612 食肉販売業 一般 株式会社ジィーシーエム 代表取締役 髙見 純 611-0021 京都府宇治市宇治野神76-2 774449029 丹波(丹健)第27-12 令和2年7月29日 令和8年8月31日 昭和63年8月8日
000028 8000110979 兵庫県立氷上高等学校 669-4141 丹波市春日町黒井77 795740104 密封包装食品製造業 一般 兵庫県立氷上高等学校 学校長 足立 均 669-4141 兵庫県丹波市春日町黒井77 795740104 丹波(丹健)第15-4 令和4年8月30日 令和10年8月31日 令和4年8月30日
000028 8000110986 兵庫県立氷上高等学校 669-4141 丹波市春日町黒井77 795740104 みそ製造業 一般 兵庫県立氷上高等学校 学校長 足立 均 669-4141 兵庫県丹波市春日町黒井77 795740104 丹波(丹健)第11-3 令和2年10月28日 令和8年11月30日 昭和58年11月17日
000028 8000110988 魚舟 669-3411 丹波市春日町朝日1031 795740808 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 安達 隆男 丹波(丹健)第1-142 平成29年10月30日 令和5年11月30日 昭和61年10月30日
000028 8000111014 葵寿司 669-4132 丹波市春日町野村2480-1 795742828 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 津田 毅彦 丹波(丹健)第1-155 令和3年10月25日 令和9年11月30日 令和3年10月25日
000028 8000111018 レストランＴ＆Ｋ 669-4132 丹波市春日町野村2486-1 795742668 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 細見 敬子 丹波(丹健)第1-122 平成29年10月16日 令和5年11月30日 昭和61年11月18日
000028 8000111036 いちご畑 669-4141 丹波市春日町黒井1573-1 795740887 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 林 トクヨ 丹波(丹健)第1-252 令和3年2月22日 令和9年2月28日 昭和58年12月1日
000028 8000111050 旅館フジヤホテル 669-4141 丹波市春日町黒井489-3 795740029 飲食店営業(3)旅館 一般 藤井 規雄 丹波(丹健)第1-235 令和2年2月7日 令和8年2月28日 平成7年12月7日
000028 8000111065 陽気屋 669-4265 丹波市春日町中山1295 795750437 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前田 安城 丹波(丹健)第1-263 令和5年2月22日 令和11年2月28日 令和5年2月22日
000028 8000111066 魚幸 669-4272 丹波市春日町東中1078 795750043 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉住 勝則 丹波(丹健)第1-160 平成30年11月26日 令和6年11月30日 平成12年11月8日
000028 8000111067 花屋 669-4272 丹波市春日町東中750-4 795750633 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小林 織枝 丹波(丹健)第1-193 令和3年11月24日 令和9年11月30日 令和3年11月24日
000028 8000111074 国領温泉助七旅館 669-4273 丹波市春日町国領206外5筆 795750010 飲食店営業(3)旅館 一般 近藤 正博 丹波(丹健)第1-7 令和2年4月16日 令和8年5月31日 昭和63年4月8日
000028 8000111081 兵庫県立氷上高等学校 669-4141 丹波市春日町黒井77 795740104 菓子製造業 一般 兵庫県立氷上高等学校 学校長 足立 均 669-4141 兵庫県丹波市春日町黒井77 795740104 丹波(丹健)第2-29 令和4年8月30日 令和10年8月31日 令和4年8月30日
000028 8000111127 兵庫県立氷上高等学校 669-4141 丹波市春日町黒井77 795740104 醤油製造業 一般 兵庫県立氷上高等学校 学校長 足立 均 669-4141 兵庫県丹波市春日町黒井77 795740104 丹波(丹健)第12-2 令和2年10月28日 令和8年11月30日 昭和58年11月17日
000028 8000111131 やまひで猪肉店 669-4262 丹波市春日町栢野1250-1 795751773 食肉処理業 一般 山内 秀樹 丹波(丹健)第26-4 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 8000111132 有限会社わ重 669-4274 丹波市春日町棚原796-1 795750063 食肉処理業 一般 有限会社わ重 代表取締役 久下 康二 669-4274 兵庫県丹波市春日町棚原796-1 795750063 丹波(丹健)第26-5 令和2年10月28日 令和8年11月30日 昭和63年9月26日
000028 8000111173 株式会社　おいでな青垣 669-3803 丹波市青垣町西芦田541 795872300 そうざい製造業 一般 株式会社おいでな青垣 代表取締役 大谷 𠮷春 669-3803 兵庫県丹波市青垣町西芦田541 795872300 丹波(丹健)第9-11 令和3年10月21日 令和8年11月30日 令和3年10月21日
000028 8000111179 スマイル 669-3801 丹波市青垣町東芦田1270-1 795870185 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 芦田 正春 丹波(丹健)第1-76 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成4年6月11日
000028 8000111180 ささや 669-3801 丹波市青垣町東芦田1410-1 795871696 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 芦田 茂 丹波(丹健)第1-157 令和3年10月26日 令和9年11月30日 令和3年10月26日
000028 8000111184 株式会社　おいでな青垣 669-3803 丹波市青垣町西芦田541 795872300 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社おいでな青垣 代表取締役 大谷 𠮷春 669-3803 兵庫県丹波市青垣町西芦田541 795872300 丹波(丹健)第1-112 令和3年8月2日 令和9年8月31日 令和3年8月2日
000028 8000111196 どさん娘青垣店 669-3812 丹波市青垣町小倉848-2 795871658 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松下 明 丹波(丹健)第1-218 令和3年1月26日 令和9年2月28日 昭和53年12月7日
000028 8000111197 手づくり焼き豚の店とんとん 669-3811 丹波市青垣町佐治荒神町812-2 795870418 飲食店営業(4)その他 一般 大内 多美子 丹波(丹健)第1-15 令和2年4月20日 令和8年5月31日 平成8年4月15日
000028 8000111202 ローソン青垣町小倉店 669-3812 丹波市青垣町小倉854 795805820 飲食店営業(4)その他 一般 足立 宣昭 丹波(丹健)第1-222 平成30年2月16日 令和7年2月28日 平成12年1月27日
000028 8000111208 一の瀬アマゴ養殖場直営あまご村 669-3822 丹波市青垣町大名草950 795875556 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 朝倉 重和 丹波(丹健)第1-57 令和1年5月27日 令和7年5月31日 昭和63年4月20日
000028 8000111209 魚秀 669-3825 丹波市青垣町惣持54-2 795875241 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 竹村 浩年 丹波(丹健)第1-237 令和2年2月10日 令和8年2月28日 昭和46年12月24日
000028 8000111222 株式会社　おいでな青垣 669-3803 丹波市青垣町西芦田541 795872300 菓子製造業 一般 株式会社おいでな青垣 代表取締役 大谷 𠮷春 669-3803 兵庫県丹波市青垣町西芦田541 795872300 丹波(丹健)第3-29 令和3年8月2日 令和9年8月31日 令和3年8月2日
000028 8000111225 荒木本舗 669-3812 丹波市青垣町小倉891-6 795870108 菓子製造業 一般 荒木 徹 丹波(丹健)第3-42 令和1年10月24日 令和7年11月30日 昭和62年10月1日
000028 8000111250 丹波青垣ワイナリー 669-3803 丹波市青垣町西芦田1070 酒類製造業 一般 上山 一雄 丹波(丹健)第14-2 令和3年5月31日 令和9年5月31日 平成6年5月23日
000028 8000111274 JA丹波ひかみ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 795820170 飲食店営業(4)その他 露店 丹波ひかみ農業協同組合 代表理事組合長 藤原 昌和 669-3461 兵庫県丹波市氷上町市辺440 795820170 丹波(丹健)第1-173 令和2年11月2日 令和7年11月30日 平成12年10月26日
000028 8000111276 JA丹波ひかみ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 丹波ひかみ農業協同組合 代表理事組合長 藤原 昌和 669-3461 兵庫県丹波市氷上町市辺440 795820170 丹波(丹健)第3-41 令和2年11月2日 令和7年11月30日 平成12年11月9日
000028 8000111282 グリコマニュファクチャリングジャパン株式会社  柏原工場 669-3306 丹波市柏原町北中427 795723310 かん詰又はびん詰食品製造業 一般 グリコマニュファクチャリングジャパン株式会社 代表取締役 白石 浩荘 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778138 丹波(丹健)第18-2 平成29年8月3日 令和6年8月31日 平成8年7月19日
000028 8000111294 プチ・テラスコニファー 669-3301 丹波市柏原町南多田167-2 795730324 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 古家 マサ江 丹波(丹健)第1-34 令和2年5月12日 令和8年5月31日 平成5年5月31日
000028 8000111302 パンライフ 669-3301 丹波市柏原町南多田西薮201-1 795730696 飲食店営業(4)その他 一般 伊田 茂 丹波(丹健)第1-160 令和1年10月28日 令和7年11月30日 昭和62年11月30日
000028 8000111315 やきとりまえだ 669-3305 丹波市柏原町下小倉142-2 795730672 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前田 利夫 丹波(丹健)第1-18 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 8000111318 善竹寿司 669-3306 丹波市柏原町北中60-7 795722695 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 池田 修二 丹波(丹健)第1-73 令和2年7月17日 令和8年8月31日 昭和63年8月30日
000028 8000111323 喫茶ハンター 669-3309 丹波市柏原町柏原2845-3 795723266 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 粷谷 昭弘 丹波(丹健)第1-148 平成29年10月31日 令和5年11月30日 平成11年11月17日
000028 8000111324 まいにち亭 669-3309 丹波市柏原町柏原2867-4 795724156 飲食店営業(4)その他 一般 西本 順子 丹波(丹健)第1-99 平成30年8月28日 令和6年8月31日 平成12年7月31日
000028 8000111327 中井 669-3309 丹波市柏原町柏原1403-1 723564 飲食店営業(4)その他 露店 中井 義信 丹波(丹健)第1-159 令和1年10月28日 令和6年11月30日 平成5年11月18日
000028 8000111337 喫茶巴里 669-3309 丹波市柏原町柏原1414-2 795722816 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田原 實 丹波(丹健)第1-17 平成30年5月1日 令和6年5月31日 昭和57年5月8日
000028 8000111342 丹波里庵 669-3309 丹波市柏原町柏原1503 795722663 飲食店営業(3)旅館 一般 足立 武司 丹波(丹健)第1-92 令和2年7月21日 令和8年8月31日 昭和63年7月19日
000028 8000111353 でんでん夢詩 669-3309 丹波市柏原町柏原199-2 795723696 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 東野 和彦 丹波(丹健)第1-172 令和1年10月31日 令和7年11月30日 昭和57年11月26日
000028 8000111366 たつみや 669-3309 丹波市柏原町柏原3458-4 795721013 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 足立 一茂 丹波(丹健)第1-216 令和3年1月21日 令和9年2月28日 昭和63年12月7日
000028 8000111378 総合庁舎食堂 669-3309 丹波市柏原町柏原688 795720500 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 足立 繁樹 丹波(丹健)第1-3 令和2年4月9日 令和8年5月31日 平成5年5月6日
000028 8000111380 ㈱喜作 669-3309 丹波市柏原町柏原77-1 795721044 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社喜作 代表取締役 足立 陽次 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原77-1 795721044 丹波(丹健)第1-213 令和2年1月17日 令和8年2月28日 昭和62年12月11日
000028 8000111385 三友楼 669-3309 丹波市柏原町柏原20-1 795721111 飲食店営業(3)旅館 一般 合資会社 三友楼 代表社員 梅垣 誠 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原20-1 795721111 丹波(丹健)第1-7 平成29年4月20日 令和5年5月31日 平成11年4月30日
000028 8000111387 居酒屋梅ちゃん 669-3309 丹波市柏原町柏原1753-7 795725391 飲食店営業(4)その他 一般 田中 照子 丹波(丹健)第1-231 令和2年2月3日 令和8年2月28日 平成7年12月28日
000028 8000111389 レストラン山の駅 669-3309 丹波市柏原町柏原1146-1ＪＲ柏原駅構内 795724402 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 奥畑 治信 丹波(丹健)第1-177 平成29年11月16日 令和5年11月30日 平成3年9月18日
000028 8000111397 スシマス丹波の森店 669-3311 丹波市柏原町母坪335-1 795731528 飲食店営業(4)その他 一般 鮨桝食品株式会社 代表取締役 柳田 英司 581-0092 大阪府八尾市老原9-115 729971811 丹波(丹健)第1-15 令和3年4月26日 令和9年5月31日 平成8年3月12日
000028 8000111399 第一旭柏原店 669-3311 丹波市柏原町母坪335-1 795721700 飲食店営業(4)その他 一般 広瀬産業株式会社 代表取締役 廣瀬 秀隆 620-0804 京都府福知山市字石原2-38 773273858 丹波(丹健)第1-150 令和2年10月20日 令和8年11月30日 平成8年11月25日
000028 8000111407 コープ柏原 669-3311 丹波市柏原町母坪335-1 795725436 飲食店営業(4)その他 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-3-19 788561003 丹波(丹健)第1-7 令和4年4月18日 令和10年5月31日 令和4年4月18日
000028 8000111409 愛菜柏原店 669-3311 丹波市柏原町母坪335-1 795725436 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社コープフーズ 代表取締役 友重 伸和 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-3-19 794956001 丹波(丹健)第1-50 令和3年5月13日 令和9年5月31日 平成8年3月18日
000028 8000111415 株式会社柏原ビジネスホテル 669-3311 丹波市柏原町母坪380 795723525 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社 柏原ビジネスホテル 代表取締役 德田 敦 669-3311 兵庫県丹波市柏原町母坪380 795720349 丹波(丹健)第1-85 平成29年7月24日 令和5年8月31日 平成11年6月1日
000028 8000111441 末広 669-3311 丹波市柏原町母坪376-2 795722689 飲食店営業(4)その他 一般 清水 初子 丹波(丹健)第1-213 令和4年1月20日 令和10年2月29日 令和4年1月20日
000028 8000111461 パンライフ 669-3301 丹波市柏原町南多田西薮201-1 795730696 菓子製造業 一般 伊田 茂 丹波(丹健)第3-47 令和1年10月28日 令和7年11月30日 昭和62年11月30日
000028 8000111463 銘菓の井上 669-3306 丹波市柏原町北中60-4 795720147 菓子製造業 一般 合資会社銘菓の井上 代表社員 井上 大生 669-3306 兵庫県丹波市柏原町北中60-4 795720147 丹波(丹健)第3-58 令和1年11月15日 令和7年11月30日 昭和57年9月11日



000028 8000111465 中井 669-3309 丹波市柏原町柏原1403-1 795723564 菓子製造業 露店 中井 義信 丹波(丹健)第3-46 令和1年10月28日 令和6年11月30日 平成5年11月18日
000028 8000111476 三立製菓株式会社兵庫工場 669-3315 丹波市柏原町大新屋75 795723901 菓子製造業 一般 三立製菓株式会社 代表取締役 清水 康光 430-0929 静岡県浜松市中区中央1-16-11 534533111 丹波(丹健)第3-3 令和3年4月22日 令和9年5月31日 昭和59年1月1日
000028 8000111529 コープ柏原 669-3311 丹波市柏原町母坪335-1 795725436 魚介類販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-3-19 788561003 丹波(丹健)第25-1 令和4年4月18日 令和10年5月31日 令和4年4月18日
000028 8000111549 コープ柏原 669-3311 丹波市柏原町母坪335-1 795725436 食肉販売業 一般 生活協同組合コープこうべ 代表理事 岩山 利久 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-3-19 788561003 丹波(丹健)第23-1 令和4年4月18日 令和10年5月31日 令和4年4月18日
000028 8000111554 グリコマニュファクチャリングジャパン株式会社  柏原工場 669-3306 丹波市柏原町北中427 795723310 乳製品製造業 一般 グリコマニュファクチャリングジャパン株式会社 代表取締役 白石 浩荘 555-0021 大阪府大阪市西淀川区歌島4-6-5 664778138 丹波(丹健)第23-1 平成30年8月30日 令和7年8月31日 昭和54年7月24日
000028 8000111615 ローソン氷上町市辺店 669-3461 丹波市氷上町市辺118-6 795828508 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ジェイプラム 代表取締役 梅田 雄介 669-3601 兵庫県丹波市氷上町成松241-6 795820361 丹波(丹健)第1-87 令和2年7月20日 令和8年8月31日 平成5年8月3日
000028 8000111625 スナック.モア 669-3461 丹波市氷上町市辺63-3 795824881 飲食店営業(4)その他 一般 清 涼子 丹波(丹健)第1-225 平成30年2月26日 令和6年2月29日 平成11年12月8日
000028 8000111636 若駒白雲閣 669-3461 丹波市氷上町市辺201 795824545 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　若駒 代表取締役 堂口 裕 669-3461 兵庫県丹波市氷上町市辺200-2 795824545 丹波(丹健)第1-6 平成30年4月19日 令和6年5月31日 昭和62年4月27日
000028 8000111640 大吉氷上店 669-3461 丹波市氷上町市辺587-1 795827551 飲食店営業(4)その他 一般 池田 大輔 丹波(丹健)第1-253 令和5年2月10日 令和11年2月28日 令和5年2月10日
000028 8000111647 食肉センター谷川 669-3462 丹波市氷上町大崎65-1 795826814 飲食店営業(4)その他 一般 谷川 慰男 丹波(丹健)第1-145 令和2年10月15日 令和8年11月30日 昭和63年10月28日
000028 8000111652 仕出し伊田 669-3464 丹波市氷上町石生2-6 795826112 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 伊田 正基 丹波(丹健)第1-87 平成30年8月8日 令和6年8月31日 平成4年8月3日
000028 8000111663 大和 669-3464 丹波市氷上町石生767 795826010 飲食店営業(3)旅館 一般 余田 亮一 丹波(丹健)第1-191 令和2年11月17日 令和8年11月30日 昭和47年11月29日
000028 8000111667 花菱 669-3465 丹波市氷上町横田622-1 795825879 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 渡邊 道子 丹波(丹健)第1-86 平成30年8月8日 令和6年8月31日 平成12年8月15日
000028 8000111680 味処通りゃんせ 669-3465 丹波市氷上町横田630 795826797 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮原 隆志 丹波(丹健)第1-18 平成30年5月1日 令和6年5月31日 昭和62年3月28日
000028 8000111683 すなっくルージュ 669-3465 丹波市氷上町横田630-1 795826793 飲食店営業(4)その他 一般 髙尾 洋子 丹波(丹健)第1-107 令和3年7月28日 令和9年8月31日 令和3年7月28日
000028 8000111692 肉のオオミナミ 669-3467 丹波市氷上町本郷300 795828254 飲食店営業(4)その他 一般 大南 嘉基 丹波(丹健)第1-136 平成29年10月26日 令和6年11月30日 平成8年10月24日
000028 8000111694 ゆめタウン丹波（そうざいコーナー） 669-3467 丹波市氷上町本郷300 795828500 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社イズミ 代表取締役 山西 泰明 732-0057 広島県広島市東区二葉の里3-3-1 822643211 丹波(丹健)第1-181 令和2年11月9日 令和9年11月30日 平成8年10月24日
000028 8000111695 ゆめタウン丹波（鮮魚コーナー） 669-3467 丹波市氷上町本郷300 795828500 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社イズミ 代表取締役 山西 泰明 732-0057 広島県広島市東区二葉の里3-3-1 822643211 丹波(丹健)第1-182 令和2年11月9日 令和8年11月30日 平成8年10月24日
000028 8000111696 ゆめタウン丹波（精肉コーナー） 669-3467 丹波市氷上町本郷300 828500 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社イズミ 代表取締役 山西 泰明 732-0057 広島県広島市東区二葉の里3-3-1 822643211 丹波(丹健)第1-183 令和2年11月9日 令和8年11月30日 平成8年10月24日
000028 8000111697 ゆめタウンポップアップホール 669-3467 丹波市氷上町本郷300 795828100 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社タンバンベルグ 代表取締役 土井 恵介 669-3467 兵庫県丹波市氷上町本郷300 795828600 丹波(丹健)第1-162 令和2年10月22日 令和8年11月30日 平成8年10月24日
000028 8000111713 ひかみカントリークラブ 669-3571 丹波市氷上町新郷92-1 795823140 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 サンケイ商事株式会社 代表取締役 寒川 健二 550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-17-21清和ビル内 65323566 丹波(丹健)第1-106 令和3年7月28日 令和9年8月31日 令和3年7月28日
000028 8000111714 フレッシュ堀かわ 669-3572 丹波市氷上町谷村1512 795820049 飲食店営業(4)その他 一般 大柚利 章三 丹波(丹健)第1-199 平成30年1月22日 令和6年2月29日 昭和52年2月28日
000028 8000111715 リスボン 669-3574 丹波市氷上町朝阪103-1 795821542 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中垣 英和 丹波(丹健)第1-223 令和2年1月30日 令和8年2月28日 平成7年12月28日
000028 8000111717 スナックミチ 669-3574 丹波市氷上町朝阪388-1 795824575 飲食店営業(4)その他 一般 仲村 ミキ子 丹波(丹健)第1-88 令和4年7月21日 令和10年8月31日 令和4年7月21日
000028 8000111730 あづまや 669-3601 丹波市氷上町成松239-1 795821032 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前田 憲明 丹波(丹健)第1-201 平成30年1月23日 令和6年2月29日 昭和61年12月4日
000028 8000111732 焼肉かわむら 669-3601 丹波市氷上町成松249-2 795823409 飲食店営業(4)その他 一般 河村 明 丹波(丹健)第1-104 令和2年7月31日 令和8年8月31日 昭和59年1月1日
000028 8000111733 三吉廼 669-3601 丹波市氷上町成松274 795821366 飲食店営業(3)旅館 一般 宮本 美千代 丹波(丹健)第1-228 令和4年2月4日 令和10年2月29日 令和4年2月4日
000028 8000111734 志乃佐起 669-3601 丹波市氷上町成松308-3 795821210 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 篠崎 昌裕 丹波(丹健)第1-56 令和3年5月18日 令和9年5月31日 昭和33年3月27日
000028 8000111749 すなっく六本木 669-3601 丹波市氷上町成松514小南テナント2Ｆ 795825047 飲食店営業(4)その他 一般 八尾 文代 丹波(丹健)第1-35 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 8000111754 レストラン昭和 669-3601 丹波市氷上町成松520 795823606 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合資会社昭和 代表社員 奥畑 和也 669-3601 兵庫県丹波市氷上町成松520 795821024 丹波(丹健)第1-124 令和4年8月15日 令和10年8月31日 令和4年8月15日
000028 8000111775 パブ＆ディスコハウス　スポーツマン 669-3602 丹波市氷上町常楽804 795824188 飲食店営業(4)その他 一般 葦田 義己 丹波(丹健)第1-156 令和4年10月25日 令和10年11月30日 令和4年10月25日
000028 8000111787 寿し良 669-3606 丹波市氷上町上成松95 795823998 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中垣 良一 丹波(丹健)第1-192 令和1年11月14日 令和7年11月30日 昭和57年11月4日
000028 8000111793 魚福 669-3612 丹波市氷上町長野78 795820287 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 福田 康彦 丹波(丹健)第1-61 平成30年7月19日 令和6年8月31日 昭和59年1月1日
000028 8000111808 ㈲芦田食品とよしま寿司 669-3641 丹波市氷上町絹山552-2 795827209 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社芦田食品 代表取締役 芦田 喜良 669-3634 兵庫県丹波市氷上町沼123-7 795827044 丹波(丹健)第1-55 令和2年5月22日 令和8年5月31日 昭和63年5月21日
000028 8000111812 ローソン氷上北店 669-3651 丹波市氷上町氷上11-2 795828818 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社 ジェイプラム 代表取締役 梅田 雄介 669-3601 兵庫県丹波市氷上町成松241-6 795820361 丹波(丹健)第1-83 令和1年7月24日 令和8年8月31日 平成10年7月16日
000028 8000111818 ゆめタウンときわどう 669-3467 丹波市氷上町本郷300 795828145 菓子製造業 一般 辻 康信 丹波(丹健)第3-44 平成29年10月26日 令和6年11月30日 平成8年10月24日
000028 8000111822 谷甲賀堂 669-3601 丹波市氷上町成松312-2 795821168 菓子製造業 一般 谷 和浩 丹波(丹健)第3-14 平成30年5月16日 令和6年5月31日 昭和40年4月5日
000028 8000111886 ゆめタウン丹波 669-3467 丹波市氷上町本郷300 795828500 魚介類販売業 一般 株式会社イズミ 代表取締役 山西 泰明 732-0057 広島県広島市東区二葉の里3-3-1 822643211 丹波(丹健)第29-12 令和2年11月9日 令和8年11月30日 平成8年10月24日
000028 8000111889 フレッシュ堀かわ 669-3572 丹波市氷上町谷村1512 795820049 魚介類販売業 一般 大柚利 章三 丹波(丹健)第29-15 平成30年1月22日 令和6年2月29日 昭和52年2月28日
000028 8000111907 打田酒造株式会社 669-3572 丹波市氷上町谷村520 795820002 酒類製造業 一般 打田酒造株式会社 代表取締役 打田 輝一 669-3572 兵庫県丹波市氷上町谷村520 795820002 丹波(丹健)第14-1 令和2年5月22日 令和8年5月31日 昭和35年5月31日
000028 8000111909 芦田文兵衛商店 669-3645 丹波市氷上町鴨内531 795827005 みそ又はしょうゆ製造業 一般 芦田 昌一郎 丹波(丹健)第11-1 令和3年7月26日 令和9年8月31日 令和3年7月26日
000028 8000111910 バイエリッシャーホーフ 669-3464 丹波市氷上町石生764-1 795802983 食肉製品製造業 一般 株式会社　清水 代表取締役 清水 吉孝 669-3464 兵庫県丹波市氷上町石生757-2 795802983 丹波(丹健)第28-1 平成30年10月19日 令和6年11月30日 平成12年10月6日
000028 8000111914 食肉センター谷川 669-3462 丹波市氷上町大崎65-1 795826814 食肉販売業 一般 谷川 慰男 丹波(丹健)第27-17 令和2年10月15日 令和8年11月30日 平成8年11月7日
000028 8000111915 バイエリッシャーホーフ 669-3464 丹波市氷上町石生764-1 795802983 食肉販売業 一般 株式会社　清水 代表取締役 清水 吉孝 669-3464 兵庫県丹波市氷上町石生757-2 795802983 丹波(丹健)第27-19 平成30年10月19日 令和6年11月30日 平成12年10月6日
000028 8000111921 肉のオオミナミ 669-3467 丹波市氷上町本郷300 795828254 食肉販売業 一般 大南 嘉基 丹波(丹健)第27-18 平成29年10月26日 令和6年11月30日 平成8年10月24日
000028 8000111922 ゆめタウン丹波 669-3467 丹波市氷上町本郷300 795828500 食肉販売業 一般 株式会社イズミ 代表取締役 山西 泰明 732-0057 広島県広島市東区二葉の里3-3-1 822643211 丹波(丹健)第27-23 令和2年11月9日 令和8年11月30日 平成8年10月24日
000028 8000112066 ウッディ氷上店 669-3461 丹波市氷上町市辺427-1 795824725 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　ウッディ 代表取締役 髙橋 良雄 668-0805 兵庫県豊岡市船町347-1 773239466 丹波(丹健)第1-23 平成31年4月25日 令和7年5月31日 平成13年4月19日
000028 8000112073 丹波ふるさと味工房 669-3834 丹波市青垣町中佐治131 795880181 みそ製造業 一般 小嶋 操 丹波(丹健)第11-2 令和1年5月10日 令和7年5月31日 平成13年5月15日
000028 8000112103 お憩処のせ 669-3309 丹波市柏原町柏原3615-5 795722150 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 能勢 三重子 丹波(丹健)第1-84 令和1年7月25日 令和7年8月31日 平成13年6月12日
000028 8000112114 センチュリー21 669-3311 丹波市柏原町母坪402-1 795723379 飲食店営業(4)その他 一般 常岡 文代 丹波(丹健)第1-109 令和1年8月8日 令和7年8月31日 平成13年7月25日
000028 8000112120 赤ちょうちん　しげ 669-4273 丹波市春日町国領658-2 795750700 飲食店営業(4)その他 一般 小山 繁勝 丹波(丹健)第1-114 令和1年8月15日 令和7年8月31日 平成13年8月24日
000028 8000112160 しし肉いずみや 669-3571 丹波市氷上町新郷1126 795820991 食肉販売業 一般 泉 喜代一 丹波(丹健)第27-24 令和2年2月21日 令和8年2月28日 平成13年12月11日
000028 8000112162 くつろぎ家　嵯峨野 669-3601 丹波市氷上町成松357-8 795824373 飲食店営業(4)その他 一般 後藤 善子 丹波(丹健)第1-212 令和2年1月17日 令和8年2月28日 平成13年12月17日
000028 8000112164 ガスト　氷上柏原店 669-3466 丹波市氷上町稲継249-1 795889710 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保1-25-8 422375218 丹波(丹健)第1-225 令和2年1月30日 令和8年2月28日 平成13年12月26日
000028 8000112850 ハーベスト 669-3461 丹波市氷上町市辺107-1 795823233 飲食店営業(4)その他 一般 丹波(丹健)第1-56 令和2年5月26日 令和8年5月31日 平成14年4月5日
000028 8000112903 有限会社 ｽﾀｼﾞｵｰﾈ ｱﾝｼﾞｮﾘｰﾉ ｼﾞｪﾗｰﾄ ﾌｧｸﾄﾘｰ 669-3603 丹波市氷上町西中493-1 795829200 アイスクリーム類製造業 一般 有限会社スタジオーネ 代表取締役 山下 龍哉 669-3603 兵庫県丹波市氷上町西中493-1 795829200 丹波(丹健)第20-5 令和2年8月27日 令和8年8月31日 平成14年7月22日
000028 8000112916 フレッシュバザール氷上町店 669-3602 丹波市氷上町常楽555 795825111 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第1-76 令和2年7月16日 令和9年8月31日 平成14年8月2日
000028 8000112926 冨久屋 669-3142 丹波市山南町村森1-2 795771173 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 黒田 和彦 丹波(丹健)第1-82 令和2年7月22日 令和8年8月31日 平成14年8月23日
000028 8000112940 株式会社ささくら 669-3131 丹波市山南町谷川2151 795770030 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ささくら 代表取締役 篠倉 元治 669-3131 兵庫県丹波市山南町谷川2151 795770030 丹波(丹健)第1-176 令和2年11月6日 令和8年11月30日 平成14年9月19日
000028 8000112943 ラウンジ彩曲 669-3142 丹波市山南町村森1-1 795772223 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社円応社 代表取締役 小池 繁昭 669-3142 兵庫県丹波市山南町村森1-1 795772223 丹波(丹健)第1-177 令和2年11月6日 令和8年11月30日 平成14年9月30日
000028 8000112975 ㈱食パン屋 669-3462 丹波市氷上町大崎29-1 795821188 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社食パン屋 代表取締役 足立 康弘 669-3462 兵庫県丹波市氷上町大崎29-1 795821188 丹波(丹健)第1-146 令和2年10月15日 令和8年11月30日 平成14年11月1日
000028 8000112976 ㈱食パン屋 669-3462 丹波市氷上町大崎29-1 795821188 菓子製造業 一般 株式会社食パン屋 代表取締役 足立 康弘 669-3462 兵庫県丹波市氷上町大崎29-1 795821188 丹波(丹健)第3-36 令和2年10月15日 令和8年11月30日 平成14年11月1日
000028 8000112997 いちじまふぁーむ 669-4312 丹波市市島町北奥160 795850448 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 農事組合法人丹波いちじまふぁーむ 代表理事 荻野 拓司 669-4312 兵庫県丹波市市島町北奥160 795850448 丹波(丹健)第1-188 令和4年11月14日 令和9年11月30日 令和4年11月14日
000028 8000113042 フレッシュバザール春日店  （焼魚） 669-4141 丹波市春日町黒井2248 795743951 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第1-237 令和3年2月4日 令和9年2月28日 平成14年12月4日
000028 8000113043 フレッシュバザール春日店  （寿司） 669-4141 丹波市春日町黒井2248 795743951 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第1-238 令和3年2月4日 令和9年2月28日 平成14年12月4日
000028 8000113044 フレッシュバザール春日店  （揚げ物） 669-4141 丹波市春日町黒井2248 795743951 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第1-239 令和3年2月4日 令和9年2月28日 平成14年12月4日
000028 8000113045 フレッシュバザール春日店  （惣菜） 669-4141 丹波市春日町黒井2248 795743951 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第1-240 令和3年2月4日 令和9年2月28日 平成14年12月4日
000028 8000113046 フレッシュバザール春日店 669-4141 丹波市春日町黒井2248 795743951 魚介類販売業 一般 株式会社　さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第29-18 令和3年2月4日 令和9年2月28日 平成14年12月4日
000028 8000113047 フレッシュバザール春日店 669-4141 丹波市春日町黒井2248 795743951 食肉販売業 一般 株式会社　さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第27-33 令和3年2月4日 令和9年2月28日 平成14年12月4日
000028 8000113059 味堂 669-4141 丹波市春日町黒井1634-1 795742166 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 安田 明秀 丹波(丹健)第1-211 令和3年1月18日 令和9年2月28日 平成14年12月20日
000028 8000113078 四季膳　飛鳥 669-3312 丹波市柏原町田路114-1 795730820 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橋本 英昭 丹波(丹健)第1-233 令和3年2月1日 令和9年2月28日 平成15年2月3日
000028 8000113082 てつや 669-3157 丹波市山南町和田207 795760074 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 廣内 隆利 丹波(丹健)第1-226 令和3年2月1日 令和9年2月28日 平成15年2月17日
000028 8000113084 本家かまどや春日店 669-4133 丹波市春日町平松390-1 795742678 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 久保 充生 丹波(丹健)第1-213 令和3年1月20日 令和9年2月28日 平成15年2月21日
000028 8000113104 のんびりや 669-3601 丹波市氷上町成松557-3 795825533 飲食店営業(4)その他 一般 大嵜 千鶴子 丹波(丹健)第1-54 令和3年5月17日 令和9年5月31日 平成15年3月27日
000028 8000113107 おいでやす 669-3311 丹波市柏原町母坪431-1 795730233 飲食店営業(4)その他 一般 布施 勝巳 丹波(丹健)第1-43 令和3年5月12日 令和9年5月31日 平成15年3月28日
000028 8000113126 和風スナック　庵 669-3153 丹波市山南町前川180 795761257 飲食店営業(4)その他 一般 福田 佐百合 丹波(丹健)第1-70 令和3年5月31日 令和9年5月31日 平成15年5月1日
000028 8000113131 農事組合法人　今出せせらぎ園 669-3832 丹波市青垣町遠阪1625 795880558 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 農事組合法人今出せせらぎ園 代表理事 山中 利樹 669-3832 兵庫県丹波市青垣町遠阪1625 795880558 丹波(丹健)第1-40 令和3年5月12日 令和9年5月31日 平成15年5月14日
000028 8000113132 農事組合法人　今出せせらぎ園 669-3832 丹波市青垣町遠阪1625 795880558 菓子製造業 一般 農事組合法人今出せせらぎ園 代表理事 山中 利樹 669-3832 兵庫県丹波市青垣町遠阪1625 795880558 丹波(丹健)第3-15 令和3年5月12日 令和9年5月31日 平成15年5月14日
000028 8000113147 サンエトワール柏原 669-3311 丹波市柏原町母坪335-1ショッピングタウンコモーレ内 795731280 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ティ・アール・ワイ 代表取締役 大野 よしみ 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原252-1 795720128 丹波(丹健)第1-14 令和3年4月23日 令和9年5月31日 平成15年5月30日
000028 8000113148 サンエトワール柏原 669-3311 丹波市柏原町母坪335-1ショッピングタウンコモーレ内 795731280 菓子製造業 一般 有限会社ティ・アール・ワイ 代表取締役 大野 よしみ 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原252-1 795720128 丹波(丹健)第3-4 令和3年4月23日 令和9年5月31日 平成15年5月30日
000028 8000113163 創作イタリア料理　ＤＥＮ 669-3466 丹波市氷上町稲継67-1 795825571 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 土田 浩一 丹波(丹健)第1-91 令和3年7月15日 令和9年8月31日 令和3年7月15日
000028 8000113164 ル･アンジュ 669-3801 丹波市青垣町東芦田2138 795871859 菓子製造業 一般 前川 大和 丹波(丹健)第3-28 令和3年8月2日 令和9年8月31日 令和3年8月2日
000028 8000113172 紅葉会 669-3141 丹波市山南町岩屋375 795771253 菓子製造業 一般 藤原 典子 丹波(丹健)第3-26 令和3年7月21日 令和9年8月31日 令和3年7月21日
000028 8000113189 株式会社西山酒造場蒸留所 669-4302 丹波市市島町中竹田4507 795808500 酒類製造業 一般 株式会社西山酒造場 代表取締役 西山 周三 669-4302 兵庫県丹波市市島町中竹田1171 795860331 丹波(丹健)第14-6 令和3年10月28日 令和9年11月30日 令和3年10月28日
000028 8000113261 手づくり工房　食・農・宿　おかだ 669-3571 丹波市氷上町新郷1339 795825058 飲食店営業(3)旅館 一般 岡田 かよ子 丹波(丹健)第1-211 令和4年1月20日 令和10年2月29日 令和4年1月20日
000028 8000113329 たこ焼　繁 ___-____ 丹波市内 飲食店営業(4)その他 露店 足立 繁樹 丹波(丹健)第1-101 令和1年8月1日 令和6年8月31日 平成16年6月11日
000028 8000113335 フードファクトリー　ココモ春日店 669-4131 丹波市春日町七日市648 795743271 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ベルマートいいだ 代表取締役 飯田 充寬 625-0083 京都府舞鶴市余部上514 773625322 丹波(丹健)第1-102 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日
000028 8000113336 フードファクトリー　ココモ春日店 669-4131 丹波市春日町七日市648 795743271 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ベルマートいいだ 代表取締役 飯田 充寬 625-0083 京都府舞鶴市余部上514 773625322 丹波(丹健)第1-101 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日
000028 8000113337 フードファクトリー　ココモ春日店 669-4131 丹波市春日町七日市648 795743271 魚介類販売業 一般 株式会社ベルマートいいだ 代表取締役 飯田 充寬 625-0083 京都府舞鶴市余部上514 773625322 丹波(丹健)第25-2 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日
000028 8000113338 フードファクトリー　ココモ春日店 669-4131 丹波市春日町七日市648 795743271 食肉販売業 一般 株式会社ベルマートいいだ 代表取締役 飯田 充寬 625-0083 京都府舞鶴市余部上514 773625322 丹波(丹健)第23-5 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日
000028 8000113353 スナック　ＶＩＰ 669-3311 丹波市柏原町母坪396-1 795731184 飲食店営業(4)その他 一般 北野 ひとみ 丹波(丹健)第1-109 令和4年8月3日 令和11年8月31日 令和4年8月3日
000028 8000113356 フレッシュバザール 柏原店 669-3309 丹波市柏原町柏原1477-5 795723100 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第1-106 令和4年8月4日 令和10年8月31日 令和4年8月4日
000028 8000113357 フレッシュバザール 柏原店 669-3309 丹波市柏原町柏原1477-5 795723100 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第1-107 令和4年8月4日 令和10年8月31日 令和4年8月4日
000028 8000113359 フレッシュバザール 柏原店 669-3309 丹波市柏原町柏原1477-5 795723100 魚介類販売業 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第25-3 令和4年8月4日 令和10年8月31日 令和4年8月4日
000028 8000113360 フレッシュバザール 柏原店 669-3309 丹波市柏原町柏原1477-5 795723100 食肉販売業 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第23-6 令和4年8月4日 令和10年8月31日 令和4年8月4日
000028 8000113375 すき家　氷上町 店 669-3466 丹波市氷上町稲継68-6 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南2-18-1 357838850 丹波(丹健)第1-144 令和4年10月7日 令和11年11月30日 令和4年10月7日
000028 8000113387 シャロームハウス　ちいろば 669-3641 丹波市氷上町絹山125-4 795801011 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 清水 由美子 丹波(丹健)第1-155 令和4年10月25日 令和10年11月30日 令和4年10月25日
000028 8000113400 和楽 669-4141 丹波市春日町黒井1581-6 795742534 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 加賀野 洋美 丹波(丹健)第1-210 令和4年11月24日 令和10年11月30日 令和4年11月24日
000028 8000113405 岩瀧寺 669-3642 丹波市氷上町香良613-4 795827675 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宗教法人岩瀧寺 代表役員 和田 滝光 669-3642 兵庫県丹波市氷上町香良613-4 795827675 丹波(丹健)第1-169 令和4年11月4日 令和10年11月30日 令和4年11月4日
000028 8000113413 りぼん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 勝野 勝美 丹波(丹健)第1-171 令和1年10月31日 令和6年11月30日 平成16年11月18日
000028 8000113425 伊古香 669-3145 丹波市山南町野坂195-8 795773158 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田上 涼子 丹波(丹健)第1-229 令和4年2月4日 令和10年2月29日 令和4年2月4日
000028 8000113426 Ｃａｆｅ　ｄｅ　ふくむら 669-3604 丹波市氷上町犬岡395-7 795889527 菓子製造業 一般 福村 誠 丹波(丹健)第2-57 令和5年2月21日 令和11年2月28日 令和5年2月21日
000028 8000113427 Ｃａｆｅ　ｄｅ　ふくむら 669-3604 丹波市氷上町犬岡395-7 795889527 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福村 誠 丹波(丹健)第1-260 令和5年2月21日 令和11年2月28日 令和5年2月21日
000028 8000113430 Ｂｏｕｌａｎｇｅｒｉｅ－Ａｏｇａｋｉ 669-3842 丹波市青垣町沢野120-1 795871791 菓子製造業 一般 横谷 健一 丹波(丹健)第2-55 令和5年2月10日 令和11年2月28日 令和5年2月10日
000028 8000113434 すし官太　氷上店 669-3467 丹波市氷上町本郷489-3 795821368 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社カネミツ食品 代表取締役 清水 明 670-0802 兵庫県姫路市砥堀297-4 792642303 丹波(丹健)第1-255 令和5年2月13日 令和11年2月28日 令和5年2月13日
000028 8000113446 カラオケ喫茶　ふれんず 669-4302 丹波市市島町中竹田1167-1 飲食店営業(4)その他 一般 青木 とみゑ 丹波(丹健)第1-264 令和5年2月22日 令和11年2月28日 令和5年2月22日
000028 8000113485 集芸館 669-2135 丹波篠山市今田町上立杭5 飲食店営業(4)その他 一般 清水 眞理子 丹波(丹健)第1-172 令和2年10月30日 令和8年11月30日 平成8年11月20日
000028 8000113486 獅子銀 669-2135 丹波篠山市今田町上立杭防ノ垣3 795972173 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社獅子銀 代表取締役 溝畑 敏樹 669-1339 兵庫県三田市テクノパーク18-13 795607575 丹波(丹健)第1-164 令和4年10月28日 令和10年11月30日 令和4年10月28日
000028 8000113487 獅子銀　陶の郷店 669-2135 丹波篠山市今田町上立杭防ノ垣3 795972173 菓子製造業 一般 有限会社　獅子銀 代表取締役 溝畑 敏樹 669-1339 兵庫県三田市テクノパーク18-13 795607575 丹波(丹健)第3-50 平成29年11月2日 令和5年11月30日 平成11年10月15日
000028 8000113501 だるま食堂 669-2145 丹波篠山市今田町木津古川通772-1 795973030 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 千足 忠子 丹波(丹健)第1-118 平成29年10月11日 令和5年11月30日 昭和56年10月28日
000028 8000113514 波多野農場 669-2153 丹波篠山市今田町今田新田141 795972794 乳製品製造業 一般 波多野 省三 丹波(丹健)第23-1 令和2年8月24日 令和8年8月31日 昭和63年6月10日
000028 8000113531 黄桜株式会社丹波工場 669-2163 丹波篠山市今田町本荘1-19 795973161 酒類製造業 一般 黄桜株式会社 代表取締役社長 松本 真治 612-8046 京都府京都市伏見区塩屋町223 756114101 丹波(丹健)第14-2 令和1年10月30日 令和7年11月30日 昭和49年11月11日



000028 8000113535 いわや 669-2301 丹波篠山市火打岩495-1 795524071 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社いわや 代表取締役 岩本 政子 669-2301 兵庫県丹波篠山市火打岩495-1 795520702 丹波(丹健)第1-30 令和3年4月28日 令和9年5月31日 昭和60年3月6日
000028 8000113556 波之丹州蕎麦処　一会庵 669-2318 丹波篠山市大熊50-2 795521484 飲食店営業(4)その他 一般 藤田 真一 丹波(丹健)第1-187 令和2年11月13日 令和8年11月30日 平成9年11月18日
000028 8000113559 フレッシュバザール篠山店 669-2321 丹波篠山市黒岡294-1 795527310 魚介類販売業 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第29-3 令和3年8月5日 令和10年8月31日 令和3年8月5日
000028 8000113561 フレッシュバザール篠山店 669-2321 丹波篠山市黒岡294-1 795527310 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第1-116 令和3年8月5日 令和10年8月31日 令和3年8月5日
000028 8000113563 味処　みたけ 669-2321 丹波篠山市黒岡683 795521385 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社みたけ 代表取締役 隅田 雅春 669-2321 兵庫県丹波篠山市黒岡683 795521385 丹波(丹健)第1-244 令和3年2月9日 令和9年2月28日 平成5年12月10日
000028 8000113566 みたけ 669-2321 丹波篠山市黒岡18 795524888 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社みたけ 隅田 雅春 669-2321 兵庫県丹波篠山市黒岡683 795521385 丹波(丹健)第1-245 令和3年2月9日 令和9年2月28日 平成9年1月31日
000028 8000113569 特産館ささやま 669-2321 丹波篠山市黒岡70-1 795523386 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 丹波ささやま農業協同組合 代表理事組合長 澤本 辰夫 669-2212 兵庫県丹波篠山市大沢438-1 795941121 丹波(丹健)第1-97 平成29年8月10日 令和5年8月31日 昭和61年8月8日
000028 8000113572 特産館ささやま 669-2321 丹波篠山市黒岡70-1 795523386 菓子製造業 一般 丹波ささやま農業協同組合 代表理事組合長 澤本 辰夫 669-2212 兵庫県丹波篠山市大沢438-1 795941121 丹波(丹健)第3-30 平成29年8月10日 令和5年8月31日 平成1年8月31日
000028 8000113574 ﾚｽﾄﾗﾝ久水 669-2321 丹波篠山市黒岡42-2 795526301 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 久保 孝司 丹波(丹健)第1-177 令和1年11月6日 令和7年11月30日 平成4年9月17日
000028 8000113588 鳳鳴酒造（株）篠山工場 669-2322 丹波篠山市呉服町73 795521133 酒類製造業 一般 鳳鳴酒造株式会社 西尾 和磨 669-2322 兵庫県丹波篠山市呉服町73 795521133 丹波(丹健)第14-4 令和3年8月6日 令和9年8月31日 令和3年8月6日
000028 8000113592 魚茂 669-2322 丹波篠山市呉服町58 795520556 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 宇杉 昌幸 丹波(丹健)第1-169 平成29年11月9日 令和5年11月30日 平成3年11月27日
000028 8000113596 アインコルン 669-2322 丹波篠山市呉服町44-1 795523377 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　図南 取締役 山内 康宏 669-2322 兵庫県丹波篠山市呉服町44-1 795520413 丹波(丹健)第1-106 平成29年8月24日 令和5年8月31日 平成11年6月7日
000028 8000113597 アインコルン 669-2322 丹波篠山市呉服町44-1 795523377 菓子製造業 一般 有限会社　図南 取締役 山内 康宏 669-2322 兵庫県丹波篠山市呉服町44-1 795520413 丹波(丹健)第3-34 平成29年8月24日 令和5年8月31日 平成11年6月7日
000028 8000113606 慶賀堂 669-2323 丹波篠山市立町8 795520555 菓子製造業 一般 堀口 賴子 丹波(丹健)第3-49 平成29年11月2日 令和5年11月30日 昭和51年9月2日
000028 8000113608 （株）梅角堂 669-2323 丹波篠山市立町78-1 795520267 菓子製造業 一般 株式会社　梅角堂 円増 亮介 669-2323 兵庫県丹波篠山市立町201-6 795521311 丹波(丹健)第3-29 平成29年8月10日 令和5年8月31日 昭和61年7月21日
000028 8000113610 くーちゃん 669-2323 丹波篠山市立町117-1 795523025 飲食店営業(4)その他 一般 坂上 小百合 丹波(丹健)第1-84 令和2年7月20日 令和8年8月31日 平成5年8月30日
000028 8000113614 （株）梅角堂　本社工場 669-2323 丹波篠山市立町201-6 795521311 菓子製造業 一般 株式会社梅角堂 代表取締役 圓増 亮介 669-2323 兵庫県丹波篠山市立町201-6 795521311 丹波(丹健)第3-43 令和3年11月4日 令和9年11月30日 令和3年11月4日
000028 8000113615 株式会社阪本屋 669-2323 丹波篠山市立町101-1 795521018 菓子製造業 一般 株式会社阪本屋 阪本 和成 669-2323 兵庫県丹波篠山市立町101-1 795521018 丹波(丹健)第3-11 令和2年5月18日 令和8年5月31日 平成8年3月21日
000028 8000113625 料理旅館　池富 669-2323 丹波篠山市立町125 795520064 飲食店営業(3)旅館 一般 林 大司 丹波(丹健)第1-228 令和3年2月1日 令和9年2月28日 平成5年12月14日
000028 8000113628 よね津 669-2323 丹波篠山市立町79 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 津田 信也 丹波(丹健)第1-93 令和4年7月22日 令和10年8月31日 令和4年7月22日
000028 8000113634 澤藤 669-2324 丹波篠山市東新町15-1 795520188 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 澤 勲 丹波(丹健)第1-68 平成30年7月25日 令和6年8月31日 昭和62年7月30日
000028 8000113641 美里 669-2324 丹波篠山市東新町214-20 795520087 飲食店営業(4)その他 一般 東門 隆夫 丹波(丹健)第1-115 令和3年8月6日 令和9年8月31日 令和3年8月6日
000028 8000113654 江戸久本店 669-2325 丹波篠山市河原町52 795520104 食肉販売業 一般 河合 豊寿 丹波(丹健)第27-3 平成30年5月9日 令和6年5月31日 昭和49年5月31日
000028 8000113658 三笠鮨 669-2325 丹波篠山市河原町86-1 795520137 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 細見 峰俊 丹波(丹健)第1-165 令和2年10月27日 令和8年11月30日 平成8年11月29日
000028 8000113672 （株）清明堂 669-2331 丹波篠山市二階町59 795520159 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　清明堂 藤本 寿郎 669-2331 兵庫県丹波篠山市二階町59 795520159 丹波(丹健)第1-114 令和3年8月6日 令和9年8月31日 令和3年8月6日
000028 8000113683 角清 669-2331 丹波篠山市二階町52 795520279 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 遠山 善子 丹波(丹健)第1-29 令和2年4月30日 令和8年5月31日 昭和61年5月29日
000028 8000113684 広岡製菓 669-2331 丹波篠山市二階町8-1 795520515 菓子製造業 一般 廣岡 君子 丹波(丹健)第3-35 平成30年8月2日 令和6年8月31日 平成2年8月24日
000028 8000113690 喫茶メルヘン 669-2331 丹波篠山市二階町55-2 飲食店営業(4)その他 一般 篠原 和子 丹波(丹健)第1-44 令和2年5月19日 令和8年5月31日 平成8年5月8日
000028 8000113693 潯陽楼 669-2331 丹波篠山市二階町79 795520021 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社　藤井 取締役 藤井 恵一 669-2331 兵庫県丹波篠山市二階町79 795520021 丹波(丹健)第1-150 令和1年10月24日 令和7年11月30日 平成4年11月19日
000028 8000113696 三井住友銀行篠山支店 669-2331 丹波篠山市二階町60 795522151 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ｼﾀﾞｯｸｽﾌｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ株式会社 代表取締役 志太 勤一 182-0021 東京都調布市調布ヶ丘3-6-3 424898914 丹波(丹健)第1-129 令和3年8月19日 令和9年8月31日 令和3年8月19日
000028 8000113699 手打ち皿そば　ひいらぎや 669-2331 丹波篠山市二階町56 795525965 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社丸松商店 代表取締役 北川 光宏 669-2331 兵庫県丹波篠山市二階町56 795525965 丹波(丹健)第1-13 令和4年4月21日 令和10年5月31日 令和4年4月21日
000028 8000113711 株式会社　大福堂 669-2332 丹波篠山市北新町121-1 795520453 菓子製造業 一般 株式会社　大福堂 代表取締役 小林 豊治 669-2332 兵庫県丹波篠山市北新町121-1 795520453 丹波(丹健)第3-66 平成30年2月27日 令和6年2月29日 平成3年12月5日
000028 8000113730 大正ロマン館ろまんてい 669-2332 丹波篠山市北新町97 795526668 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社アクト篠山 代表取締役 圓増 亮介 669-2332 兵庫県丹波篠山市北新町97 795526668 丹波(丹健)第20-10 平成30年11月28日 令和5年11月30日 平成10年10月2日
000028 8000113732 株式会社　大福堂 669-2332 丹波篠山市北新町121-1 795520453 喫茶店営業 一般 株式会社　大福堂 代表取締役 小林 豊治 669-2332 兵庫県丹波篠山市北新町121-1 795520453 丹波(丹健)第2-72 平成30年2月27日 令和6年2月29日 平成12年2月7日
000028 8000113744 やきとり鳥治 669-2334 丹波篠山市西新町178-1-15 795523509 飲食店営業(4)その他 一般 吉谷 幸治 丹波(丹健)第1-104 令和3年7月26日 令和9年8月31日 令和3年7月26日
000028 8000113749 夢太郎 669-2334 丹波篠山市西新町178 飲食店営業(4)その他 一般 松笠 三代子 丹波(丹健)第1-91 平成29年8月1日 令和5年8月31日 平成3年7月16日
000028 8000113755 （株）おゝみや 669-2335 丹波篠山市乾新町40 795520352 食肉販売業 一般 株式会社　おゝみや 代表取締役 大見 春樹 669-2335 兵庫県丹波篠山市乾新町40 795520352 丹波(丹健)第27-33 平成30年1月31日 令和6年2月29日 昭和62年1月16日
000028 8000113756 （株）おゝみや 669-2335 丹波篠山市乾新町40 795520352 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社　おゝみや 代表取締役 大見 春樹 669-2335 兵庫県丹波篠山市乾新町40 795520352 丹波(丹健)第19-8 平成30年1月31日 令和6年2月29日 昭和62年1月16日
000028 8000113759 宝来飯店 669-2335 丹波篠山市乾新町97-１ 795524398 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西田 榮 丹波(丹健)第1-79 平成30年8月2日 令和6年8月31日 昭和57年8月10日
000028 8000113761 佐野食料品店 669-2335 丹波篠山市乾新町65-3 795520178 魚介類販売業 一般 佐野 光 丹波(丹健)第29-8 令和1年10月21日 令和7年11月30日 昭和46年11月24日
000028 8000113765 旅館　たにだ 669-2335 丹波篠山市乾新町79 795520568 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社　たにだ 代表取締役 谷田 朱美 669-2335 兵庫県丹波篠山市乾新町79 795520568 丹波(丹健)第1-104 平成29年8月21日 令和5年8月31日 昭和61年7月1日
000028 8000113770 ささやま玉水　別館 669-2335 丹波篠山市乾新町148 795520884 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社デカンショ村 代表取締役 安田 和典 669-2335 兵庫県丹波篠山市乾新町148 795526316 丹波(丹健)第1-237 令和5年1月23日 令和11年2月28日 令和5年1月23日
000028 8000113784 （有）小西のパン 669-2336 丹波篠山市魚屋町23 795520052 菓子製造業 一般 有限会社　小西のパン 取締役 小西 隆紀 669-2336 兵庫県丹波篠山市魚屋町23 795520052 丹波(丹健)第3-26 平成29年8月1日 令和5年8月31日 平成11年8月3日
000028 8000113802 城北工場 669-2341 丹波篠山市郡家130-12 795523552 菓子製造業 一般 有限会社　栗屋西垣 代表取締役 西垣 智司 669-2341 兵庫県丹波篠山市郡家130-12 795523552 丹波(丹健)第3-42 平成29年10月20日 令和5年11月30日 昭和61年9月9日
000028 8000113805 兵庫県立篠山産業高等学校　食品加工室 669-2341 丹波篠山市郡家403-1 795521194 菓子製造業 一般 兵庫県立篠山産業高等学校 校長 大久保 隆 669-2341 兵庫県丹波篠山市郡家403-1 795521194 丹波(丹健)第3-28 平成29年8月10日 令和5年8月31日 平成8年7月17日
000028 8000113836 マージャン浪漫 669-2343 丹波篠山市風深75-1 795525633 飲食店営業(4)その他 一般 前田 延弘 丹波(丹健)第1-112 令和4年8月8日 令和10年8月31日 令和4年8月8日
000028 8000113854 ラウンジ梨花 669-2345 丹波篠山市東岡屋108 795523595 飲食店営業(4)その他 一般 長崎 清美 丹波(丹健)第1-37 令和3年5月12日 令和9年5月31日 昭和54年3月22日
000028 8000113877 舞風恋人 669-2345 丹波篠山市東岡屋108-4 795522232 飲食店営業(4)その他 一般 伊藤 和恵 丹波(丹健)第1-224 令和4年2月1日 令和10年2月29日 令和4年2月1日
000028 8000113898 ユニトピアささやま　軽食ログハウス 669-2356 丹波篠山市矢代231-1 795525222 飲食店営業(4)その他 一般 パナソニックグループ労働組合連合会 委員長 福澤 邦治 571-0050 大阪府門真市大字門真1006 669029301 丹波(丹健)第1-108 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 8000113903 ユニトピアささやま　ふれあいの里 669-2356 丹波篠山市矢代231-1 795525222 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 パナソニックグループ労働組合連合会 福澤 邦治 571-0050 大阪府門真市大字門真1006 669029620 丹波(丹健)第1-81 平成30年8月2日 令和6年8月31日 昭和62年7月23日
000028 8000113921 前河商店 669-2406 丹波篠山市泉208-2 795562135 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 前河 郁榮 丹波(丹健)第1-176 平成31年1月18日 令和7年2月28日 平成13年1月15日
000028 8000113927 ケンミン食品（株）篠山工場 669-2406 丹波篠山市泉2-7 795563195 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 ケンミン食品株式会社 代表取締役 高村 祐輝 650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通5-1-1 783923631 丹波(丹健)第19-2 令和1年5月10日 令和7年5月31日 昭和62年5月27日
000028 8000113929 ケンミン食品（株）篠山工場 669-2406 丹波篠山市泉2-7 795563195 そうざい製造業 一般 ケンミン食品株式会社 代表取締役 高村 祐輝 650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通5-1-1 783923631 丹波(丹健)第9-5 令和1年5月10日 令和7年5月31日 昭和62年5月27日
000028 8000113936 三晶株式会社　物流センター 669-2406 丹波篠山市泉脇谷2-8 795562610 添加物製造業 一般 三晶株式会社 代表取締役 唐川 敦 540-0031 大阪府大阪市中央区城見2-1-61 669414131 丹波(丹健)第10-1 平成30年5月17日 令和6年5月31日 平成4年3月9日
000028 8000113937 （株）かね徳　篠山工場 669-2406 丹波篠山市泉字脇谷2-10 795562861 そうざい製造業 一般 株式会社かね徳 代表取締役 東村 具德 659-0068 兵庫県芦屋市業平町4-1 797357900 丹波(丹健)第9-13 令和3年11月8日 令和9年11月30日 令和3年11月8日
000028 8000113939 前河商店 669-2406 丹波篠山市泉208-2 795562135 飲食店営業(4)その他 一般 前河 郁榮 丹波(丹健)第1-231 令和4年2月9日 令和10年2月29日 令和4年2月9日
000028 8000113942 櫻酒造株式会社 669-2416 丹波篠山市井ノ上182-1 795563158 酒類製造業 一般 櫻酒造株式会社 代表取締役社長 嘉納 健二 669-2416 兵庫県丹波篠山市井ノ上182-1 795563158 丹波(丹健)第14-2 令和2年11月16日 令和8年11月30日 昭和47年11月10日
000028 8000113946 ふじや 669-2421 丹波篠山市後川新田13 795563709 菓子製造業 一般 藤木 孝治 丹波(丹健)第3-38 平成30年8月17日 令和6年8月31日 平成12年8月17日
000028 8000113960 丹波猪村 669-2422 丹波篠山市後川上1-37 795562680 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 今西 和義 丹波(丹健)第1-185 令和1年11月13日 令和6年11月30日 昭和61年9月24日
000028 8000113983 焼肉　嵐山 669-2437 丹波篠山市糯ヶ坪甲6-1 795522920 飲食店営業(4)その他 一般 河本 和子 丹波(丹健)第1-74 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成4年7月2日
000028 8000113989 うお清 669-2441 丹波篠山市日置56-1 795562052 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 荒木 拓也 丹波(丹健)第1-182 令和3年11月12日 令和9年11月30日 令和3年11月12日
000028 8000113996 日本チバガイギー（株）篠山工場 669-2441 丹波篠山市日置25-1 795564291 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＬＥＯＣ 代表取締役 田島 利行 100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 352208550 丹波(丹健)第1-164 令和1年10月28日 令和8年11月30日 昭和61年11月28日
000028 8000113997 （株）野々口商店 669-2441 丹波篠山市日置37 795563705 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社野々口商店 代表取締役 野々口 賢三 669-2441 兵庫県丹波篠山市日置398 795562267 丹波(丹健)第1-71 平成30年7月30日 令和6年8月31日 昭和57年7月28日
000028 8000113999 （株）野々口商店 669-2441 丹波篠山市日置37 795563705 魚介類販売業 一般 株式会社野々口商店 代表取締役 野々口 賢三 669-2441 兵庫県丹波篠山市日置398 795562267 丹波(丹健)第29-5 平成30年7月30日 令和6年8月31日 昭和57年7月28日
000028 8000114000 （株）野々口商店 669-2441 丹波篠山市日置37 795563705 食肉販売業 一般 株式会社野々口商店 代表取締役 野々口 賢三 669-2441 兵庫県丹波篠山市日置398 795562267 丹波(丹健)第27-9 平成30年7月30日 令和6年8月31日 昭和57年7月28日
000028 8000114016 篠山ビーフ　西村牧場 669-2446 丹波篠山市八上上132-1 795562829 食肉処理業 一般 西村 敏雄 丹波(丹健)第26-3 令和1年10月24日 令和7年11月30日 平成4年11月19日
000028 8000114017 篠山ビーフ　西村牧場 669-2446 丹波篠山市八上上132-1 795562829 食肉販売業 一般 西村 敏雄 丹波(丹健)第27-14 令和1年10月24日 令和7年11月30日 平成4年11月19日
000028 8000114018 篠山ビーフ　西村牧場 669-2446 丹波篠山市八上上132-1 795562829 飲食店営業(4)その他 一般 西村 敏雄 丹波(丹健)第1-149 令和1年10月24日 令和7年11月30日 平成4年11月19日
000028 8000114028 ﾍﾞﾙｸﾞﾘｰﾝｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ ﾚｽﾄﾗﾝ 669-2511 丹波篠山市本明谷65-3 795580485 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場2-3-3 丹波(丹健)第1-178 令和3年11月8日 令和9年11月30日 令和3年11月8日
000028 8000114040 フードショップ小畠 669-2513 丹波篠山市福住1455-5 795570041 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社　フードショップ小畠 代表取締役 小畠 功 669-2513 兵庫県丹波篠山市福住1455-5 795570041 丹波(丹健)第1-132 平成29年10月25日 令和5年11月30日 昭和61年11月5日
000028 8000114041 フードショップ小畠 669-2513 丹波篠山市福住1455-5 795570041 魚介類販売業 一般 有限会社　フードショップ小畠 代表取締役 小畠 功 669-2513 兵庫県丹波篠山市福住1455-5 795570041 丹波(丹健)第29-12 平成29年10月25日 令和5年11月30日 昭和61年11月5日
000028 8000114042 有限会社　萬半 669-2513 丹波篠山市福住333 795570019 そうざい製造業 一般 有限会社萬半 代表取締役 山取 重之 669-2513 兵庫県丹波篠山市福住333 795570019 丹波(丹健)第6-1 令和5年4月17日 令和11年5月31日 令和5年4月17日
000028 8000114043 有限会社　萬半 669-2513 丹波篠山市福住333 795570019 みそ又はしょうゆ製造業 一般 有限会社萬半 代表取締役 山取 重之 669-2513 兵庫県丹波篠山市福住333 795570019 丹波(丹健)第8-2 令和5年4月17日 令和11年5月31日 令和5年4月17日
000028 8000114045 たなか 669-2513 丹波篠山市福住403-5 795570003 飲食店営業(4)その他 一般 田中 伊津子 丹波(丹健)第1-70 平成30年7月27日 令和6年8月31日 昭和50年6月5日
000028 8000114046 田中精肉店 669-2513 丹波篠山市福住403-5 795570003 食肉販売業 一般 田中 伊津子 丹波(丹健)第27-19 令和2年10月19日 令和8年11月30日 平成1年11月17日
000028 8000114047 田中精肉店 669-2513 丹波篠山市福住132-1 795570003 食肉処理業 一般 田中 伊津子 丹波(丹健)第26-3 令和2年8月7日 令和8年8月31日 平成7年7月7日
000028 8000114066 うおけん 669-2545 丹波篠山市小田中13-2 795580025 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 岸本 圭一 丹波(丹健)第1-212 令和4年11月25日 令和10年11月30日 令和4年11月25日
000028 8000114086 鳳鳴カントリークラブレストラン 669-2612 丹波篠山市立金55-2 795580965 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場2-3-3 丹波(丹健)第1-219 平成30年2月15日 令和6年2月29日 平成4年2月28日
000028 8000114089 篠山ゴルフ倶楽部 669-2616 丹波篠山市奥山字是次45-1 795580341 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社篠山ゴルフ倶楽部 代表取締役 吉田 明倫 669-2616 兵庫県丹波篠山市奥山字是次45-1 795580341 丹波(丹健)第1-238 令和4年2月16日 令和10年2月29日 令和4年2月16日
000028 8000114090 レストハウス風の夢 669-2701 丹波篠山市川阪613 795920539 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山﨑 玄夫 丹波(丹健)第1-195 令和2年11月18日 令和8年11月30日 平成8年11月29日
000028 8000114106 森本屋 669-2703 丹波篠山市桑原476-1 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 谷掛 加津一 丹波(丹健)第1-45 令和4年5月12日 令和10年5月31日 令和4年5月12日
000028 8000114114 橋本商店 669-2704 丹波篠山市遠方59-1 豆腐製造業 一般 橋本 恵實子 丹波(丹健)第12-1 令和4年8月17日 令和10年8月31日 令和4年8月17日
000028 8000114124 銀のスプｰン 669-2711 丹波篠山市栗柄24-1 795931303 飲食店営業(4)その他 一般 宮城 冨士子 丹波(丹健)第1-134 平成29年10月26日 令和5年11月30日 平成11年11月15日
000028 8000114133 宝魚園 669-2725 丹波篠山市川北新田52 795931341 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社宝魚園 代表取締役 田中 義治 669-2725 兵庫県丹波篠山市川北新田52 795931341 丹波(丹健)第1-165 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 8000114155 FOOD SHOP いじり 669-2733 丹波篠山市下板井437 795930003 飲食店営業(4)その他 一般 井尻 克哉 丹波(丹健)第1-174 令和3年11月5日 令和9年11月30日 令和3年11月5日
000028 8000114156 FOOD SHOP いじり 669-2733 丹波篠山市下板井437 795930003 魚介類販売業 一般 井尻 克哉 丹波(丹健)第29-6 令和3年11月5日 令和9年11月30日 令和3年11月5日
000028 8000114161 森本屋 669-2734 丹波篠山市宮田441 795930004 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西田 修 丹波(丹健)第1-177 令和3年11月5日 令和9年11月30日 令和3年11月5日
000028 8000114164 ベルハウス　ウオショウ 669-2734 丹波篠山市宮田438 795930022 魚介類販売業 一般 株式会社ウッドベルハウス 代表取締役 堀口 真吾 671-2576 兵庫県宍粟市山崎町鹿沢232 790628631 丹波(丹健)第29-9 令和2年8月12日 令和8年8月31日 平成6年8月30日
000028 8000114199 バラエティミート西紀　古市店 669-2103 丹波篠山市波賀野906 795951281 食肉販売業 一般 株式会社多紀ミート 代表取締役 酒井 正徳 669-2723 兵庫県丹波篠山市口阪本375-1 795931223 丹波(丹健)第27-8 令和3年11月10日 令和9年11月30日 令和3年11月10日
000028 8000114203 ひわだ商店 669-2103 丹波篠山市波賀野670 795950031 飲食店営業(4)その他 一般 檜田 昌秀 丹波(丹健)第1-181 令和3年11月10日 令和9年11月30日 令和3年11月10日
000028 8000114212 槇家 669-2106 丹波篠山市牛ヶ瀬606-3 795943933 飲食店営業(4)その他 一般 酒井 正行 丹波(丹健)第1-16 平成31年4月22日 令和7年5月31日 平成5年4月14日
000028 8000114216 たけや 669-2113 丹波篠山市草野東山19-1 795950159 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡村 隆司 丹波(丹健)第1-108 令和2年8月4日 令和8年8月31日 昭和63年6月16日
000028 8000114222 開生堂 669-2122 丹波篠山市波賀野新田113-13 795950678 魚介類販売業 一般 酒井 美也子 丹波(丹健)第29-17 平成30年1月31日 令和6年2月29日 昭和56年12月28日
000028 8000114237 咲楽荘 669-2202 丹波篠山市東吹976-1 795902121 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-0005 東京都千代田区丸の内2-7-3 332873611 丹波(丹健)第1-92 平成30年8月7日 令和6年8月31日 平成12年6月30日
000028 8000114241 岡本病院 669-2202 丹波篠山市東吹1015-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-0005 東京都千代田区丸の内2-7-3 332873611 丹波(丹健)第1-42 令和4年5月12日 令和10年5月31日 令和4年5月12日
000028 8000114248 クラブ観音 669-2202 丹波篠山市東吹1142-1 795944024 飲食店営業(4)その他 一般 酒井 鈴子 丹波(丹健)第1-185 令和3年11月15日 令和9年11月30日 令和3年11月15日
000028 8000114253 ロッヂ　Ｓ.Ｐ.Ｈ 669-2202 丹波篠山市東吹956-1 795942093 飲食店営業(3)旅館 一般 稲山 圭吾 丹波(丹健)第1-75 令和4年7月12日 令和10年8月31日 令和4年7月12日
000028 8000114275 三田屋篠山インター店 669-2202 丹波篠山市東吹字飛地ノ坪1815-1 795902688 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　三田屋 代表取締役 廣岡 揮八郎 651-1321 兵庫県神戸市北区有野台4-29-5 789031333 丹波(丹健)第1-32 平成30年5月9日 令和6年5月31日 平成12年4月27日
000028 8000114289 （株）おゝみや丹南店 669-2203 丹波篠山市吹新131 795942498 食肉販売業 一般 株式会社おゝみや 代表取締役 大見 春樹 669-2335 兵庫県丹波篠山市乾新町40 795520352 丹波(丹健)第27-30 令和3年1月26日 令和9年2月28日 平成5年12月9日
000028 8000114308 美幸 669-2204 丹波篠山市杉271-3 795941851 飲食店営業(4)その他 一般 西村 栄美子 丹波(丹健)第1-125 令和2年8月24日 令和8年8月31日 平成8年8月9日
000028 8000114312 石焼工房　四旬 669-2204 丹波篠山市杉264 795941888 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松尾 和典 丹波(丹健)第1-180 令和1年11月12日 令和7年11月30日 昭和62年9月28日
000028 8000114317 バザールタウン篠山 669-2204 丹波篠山市杉265 795943000 魚介類販売業 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0045 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第29-14 令和2年11月24日 令和8年11月30日 平成5年11月25日
000028 8000114318 バザールタウン篠山 669-2204 丹波篠山市杉265 795943000 食肉販売業 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0045 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第27-25 令和2年11月24日 令和8年11月30日 平成5年11月25日
000028 8000114319 花ふじ 669-2204 丹波篠山市杉265 795943000 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第1-199 令和2年11月24日 令和8年11月30日 平成5年11月25日
000028 8000114329 ふれあい 669-2205 丹波篠山市網掛301 795941117 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人丹波篠山市社会福祉協議会 会長 前田 公幸 669-2205 兵庫県丹波篠山市網掛301 795901112 丹波(丹健)第1-51 令和4年5月16日 令和10年5月31日 令和4年5月16日
000028 8000114334 喫茶スナック　幸子 669-2205 丹波篠山市網掛337-1-105 795943986 飲食店営業(4)その他 一般 畑井 美津子 丹波(丹健)第1-175 令和3年11月5日 令和9年11月30日 令和3年11月5日
000028 8000114387 レストラン　パラパラ 669-2213 丹波篠山市中野79-1 795901333 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社サンデー 代表取締役 山下 由晶 669-2213 兵庫県丹波篠山市中野76-4 795942611 丹波(丹健)第1-153 平成30年11月14日 令和6年11月30日 平成12年9月19日
000028 8000114388 花ぶどう 669-2213 丹波篠山市中野76-4 795942613 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社サンデー 代表取締役 山下 由晶 669-2213 兵庫県丹波篠山市中野76-4 795942613 丹波(丹健)第1-238 令和5年1月23日 令和11年2月28日 令和5年1月23日
000028 8000114389 旨いもん屋　さんでー 669-2213 丹波篠山市中野76-4 795942613 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社サンデー 代表取締役 山下 由晶 669-2213 兵庫県丹波篠山市中野76-4 795942613 丹波(丹健)第1-203 令和4年11月17日 令和10年11月30日 令和4年11月17日
000028 8000114398 丹南茶寮 669-2214 丹波篠山市味間新92-4 795901020 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鷲尾 浩司 丹波(丹健)第1-91 平成30年8月7日 令和6年8月31日 平成12年6月9日
000028 8000114399 ふじわら 669-2214 丹波篠山市味間新12-1 795941037 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 充洋 丹波(丹健)第1-45 令和2年5月19日 令和8年5月31日 平成5年5月10日
000028 8000114410 やまゆ 669-2221 丹波篠山市西古佐954-4 795940803 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社　河南勇商店 河南 直樹 669-2221 兵庫県丹波篠山市西古佐954-4 795940803 丹波(丹健)第1-168 平成29年11月9日 令和5年11月30日 平成11年10月7日



000028 8000114420 肉の文 669-2223 丹波篠山市味間奥458 795942324 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 丹波田中畜産株式会社 田中 克一 669-2223 兵庫県丹波篠山市網掛403-2 795942919 丹波(丹健)第1-114 令和4年8月5日 令和10年8月31日 令和4年8月5日
000028 8000114442 酒井七福堂 669-2451 丹波篠山市北175 795940673 菓子製造業 一般 酒井 均 丹波(丹健)第3-62 令和4年1月31日 令和10年2月29日 令和4年1月31日
000028 8000114443 山本 669-2452 丹波篠山市野中330-15 795945988 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 山本 一夫 丹波(丹健)第1-194 平成31年2月4日 令和7年2月28日 平成13年2月20日
000028 8000114484 とり庄 669-2823 丹波篠山市大山下1192-1 795960657 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 章滋 丹波(丹健)第1-118 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 8000114501 そのだや 669-2825 丹波篠山市北野新田113-2 795960011 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 園田 守 丹波(丹健)第1-158 令和1年10月28日 令和7年11月30日 昭和62年11月25日
000028 8000114503 そのだや 669-2825 丹波篠山市北野新田113-2 795960011 魚介類販売業 一般 園田 守 丹波(丹健)第29-10 令和1年10月28日 令和7年11月30日 昭和62年11月25日
000028 8000114526 ユニトピアささやま露店Ａ 669-2356 丹波篠山市矢代231-1 795525222 飲食店営業(4)その他 露店 パナソニックグループ労働組合連合会 福澤 邦治 571-0050 大阪府門真市大字門真1006 669029620 丹波(丹健)第1-107 令和2年8月4日 令和7年8月31日 平成12年8月14日
000028 8000114534 獅子銀 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 有限会社獅子銀 代表取締役 溝畑 敏樹 669-1339 兵庫県三田市テクノパーク18-13 795607575 丹波(丹健)第1-175 令和2年11月4日 令和7年11月30日 平成12年10月14日
000028 8000114536 丹波篠山市商工会　丹南分所 000-0000 丹波篠山市内・丹波市内 795941120 飲食店営業(4)その他 露店 丹波篠山市商工会 会長 田中 義治 669-2331 兵庫県丹波篠山市二階町58-2 795541678 丹波(丹健)第1-158 令和2年10月23日 令和7年11月30日 平成12年9月29日
000028 8000114539 淡水魚ささやま、山肉おおまえ 000-0000 丹波篠山市、三田市、丹波市 飲食店営業(4)その他 露店 大前 修一 丹波(丹健)第1-127 令和1年8月29日 令和6年8月31日 平成11年8月13日
000028 8000114540 東門フーズ（露店） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 東門 隆夫 丹波(丹健)第1-124 令和1年8月22日 令和6年8月31日 平成11年8月13日
000028 8000114547 丹波篠山市商工会（いのしし丸焼き） 000-0000 丹波篠山市内 795541678 飲食店営業(4)その他 露店 丹波篠山市商工会 会長 田中 義治 669-2331 兵庫県丹波篠山市二階町58-2 795541678 丹波(丹健)第1-157 令和2年10月23日 令和7年11月30日 平成12年10月7日
000028 8000114552 ふるさと味工房　しつかわ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 農事組合法人後川特産物加工組合 代表理事組合長 倉 敏司 669-2422 兵庫県丹波篠山市後川上7 795562866 丹波(丹健)第1-14 令和2年4月20日 令和7年5月31日 平成12年5月2日
000028 8000114577 ユニトピアささやま　模擬店Ｂ 000-0000 篠山市内 795525222 飲食店営業(4)その他 露店 パナソニックグループ労働組合連合会 福澤 邦治 571-0050 大阪府門真市大字門真1006 669029620 丹波(丹健)第1-82 平成30年8月2日 令和5年8月31日 昭和62年7月23日
000028 8000114579 有限会社　グリーンファームささやま 669-2542 丹波篠山市細工所117 795545500 飲食店営業(4)その他 露店 有限会社　グリーンファームささやま 代表取締役 関口 惠士 669-2446 兵庫県丹波篠山市細工所117 795545500 丹波(丹健)第1-96 令和1年7月31日 令和6年8月31日 平成11年6月25日
000028 8000114583 お菓子の里丹波　本館 669-2202 丹波篠山市東吹416 795902133 菓子製造業 露店 原田 太七郎 丹波(丹健)第3-34 平成30年8月2日 令和5年8月31日 平成10年7月24日
000028 8000114644 四季の朝市加工所 669-2224 丹波篠山市味間北29-1 795941317 菓子製造業 一般 丹波(丹健)第3-2 平成31年4月10日 令和7年5月31日 平成13年3月27日
000028 8000114649 おか本 669-2341 丹波篠山市郡家784 795520750 飲食店営業(4)その他 一般 岡本 隆之 丹波(丹健)第1-36 令和1年5月10日 令和7年5月31日 平成13年5月2日
000028 8000114686 バザールタウン篠山 鮮魚 焼き魚 669-2204 丹波篠山市杉265 795943000 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0045 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第1-95 令和1年7月29日 令和7年8月31日 平成13年6月28日
000028 8000114694 ホテルパラディゾ 669-2736 丹波篠山市西木之部1-2 795931507 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社パラソル 代表取締役 濱本 元弘 669-2736 兵庫県丹波篠山市西木之部1-2 795931507 丹波(丹健)第1-111 令和1年8月13日 令和7年8月31日 平成13年7月5日
000028 8000114699 オータニ「モンゴルの里」 669-2704 丹波篠山市遠方石ン堂41-1草山温泉観音湯構内 795920051 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 卜部 智津香 丹波(丹健)第1-120 令和1年8月21日 令和7年8月31日 平成13年7月17日
000028 8000114713 シフォン大野 669-2353 丹波篠山市野尻22-5 795523457 菓子製造業 一般 大野 隆子 丹波(丹健)第3-45 令和1年10月28日 令和7年11月30日 平成13年9月4日
000028 8000114714 舞鶴鮮魚店 669-2513 丹波篠山市福住367-103 795571600 魚介類販売業 一般 江原 勝也 丹波(丹健)第29-13 令和1年11月5日 令和7年11月30日 平成13年9月10日
000028 8000114716 コヤ麺 669-2343 丹波篠山市風深75-1 795525012 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西本 圭 丹波(丹健)第1-176 令和1年11月6日 令和7年11月30日 平成13年9月18日
000028 8000114718 四季の朝市加工所 669-2224 丹波篠山市味間北29-1 795941317 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 丹波(丹健)第1-170 令和1年11月6日 令和7年11月30日 平成13年9月20日
000028 8000114736 ガチャピン 669-2345 丹波篠山市東岡屋80-1　石田第2ビル1-5 795525868 飲食店営業(4)その他 一般 長澤 忍 丹波(丹健)第1-236 令和2年2月7日 令和8年2月28日 平成13年12月18日
000028 8000114751 丹波篠山菓子本舗 669-2713 丹波篠山市倉本205 菓子製造業 一般 有限会社丹波篠山菓子本舗 代表取締役 泉 雄二 669-2713 兵庫県丹波篠山市倉本205 丹波(丹健)第3-74 令和4年2月17日 令和10年2月29日 令和4年2月17日
000028 8000114767 山内商店 669-2702 丹波篠山市本郷28-1 795920006 魚介類販売業 一般 山内 平三 丹波(丹健)第29-13 平成31年1月31日 令和7年2月28日 平成14年2月27日
000028 8000114769 和  なごみ 669-2324 丹波篠山市東新町106-5 795521258 飲食店営業(4)その他 一般 森口 直彦 丹波(丹健)第1-42 令和2年5月14日 令和8年5月31日 平成14年3月1日
000028 8000114784 食工房　楽郷 669-2205 丹波篠山市網掛326-5 795943589 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 珍齊 馨 丹波(丹健)第1-52 令和2年5月25日 令和8年5月31日 平成14年3月20日
000028 8000114788 一休庵 669-2337 丹波篠山市山内町78-2 795541930 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 東洋物産工業株式会社 代表取締役 東　孝次 673-0443 兵庫県三木市別所町巴21-1 794830007 丹波(丹健)第1-13 令和2年4月20日 令和8年5月31日 平成14年3月25日
000028 8000114789 一休庵 669-2337 丹波篠山市山内町78-2 795541930 菓子製造業 一般 東洋物産工業株式会社 代表取締役 東　孝次 673-0443 兵庫県三木市別所町巴21-1 794830007 丹波(丹健)第3-3 令和2年4月20日 令和8年5月31日 平成14年3月25日
000028 8000114790 スマイルカフェ　ふわり 669-2314 丹波篠山市東沢田240-1 795541567 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人わかたけ福祉会 理事長 明山 重則 669-2316 兵庫県丹波篠山市沢田120-3 795522909 丹波(丹健)第1-51 令和2年5月26日 令和8年5月31日 平成14年3月26日
000028 8000114791 社会福祉法人 わかたけ福祉会  パン工房 ワーキングたんば 669-2314 丹波篠山市東沢田240-1 795541567 菓子製造業 一般 社会福祉法人わかたけ福祉会 理事長 上田 良範 669-2316 兵庫県丹波篠山市沢田120-3 795522909 丹波(丹健)第3-15 令和2年5月26日 令和8年5月31日 平成14年3月26日
000028 8000115063 有限会社　萬半 669-2513 丹波篠山市福住192-1 795570019 漬物製造業 一般 有限会社萬半 代表取締役 山取 重之 669-2513 兵庫県丹波篠山市福住333 795570019 丹波(丹健)第9-2 令和5年4月17日 令和11年5月31日 令和5年4月17日
000028 8000115343 大手食堂　仕出し部 669-2331 丹波篠山市二階町58-4 795520660 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社大手 代表取締役 橋本 暢之 669-2331 兵庫県丹波篠山市二階町71 795520660 丹波(丹健)第1-10 令和2年4月20日 令和8年5月31日 平成14年5月24日
000028 8000115363 メイプルカフェ 669-2324 丹波篠山市東新町136 795524367 飲食店営業(4)その他 一般 西山 康夫 丹波(丹健)第1-90 令和2年7月21日 令和8年8月31日 平成14年8月6日
000028 8000115371 猪屋　けん 669-2124 丹波篠山市不来坂1-1 795950513 食肉販売業 一般 吉良 健二 丹波(丹健)第27-13 令和2年8月4日 令和8年8月31日 平成14年8月19日
000028 8000115372 猪屋　けん 669-2124 丹波篠山市不来坂1-1 795950513 食肉処理業 一般 吉良 健二 丹波(丹健)第26-2 令和2年8月4日 令和8年8月31日 平成14年8月19日
000028 8000115383 お食事処　あっちゃん 669-2221 丹波篠山市西古佐926-1 795942326 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森 正章 丹波(丹健)第1-159 令和2年10月22日 令和8年11月30日 平成14年9月2日
000028 8000115387 ふれあいセンター 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 社会福祉法人わかたけ福祉会 理事長 明山 重則 669-2314 兵庫県丹波篠山市沢田120-3 795541566 丹波(丹健)第1-172 令和4年11月8日 令和9年11月30日 令和4年11月8日
000028 8000115402 大手食堂 669-2331 丹波篠山市二階町55-1 795520660 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社大手 代表取締役 橋本 暢之 669-2331 兵庫県丹波篠山市二階町71 795542777 丹波(丹健)第1-153 令和2年10月22日 令和8年11月30日 平成14年10月31日
000028 8000115434 森井料理店 669-2221 丹波篠山市西古佐1037-3 795942123 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 森井 浩和 丹波(丹健)第1-230 令和3年1月29日 令和9年2月28日 平成15年2月14日
000028 8000115452 美沙 669-2321 丹波篠山市黒岡42 飲食店営業(4)その他 一般 加賀野 充雄 丹波(丹健)第1-34 令和3年4月30日 令和9年5月31日 平成15年3月25日
000028 8000115454 磁枇絵 669-2723 丹波篠山市口阪本375-1 795931223 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社多紀ミート 代表取締役 酒井 正徳 669-2723 兵庫県丹波篠山市口阪本375-1 795931223 丹波(丹健)第1-32 令和3年4月27日 令和9年5月31日 平成15年4月4日
000028 8000115455 ミート西紀 669-2723 丹波篠山市口阪本375-1 795931223 食肉販売業 一般 株式会社多紀ミート 代表取締役 酒井 正徳 669-2723 兵庫県丹波篠山市口阪本375-1 795931223 丹波(丹健)第27-1 令和3年4月27日 令和9年5月31日 平成15年4月4日
000028 8000115456 ミート西紀 669-2723 丹波篠山市口阪本375-1 795931223 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社多紀ミート 代表取締役 酒井 正徳 669-2723 兵庫県丹波篠山市口阪本375-1 795931223 丹波(丹健)第1-31 令和3年4月27日 令和9年5月31日 平成15年4月4日
000028 8000115476 有限会社デカンショ村 669-2321 丹波篠山市黒岡207-1 795526316 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社デカンショ村 代表取締役 安田 和典 669-2335 兵庫県丹波篠山市乾新町148 795526316 丹波(丹健)第1-65 令和3年5月24日 令和9年5月31日 平成15年5月20日
000028 8000115504 丹波ひろし歌謡ホール 669-2213 丹波篠山市中野76-4 795944334 飲食店営業(4)その他 一般 酒井 佳幸 丹波(丹健)第1-123 令和3年8月6日 令和9年8月31日 令和3年8月6日
000028 8000115507 ローソン篠山南矢代店 669-2102 丹波篠山市南矢代496-2 795951317 飲食店営業(4)その他 一般 土井 行雄 丹波(丹健)第1-96 平成29年8月10日 令和6年8月31日 平成15年6月23日
000028 8000115512 ミミちゃん 669-2135 丹波篠山市今田町上立杭363-1 795972102 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 清水 久美子 丹波(丹健)第1-128 令和3年8月12日 令和9年8月31日 令和3年8月12日
000028 8000115538 三福 669-2331 丹波篠山市二階町44 795528788 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大上 美紀代 丹波(丹健)第1-184 令和3年11月12日 令和9年11月30日 令和3年11月12日
000028 8000115539 三福 669-2331 丹波篠山市二階町44 795528788 飲食店営業(4)その他 露店 大上 美紀代 丹波(丹健)第1-147 平成30年11月1日 令和5年11月30日 平成15年10月6日
000028 8000115562 タキヤ紋菓 669-2431 丹波篠山市八上下66-1 795523117 菓子製造業 一般 丹波(丹健)第3-52 令和3年1月26日 令和9年2月28日 平成15年12月24日
000028 8000115565 こんだ薬師温泉ぬくもりの郷旬菜千味さぎ草 669-2153 丹波篠山市今田町今田新田21-10 795903377 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社夢こんだ 代表取締役社長 杉尾 吉弘 669-2153 兵庫県丹波篠山市今田町今田新田21-10 795903377 丹波(丹健)第1-237 令和4年2月14日 令和10年2月29日 令和4年2月14日
000028 8000115566 こんだ薬師温泉ぬくもりの郷ぬくもり亭 669-2153 丹波篠山市今田町今田新田21-10 795903377 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社夢こんだ 代表取締役社長 杉尾 吉弘 669-2153 兵庫県丹波篠山市今田町今田新田21-10 795903377 丹波(丹健)第1-236 令和4年2月14日 令和10年2月29日 令和4年2月14日
000028 8000115567 こんだ薬師温泉ぬくもりの郷催事コーナー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 795903377 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社　夢こんだ 代表取締役社長 杉尾 吉弘 669-2153 兵庫県丹波篠山市今田町今田新田21-10 795903377 丹波(丹健)第1-192 平成31年2月5日 令和6年2月29日 平成16年1月14日
000028 8000115576 シャンベリーカフェ 669-2113 丹波篠山市草野262-1 795951858 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 赤井 壽美 丹波(丹健)第1-234 令和4年2月14日 令和10年2月29日 令和4年2月14日
000028 8000115620 ユニトピアささやま  ﾚｲｸﾌﾟﾗｻﾞ　ﾚｽﾄﾗﾝ 669-2356 丹波篠山市矢代231-1 795525222 飲食店営業(3)旅館 一般 パナソニックグループ労働組合連合会 福澤 邦治 571-0050 大阪府門真市大字門真1006 669029620 丹波(丹健)第1-39 平成30年5月14日 令和7年5月31日 平成16年3月16日
000028 8000115638 小値賀屋　うとちゃん 669-2331 丹波篠山市二階町11-1 飲食店営業(4)その他 露店 長谷部 肇 丹波(丹健)第1-18 平成31年4月24日 令和6年5月31日 平成16年4月6日
000028 8000115641 ユニトピアささやま　フラワー公園ﾗｳﾝｼﾞ 669-2356 丹波篠山市矢代231-1 795525222 飲食店営業(4)その他 露店 パナソニックグループ労働組合連合会 福澤 邦治 571-0050 大阪府門真市大字門真1006 669029620 丹波(丹健)第1-37 令和1年5月13日 令和6年5月31日 平成16年4月9日
000028 8000115655 カントリー・ハウス 669-2462 丹波篠山市真南条上947-11 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大野 明美 丹波(丹健)第1-43 令和4年5月12日 令和10年5月31日 令和4年5月12日
000028 8000115657 やい亭　篠山店 669-2202 丹波篠山市東吹365-１ 795902989 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 氷上酒販株式会社 代表取締役 荻野 繁 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原3046 795720274 丹波(丹健)第1-9 令和4年4月19日 令和10年5月31日 令和4年4月19日
000028 8000115686 牛屋たなか 669-2202 丹波篠山市東吹飛地ノ坪1818-9 795901133 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 丹波田中畜産株式会社 代表取締役 田中 克一 669-2205 兵庫県丹波篠山市網掛403-2 795942919 丹波(丹健)第1-113 令和4年8月5日 令和10年8月31日 令和4年8月5日
000028 8000115687 肉の文 669-2205 丹波篠山市網掛403-2 795942919 食肉販売業 一般 丹波田中畜産株式会社 代表取締役 田中 克一 669-2205 兵庫県丹波篠山市網掛403-2 795942919 丹波(丹健)第23-9 令和4年8月8日 令和10年8月31日 令和4年8月8日
000028 8000115697 ユニトピアささやま　やすらぎ庵 669-2356 丹波篠山市矢代231-1 795525222 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 パナソニックグループ労働組合連合会 福澤 邦治 571-0050 大阪府門真市大字門真1006 669029301 丹波(丹健)第1-206 令和4年11月22日 令和10年11月30日 令和4年11月22日
000028 8000115700 清明堂　藤岡工場 669-2368 丹波篠山市藤岡口90-1 795523071 菓子製造業 一般 株式会社　清明堂 代表取締役 669-2331 兵庫県丹波篠山市二階町59 795520159 丹波(丹健)第3-51 平成30年11月1日 令和7年11月30日 平成16年10月12日
000028 8000115722 めん六や兵庫篠山店 669-2455 丹波篠山市宇土字一丁突田ノ坪406 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社日本ヒュウマップ 代表取締役 川野 創平 116-0013 東京都荒川区西日暮里5-15-7 338028141 丹波(丹健)第1-258 令和5年2月17日 令和12年2月28日 令和5年2月17日
000028 8000115747 バザールタウン篠山 669-2204 丹波篠山市杉265 795943000 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0045 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第1-29 令和5年4月28日 令和12年5月31日 令和5年4月28日
000028 8000115765 スナック　ココ 669-3309 丹波市柏原町柏原1173 795721900 飲食店営業(4)その他 一般 里見 喜世美 丹波(丹健)第1-12 平成29年4月26日 令和5年5月31日 平成17年4月21日
000028 8000115803 丹波市商工会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 丹波市商工会 会長 篠倉 庸良 669-3601 兵庫県丹波市氷上町成松140-7 795823476 丹波(丹健)第1-95 令和2年7月27日 令和7年8月31日 平成17年6月13日
000028 8000115807 ＷＡＮＴ 000-0000 丹波篠山市内及び丹波市内 飲食店営業(4)その他 露店 西垣 浩美 丹波(丹健)第1-101 令和2年7月29日 令和7年8月31日 平成17年6月24日
000028 8000115822 うどんそば処千城 669-4141 丹波市春日町黒井2236-1 795740901 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 荻野 憲夫 丹波(丹健)第1-87 平成29年7月26日 令和5年8月31日 平成17年7月13日
000028 8000115833 はづき 669-3311 丹波市柏原町母坪396-1 795730006 飲食店営業(4)その他 一般 村田 英子 丹波(丹健)第1-89 平成29年7月27日 令和5年8月31日 平成17年7月28日
000028 8000115835 兵庫県立篠山産業高等学校　食品加工室 669-2341 丹波篠山市郡家403-1 795521194 飲食店営業(4)その他 一般 兵庫県立篠山産業高等学校 校長 大久保 隆 669-2341 兵庫県丹波篠山市郡家403-1 795521194 丹波(丹健)第1-95 平成29年8月10日 令和5年8月31日 平成17年8月1日
000028 8000115838 特産館ささやま 669-2321 丹波篠山市黒岡70-1 795523386 アイスクリーム類製造業 一般 丹波ささやま農業協同組合 代表理事組合長 澤本 辰夫 669-2212 兵庫県丹波篠山市大沢438-1 795941121 丹波(丹健)第20-2 平成29年8月10日 令和5年8月31日 平成17年8月3日
000028 8000115851 株式会社　阪本屋 669-2323 丹波篠山市立町101-1 795521018 めん類製造業 一般 株式会社　阪本屋 代表取締役 阪本 和成 669-2323 兵庫県丹波篠山市立町101-1 795521018 丹波(丹健)第17-3 平成29年8月10日 令和5年8月31日 平成17年8月23日
000028 8000115856 ローソン春日インター店 669-4132 丹波市春日町野村2109-1 795740800 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ワイズコーポレーション 代表取締役 薮野 義昌 669-3603 兵庫県丹波市氷上町西中81-1 795821458 丹波(丹健)第1-88 平成29年7月26日 令和6年8月31日 平成17年8月30日
000028 8000115864 かつべえ 669-3309 丹波市柏原町柏原5264 飲食店営業(4)その他 一般 中尾 勝志 丹波(丹健)第1-162 平成29年11月7日 令和5年11月30日 平成17年9月6日
000028 8000115870 農産加工所　こばやし 669-2162 丹波篠山市今田町黒石165-25 菓子製造業 一般 小林 悦子 丹波(丹健)第3-52 平成29年11月14日 令和5年11月30日 平成17年9月26日
000028 8000115874 株式会社　やながわ加工場 669-4124 丹波市春日町野上野889-1 795740123 そうざい製造業 一般 株式会社　やながわ 代表取締役 柳川 拓三 669-4124 兵庫県丹波市春日町野上野209-1 795740010 丹波(丹健)第9-9 平成29年11月14日 令和5年11月30日 平成17年9月26日
000028 8000115887 園味 000-0000 丹波篠山市 飲食店営業(4)その他 露店 桑山 雅子 丹波(丹健)第1-196 令和2年11月18日 令和7年11月30日 平成17年10月4日
000028 8000115896 野花佃煮 669-4124 丹波市春日町野上野781 795740305 そうざい製造業 一般 野花 朋紀 丹波(丹健)第9-10 平成29年11月27日 令和5年11月30日 平成17年10月12日
000028 8000115899 丹波田中畜産㈱ 000-0000 丹波篠山市 飲食店営業(4)その他 露店 丹波田中畜産株式会社 代表取締役 田中 克一 669-2205 兵庫県丹波篠山市網掛403-2 795942919 丹波(丹健)第1-190 令和2年11月16日 令和7年11月30日 平成17年10月14日
000028 8000115902 若駒錦州亭 669-3612 丹波市氷上町長野296-1 795828289 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　若駒 代表取締役 堂口 裕 669-3461 兵庫県丹波市氷上町市辺200-1 795824545 丹波(丹健)第1-138 平成29年10月26日 令和5年11月30日 平成17年10月21日
000028 8000115910 ハイマート佐仲 669-2731 丹波篠山市小坂459-3 795930888 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社　いわや 代表取締役 岩本 政子 669-2301 兵庫県丹波篠山市火打岩495-1 795520702 丹波(丹健)第1-128 平成29年10月20日 令和5年11月30日 平成17年11月8日
000028 8000115911 そばんち 669-4323 丹波市市島町梶原125 795789505 飲食店営業(4)その他 一般 佐藤 勉 丹波(丹健)第1-144 平成29年11月1日 令和5年11月30日 平成17年11月8日
000028 8000115914 せんぬき家 669-2345 丹波篠山市東岡屋80-1 795527177 飲食店営業(4)その他 一般 大東 保 丹波(丹健)第1-176 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成17年11月21日
000028 8000115919 居酒屋　とりあえず。 669-3601 丹波市氷上町成松518-2D 795826969 飲食店営業(4)その他 一般 岩谷 朋浩 丹波(丹健)第1-139 平成29年10月26日 令和5年11月30日 平成17年11月30日
000028 8000115922 サンテ 669-2455 丹波篠山市宇土372-1株式会社レック　篠山営業所内 795942041 喫茶店営業 一般 株式会社　レック 代表取締役 高橋 泉 669-1529 兵庫県三田市中央町4-5 795620909 丹波(丹健)第2-67 平成30年2月15日 令和6年2月29日 平成17年12月2日
000028 8000115965 ファミリーマート　柏原南多田店 669-3309 丹波市柏原町柏原2672-1 795702232 飲食店営業(4)その他 一般 河津 俊男 丹波(丹健)第1-198 平成30年1月19日 令和6年2月29日 平成18年1月5日
000028 8000115982 岡田八郎商店 669-3309 丹波市柏原町柏原171 795720331 菓子製造業 一般 上田 昌美 丹波(丹健)第3-57 平成30年1月19日 令和6年2月29日 平成18年2月7日
000028 8000115988 稲次農園 669-3466 丹波市氷上町稲継365-1 795825035 菓子製造業 一般 稲次 つる代 丹波(丹健)第3-60 平成30年2月13日 令和6年2月29日 平成18年2月16日
000028 8000116006 スナック　Ｂｌｅｓｓ 669-3311 丹波市柏原町母坪396-1 795730366 飲食店営業(4)その他 一般 安田 千栄子 丹波(丹健)第1-45 平成30年5月16日 令和6年5月31日 平成18年3月6日
000028 8000116010 ロザリアン　カフェ　ミロ 669-2436 丹波篠山市池上569 795523614 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社篠山自動車教習所 代表取締役 小河 吉彦 669-2436 兵庫県丹波篠山市池上569 795520815 丹波(丹健)第1-24 平成30年5月7日 令和6年5月31日 平成18年3月20日
000028 8000116027 道の駅｢丹波おばあちゃんの里｣ 669-4131 丹波市春日町七日市710 795703001 菓子製造業 一般 丹波ふるさと振興株式会社 代表取締役 柳川 拓三 669-4131 兵庫県丹波市春日町七日市710 795703001 丹波(丹健)第3-5 平成30年4月24日 令和6年5月31日 平成18年3月28日
000028 8000116028 道の駅｢丹波おばあちゃんの里｣ 669-4131 丹波市春日町七日市710 795703001 あん類製造業 一般 丹波ふるさと振興株式会社 代表取締役 柳川 拓三 669-4131 兵庫県丹波市春日町七日市710 795703001 丹波(丹健)第4-1 平成30年4月24日 令和6年5月31日 平成18年3月28日
000028 8000116030 ケアハウス　やまじいこい苑 669-3145 丹波市山南町野坂181-1 795773145 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 栄食メディックス株式会社 代表取締役 松村 将行 812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅前4-1-1 924133922 丹波(丹健)第1-22 平成30年5月1日 令和6年5月31日 平成18年3月29日
000028 8000116033 ちゃんぷる 669-2452 丹波篠山市野中446-2 795942677 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 髙平 成人 丹波(丹健)第1-30 平成30年5月7日 令和6年5月31日 平成18年3月30日
000028 8000116039 福兎庵 000-0000 丹波市・篠山市・朝来市 905975301 飲食店営業(4)その他 露店 芦田 浩子 丹波(丹健)第1-51 令和3年5月14日 令和8年5月31日 平成18年4月7日
000028 8000116042 花格子 669-2325 丹波篠山市河原町160 795522808 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石田 悌丞 丹波(丹健)第1-47 平成30年5月17日 令和6年5月31日 平成18年4月10日
000028 8000116053 手づくりアイス「和」 669-2153 丹波篠山市今田町今田新田21-10 795903377 アイスクリーム類製造業 一般 藤森 洋子 丹波(丹健)第20-2 令和2年4月22日 令和9年5月31日 平成18年4月28日
000028 8000116058 水刺間 669-2151 丹波篠山市今田町今田197 795973172 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 李 載天 丹波(丹健)第1-43 平成30年5月14日 令和6年5月31日 平成18年5月16日
000028 8000116059 スターバー 669-3467 丹波市氷上町本郷300ゆめタウン1F 795828170 飲食店営業(4)その他 一般 竹内 真子 丹波(丹健)第1-33 平成30年5月10日 令和6年5月31日 平成18年5月18日
000028 8000116069 エンジェル 669-2322 丹波篠山市呉服町56 795520148 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 植良 和子 丹波(丹健)第1-31 平成30年5月9日 令和6年5月31日 平成18年5月30日
000028 8000116086 道の駅　丹波おばあちゃんの里 669-4131 丹波市春日町七日市710 795703001 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 丹波ふるさと振興株式会社 代表取締役 柳川 拓三 669-4131 兵庫県丹波市春日町七日市710 795703001 丹波(丹健)第1-64 平成30年7月26日 令和6年8月31日 平成18年6月6日
000028 8000116089 白殻五粉 669-2326 丹波篠山市小川町2 795528881 菓子製造業 一般 大元 裕司 丹波(丹健)第3-30 平成30年7月24日 令和6年8月31日 平成18年6月20日
000028 8000116090 白殻五粉 669-2326 丹波篠山市小川町2 795528881 飲食店営業(4)その他 一般 大元 裕司 丹波(丹健)第1-67 平成30年7月24日 令和6年8月31日 平成18年6月20日
000028 8000116093 すなっく一遊 669-3311 丹波市柏原町母坪431-1 795702224 飲食店営業(4)その他 一般 芝 規随子 丹波(丹健)第1-100 平成30年8月30日 令和6年8月31日 平成18年6月21日
000028 8000116094 アンティー工房 669-4331 丹波市市島町東勅使1177-1 菓子製造業 一般 中谷 貴美子 丹波(丹健)第3-28 平成30年7月25日 令和6年8月31日 平成18年6月21日
000028 8000116095 アンティー工房 669-4331 丹波市市島町東勅使1177-1 飲食店営業(4)その他 一般 中谷 貴美子 丹波(丹健)第1-66 平成30年7月25日 令和6年8月31日 平成18年6月21日
000028 8000116111 米っ粉工房　丹波太郎 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 795851721 飲食店営業(4)その他 露店80L 特定非営利活動法人いちじま丹波太郎 代表理事 荒木 武夫 669-4321 兵庫県丹波市市島町上垣25-3 795803750 丹波(丹健)第1-93 令和3年7月16日 令和8年8月31日 令和3年7月16日



000028 8000116112 道の駅　丹波おばあちゃんの里 669-4131 丹波市春日町七日市710 795703001 そうざい製造業 一般 丹波ふるさと振興株式会社 代表取締役 柳川 拓三 669-4131 兵庫県丹波市春日町七日市710 795703001 丹波(丹健)第9-3 平成30年7月26日 令和6年8月31日 平成18年8月1日
000028 8000116121 有限会社　つばきや　氷上店 669-3466 丹波市氷上町稲継67-1 795824411 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　つばきや 代表取締役 西村 憲二 677-0054 兵庫県西脇市野村町1795-194 795229397 丹波(丹健)第1-77 平成30年8月1日 令和6年8月31日 平成18年8月14日
000028 8000116125 松原屋 669-3601 丹波市氷上町成松577-14 795821031 菓子製造業 一般 山本 正志 丹波(丹健)第3-32 平成30年8月1日 令和6年8月31日 平成18年8月23日
000028 8000116126 丹波悠遊の森　レストラン  ベルピーマン 669-3315 丹波市柏原町大新屋1153-2 795723285 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社丹波悠遊の森協会 代表取締役 山口 嘉幸 669-3315 兵庫県丹波市柏原町大新屋1114 795723285 丹波(丹健)第1-63 平成30年7月20日 令和6年8月31日 平成18年8月24日
000028 8000116139 安 669-4141 丹波市春日町黒井157 795703337 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前田 安城 丹波(丹健)第1-124 平成30年10月22日 令和6年11月30日 平成18年9月8日
000028 8000116140 Ｓｍｉｌｅ 669-2343 丹波篠山市風深69-1　坊垣ビルＢ室 795525508 飲食店営業(4)その他 一般 吉田 みゆき 丹波(丹健)第1-118 平成30年10月19日 令和6年11月30日 平成18年9月11日
000028 8000116141 ＬＯＣＯ　ＣＲＥＰＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 細見 春那 丹波(丹健)第1-145 令和3年10月19日 令和8年11月30日 令和3年10月19日
000028 8000116151 デイサービスセンター わたぼうし 669-3632 丹波市氷上町井中669-5 795789085 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社キッチン・ガーデン 代表社員 山本 弥 669-3632 兵庫県丹波市氷上町井中669-5 795789085 丹波(丹健)第1-122 平成30年10月19日 令和6年11月30日 平成18年9月29日
000028 8000116152 丹波ささやま農業協同組合　味土里館 669-2202 丹波篠山市東吹942-1 795901185 菓子製造業 一般 丹波ささやま農業協同組合 代表理事組合長 澤本 辰夫 669-2212 兵庫県丹波篠山市大沢438-1 795941121 丹波(丹健)第3-54 平成30年11月13日 令和6年11月30日 平成18年10月4日
000028 8000116154 丹波ささやま農業協同組合　味土里館 669-2202 丹波篠山市東吹942-1 795901185 食肉販売業 一般 丹波ささやま農業協同組合 代表理事組合長 澤本 辰夫 669-2212 兵庫県丹波篠山市大沢438-1 795941121 丹波(丹健)第27-21 平成30年11月13日 令和6年11月30日 平成18年10月4日
000028 8000116155 丹波ささやま農業協同組合　味土里館 669-2202 丹波篠山市東吹942-1 795901185 飲食店営業(4)その他 一般 丹波ささやま農業協同組合 代表理事組合長 澤本 辰夫 669-2212 兵庫県丹波篠山市大沢438-1 795941121 丹波(丹健)第1-152 平成30年11月13日 令和6年11月30日 平成18年10月4日
000028 8000116156 丹波広域農業研修センター 669-2212 丹波篠山市大沢430-1 795941123 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 丹波ささやま農業協同組合 代表理事組合長 澤本 辰夫 669-2212 兵庫県丹波篠山市大沢438-1 795941121 丹波(丹健)第19-5 平成30年10月25日 令和6年11月30日 平成18年10月4日
000028 8000116160 たこ焼　虎 669-2202 丹波篠山市東吹1248 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 溝畑 一夫 丹波(丹健)第1-164 令和3年10月29日 令和8年11月30日 令和3年10月29日
000028 8000116162 黄桜店 000-0000 丹波篠山市 飲食店営業(4)その他 露店40L 黄桜株式会社 代表取締役社長 松本 真治 612-8046 京都府京都市伏見区塩屋町223 756114101 丹波(丹健)第1-169 令和3年11月2日 令和8年11月30日 令和3年11月2日
000028 8000116163 喫茶ミミちゃん 000-0000 丹波篠山市 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 清水 久美子 丹波(丹健)第1-168 令和3年11月2日 令和8年11月30日 令和3年11月2日
000028 8000116168 丹波篠山食堂 669-2202 丹波篠山市東吹410-1 795901128 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　フジオフードシステム 代表取締役 藤尾 政弘 530-0046 大阪府大阪市北区菅原町2-16　FUJIOBLDG. 663600301 丹波(丹健)第1-150 平成30年11月8日 令和6年11月30日 平成18年10月25日
000028 8000116178 丹波広域農業研修センター 669-2212 丹波篠山市大沢430-1 795941123 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 丹波ささやま農業協同組合 代表理事組合長 澤本 辰夫 669-2212 兵庫県丹波篠山市大沢438-1 795941121 丹波(丹健)第1-132 平成30年10月25日 令和6年11月30日 平成18年10月30日
000028 8000116179 丹波広域農業研修センター 669-2212 丹波篠山市大沢430-1 795941123 菓子製造業 一般 丹波ささやま農業協同組合 代表理事組合長 澤本 辰夫 669-2212 兵庫県丹波篠山市大沢438-1 795941121 丹波(丹健)第3-45 平成30年10月25日 令和6年11月30日 平成18年10月30日
000028 8000116180 丹波広域農業研修センター 669-2212 丹波篠山市大沢430-1 795941123 そうざい製造業 一般 丹波ささやま農業協同組合 代表理事組合長 澤本 辰夫 669-2212 兵庫県丹波篠山市大沢438-1 795941121 丹波(丹健)第9-5 平成30年10月25日 令和6年11月30日 平成18年10月30日
000028 8000116184 農産加工所　こばやし 669-2162 丹波篠山市今田町黒石165-25 795972404 納豆製造業 一般 小林 悦子 丹波(丹健)第16-1 平成30年11月19日 令和6年11月30日 平成18年11月10日
000028 8000116186 合資会社アサヒテクニカ丹波営業所 669-3157 丹波市山南町和田191-1 795761316 清涼飲料水製造業 一般 合資会社アサヒテクニカ 代表社員 岩間 寿仁 624-0914 京都府舞鶴市下安久543-10 773784477 丹波(丹健)第5-1 平成30年11月13日 令和6年11月30日 平成18年11月16日
000028 8000116192 韓国の味　オモニ 669-2106 丹波篠山市牛ケ瀬76-1　9号 そうざい製造業 一般 市岡 秋子 丹波(丹健)第9-7 平成30年11月19日 令和6年11月30日 平成18年11月28日
000028 8000116195 小野尻庵 669-3166 丹波市山南町小野尻849 795708111 飲食店営業(3)旅館 一般 三角 修一 丹波(丹健)第1-117 平成30年10月19日 令和6年11月30日 平成18年11月30日
000028 8000116202 丹波の宿　恵泉 669-4133 丹波市春日町平松400-1 795741873 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社　ヴィタポート 代表取締役 水谷 幹夫 046-0013 北海道余市郡余市町豊丘町374-3 135220703 丹波(丹健)第1-182 平成31年1月24日 令和7年2月28日 平成18年12月22日
000028 8000116204 炭火焼鳥　ますだ 669-2203 丹波篠山市吹新4-1 795945117 飲食店営業(4)その他 一般 増田 益造 丹波(丹健)第1-190 平成31年1月31日 令和7年2月28日 平成18年12月22日
000028 8000116212 まろうど 669-3602 丹波市氷上町常楽486-1 795828880 飲食店営業(4)その他 一般 足立 初美 丹波(丹健)第1-178 平成31年1月21日 令和7年2月28日 平成19年1月16日
000028 8000116213 スナック　たか子 669-3574 丹波市氷上町朝阪280-3 795822020 飲食店営業(4)その他 一般 奥村 たか子 丹波(丹健)第1-179 平成31年1月21日 令和7年2月28日 平成19年1月16日
000028 8000116227 友 669-2513 丹波篠山市福住169-2 795570727 飲食店営業(4)その他 一般 小暮 勉 丹波(丹健)第1-176 平成31年1月18日 令和7年2月28日 平成19年2月5日
000028 8000116239 ローソン市島上田店 669-4322 丹波市市島町上田988 795852792 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　ワイズコーポレーション 代表取締役 藪野 義昌 669-3603 兵庫県丹波市氷上町西中81-1 795821458 丹波(丹健)第1-175 平成31年1月18日 令和8年2月28日 平成19年2月13日
000028 8000116258 インド料理ビスヌ　篠山店 669-2202 丹波篠山市東吹505　行石センター 795943628 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　ビスヌ 代表取締役 ｻｰﾙﾏ ｼｬｰﾑ ｽﾝﾀﾞﾙ 839-0861 福岡県久留米市百年公園1-1 942375727 丹波(丹健)第1-188 平成31年2月4日 令和7年2月28日 平成19年2月27日
000028 8000116261 ジュイール 669-4141 丹波市春日町黒井366-2 795703330 菓子製造業 一般 余田 幸美 丹波(丹健)第3-11 平成31年4月25日 令和7年5月31日 平成19年3月1日
000028 8000116262 道の駅　丹波おばあちゃんの里 669-4131 丹波市春日町七日市710 795703001 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 丹波ふるさと振興株式会社 代表取締役 柳川 拓三 669-4131 兵庫県丹波市春日町七日市710 795703001 丹波(丹健)第1-39 令和1年5月14日 令和7年5月31日 平成19年3月13日
000028 8000116263 道の駅　丹波おばあちゃんの里 669-4131 丹波市春日町七日市710 795703001 そうざい製造業 一般 丹波ふるさと振興株式会社 代表取締役 柳川 拓三 669-4131 兵庫県丹波市春日町七日市710 795703001 丹波(丹健)第9-6 令和1年5月14日 令和7年5月31日 平成19年3月13日
000028 8000116264 道の駅　丹波おばあちゃんの里 669-4131 丹波市春日町七日市710 795703001 菓子製造業 一般 丹波ふるさと振興株式会社 代表取締役 柳川 拓三 669-4131 兵庫県丹波市春日町七日市710 795703001 丹波(丹健)第3-15 令和1年5月14日 令和7年5月31日 平成19年3月13日
000028 8000116265 明峰庵鳳鳴高校店 669-2318 丹波篠山市大熊369 795527877 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人　兵庫県社会福祉事業団 理事長 藪本 訓弘 651-2134 兵庫県神戸市西区曙町1070 789295655 丹波(丹健)第1-27 令和1年5月9日 令和7年5月31日 平成19年3月13日
000028 8000116272 株式会社　葉山 669-3841 丹波市青垣町口塩久447-1 795870038 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社　葉山 代表取締役 鴻谷 佳彦 669-3841 兵庫県丹波市青垣町口塩久447-1 795870038 丹波(丹健)第1-46 令和1年5月20日 令和7年5月31日 平成19年3月20日
000028 8000116274 Deri Reika 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 氷上冷菓食品株式会社 代表取締役 藪内 光浩 669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽439 795821463 丹波(丹健)第1-33 令和4年4月28日 令和9年5月31日 令和4年4月28日
000028 8000116276 ふるさと館みちくさ 669-2432 丹波篠山市八上内567 795522384 飲食店営業(4)その他 一般 特定非営利活動法人みちくさ 理事長 大前 衛 669-2432 兵庫県丹波篠山市八上内567 795522384 丹波(丹健)第1-31 令和1年5月9日 令和7年5月31日 平成19年3月26日
000028 8000116282 いづも庵 669-3461 丹波市氷上町市辺361-1 795824073 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社いづも庵 代表取締役 福田 縁 669-3461 兵庫県丹波市氷上町市辺361-1 795824073 丹波(丹健)第1-33 令和1年5月9日 令和7年5月31日 平成19年3月29日
000028 8000116301 大塚病院売店 669-3641 丹波市氷上町絹山513 795802236 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ニューライフ 代表取締役 大塚 由紀 669-1345 兵庫県三田市下相野394-1 795684482 丹波(丹健)第1-34 令和1年5月9日 令和8年5月31日 平成19年4月2日
000028 8000116308 ごちそう家　はなぱら 669-2214 丹波篠山市味間新52-1 795901187 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北摂観光株式会社 代表取締役 山下 由晶 669-2213 兵庫県丹波篠山市中野76-4 795942611 丹波(丹健)第1-24 平成31年4月24日 令和7年5月31日 平成19年4月12日
000028 8000116310 Deri Reika 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 795821463 飲食店営業(4)その他 露店80L 氷上冷菓食品株式会社 代表取締役 籔内 光浩 669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽439 795821463 丹波(丹健)第1-32 令和4年4月28日 令和9年5月31日 令和4年4月28日
000028 8000116314 よしだ屋 669-3309 丹波市柏原町柏原819-2 795723386 菓子製造業 一般 吉田 賢一 丹波(丹健)第3-17 令和1年5月20日 令和7年5月31日 平成19年4月23日
000028 8000116336 本庄豆腐店 669-3309 丹波市柏原町柏原167-5 795720122 豆腐製造業 一般 本庄 康員 丹波(丹健)第15-1 平成31年4月26日 令和7年5月31日 平成19年5月18日
000028 8000116337 一茶 669-3309 丹波市柏原町柏原1102-14 795720660 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社イッサフーズ 代表取締役 井上 一也 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原1102-14 795720660 丹波(丹健)第1-32 令和1年5月9日 令和7年5月31日 平成19年5月24日
000028 8000116347 安泰庵 669-2223 丹波篠山市味間奥162 795940212 飲食店営業(4)その他 一般 酒井 裕圓 丹波(丹健)第1-7 平成31年4月16日 令和7年5月31日 平成19年5月31日
000028 8000116372 やい亭氷上店 669-3309 丹波市柏原町柏原3046 795731129 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 氷上酒販株式会社 代表取締役 荻野 繁 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原3046 795720274 丹波(丹健)第1-81 令和1年7月19日 令和7年8月31日 平成19年7月19日
000028 8000116375 常来園 669-3312 丹波市柏原町田路158 795727347 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大中 保雄 丹波(丹健)第1-85 令和1年7月25日 令和7年8月31日 平成19年7月24日
000028 8000116383 ＴＩＡＲＡ 669-3311 丹波市柏原町母坪402-1 飲食店営業(4)その他 一般 山本 明美 丹波(丹健)第1-92 令和1年7月25日 令和7年8月31日 平成19年8月22日
000028 8000116395 篠山ハム株式会社 669-2452 丹波篠山市野中521 795902200 食肉製品製造業 一般 篠山ハム株式会社 代表取締役 岡邉 真樹 669-2452 兵庫県丹波篠山市野中521 795902200 丹波(丹健)第28-1 令和1年7月25日 令和7年8月31日 平成19年8月31日
000028 8000116396 篠山ハム株式会社 669-2452 丹波篠山市野中521 795902200 そうざい製造業 一般 篠山ハム株式会社 代表取締役 岡邉 真樹 669-2452 兵庫県丹波篠山市野中521 795902200 丹波(丹健)第9-10 令和1年7月25日 令和7年8月31日 平成19年8月31日
000028 8000116397 篠山ハム株式会社 669-2452 丹波篠山市野中521 795902200 食肉処理業 一般 篠山ハム株式会社 代表取締役 岡邉 真樹 669-2452 兵庫県丹波篠山市野中521 795902200 丹波(丹健)第26-2 令和1年7月25日 令和7年8月31日 平成19年8月31日
000028 8000116404 ホルモンかわむら 669-3464 丹波市氷上町石生443 795826222 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 河村 朋之 丹波(丹健)第1-190 令和1年11月14日 令和7年11月30日 平成19年9月7日
000028 8000116406 有限会社　ムコー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 有限会社ムコー 代表取締役 鹿野 嘉庸 669-2202 兵庫県丹波篠山市東吹177 795940395 丹波(丹健)第1-149 令和4年10月20日 令和9年11月30日 令和4年10月20日
000028 8000116413 丹波ひかみ農業協同組合葬祭センター  JA会館こもれび 669-3461 丹波市氷上町市辺220-2 795825344 飲食店営業(4)その他 一般 丹波ひかみ農業協同組合 代表理事組合長 藤原 昌和 669-3461 兵庫県丹波市氷上町市辺440 795820170 丹波(丹健)第1-186 令和1年11月13日 令和7年11月30日 平成19年9月28日
000028 8000116416 たにがわ 669-2132 丹波篠山市今田町上小野原90 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 谷川 隆司 丹波(丹健)第1-197 令和1年11月26日 令和7年11月30日 平成19年10月4日
000028 8000116423 ローソン丹波市柏原町店 669-3309 丹波市柏原町柏原2886-1 795731921 飲食店営業(4)その他 一般 中原 岩夫 丹波(丹健)第1-163 令和1年10月28日 令和7年11月30日 平成19年10月11日
000028 8000116434 うた仲間喫茶ドレミ 669-2726 丹波篠山市黒田867-1 795930035 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社プライマリー 代表取締役 山田 和香子 551-0003 大阪府大阪市大正区千島1-23-65 643942456 丹波(丹健)第1-179 令和1年11月12日 令和7年11月30日 平成19年10月22日
000028 8000116435 三晶株式会社　物流センター 669-2406 丹波篠山市泉脇谷2-8 795562610 菓子製造業 一般 三晶株式会社 代表取締役 唐川 敦 540-0031 大阪府大阪市中央区城見2-1-61 669414131 丹波(丹健)第3-49 令和1年10月28日 令和7年11月30日 平成19年10月25日
000028 8000116439 Ｍｉｍｏｓａ　ｃａｆｅ 669-2321 丹波篠山市黒岡17-7 795527575 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中川 清一郎 丹波(丹健)第1-184 令和1年11月12日 令和7年11月30日 平成19年10月26日
000028 8000116441 兵庫県立氷上高等学校 669-4141 丹波市春日町黒井77 795740104 飲食店営業(4)その他 一般 兵庫県立氷上高等学校 学校長 足立 均 669-4141 兵庫県丹波市春日町黒井77 795740104 丹波(丹健)第1-146 令和1年10月21日 令和7年11月30日 平成19年10月30日
000028 8000116448 獅子銀　陶の郷店 669-2135 丹波篠山市今田町上立杭3　陶の郷内 795972173 食肉販売業 一般 有限会社　獅子銀 代表取締役 溝畑 敏樹 669-1339 兵庫県三田市テクノパーク18-13 795607575 丹波(丹健)第27-13 令和1年10月17日 令和7年11月30日 平成19年11月9日
000028 8000116450 フードショップ小畠 669-2513 丹波篠山市福住1455-5 795570041 食肉販売業 一般 有限会社フードショップ小畠 代表取締役 小畠 功 669-2513 兵庫県丹波篠山市福住1455-5 795570041 丹波(丹健)第27-16 令和1年11月6日 令和7年11月30日 平成19年11月9日
000028 8000116455 生鮮＆業務スーパー氷上店 669-3466 丹波市氷上町稲継220 795804858 魚介類販売業 一般 株式会社三ツ丸ストア 代表取締役 足立 康幸 620-0055 京都府福知山市篠尾新町3-116-1 773234123 丹波(丹健)第29-11 令和1年10月29日 令和7年11月30日 平成19年11月12日
000028 8000116456 生鮮＆業務スーパー氷上店 669-3466 丹波市氷上町稲継220 795804858 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社三ツ丸ストア 代表取締役 足立 康幸 620-0055 京都府福知山市篠尾新町3-116-1 773234123 丹波(丹健)第1-162 令和1年10月29日 令和7年11月30日 平成19年11月12日
000028 8000116459 生鮮＆業務スーパー氷上店 669-3466 丹波市氷上町稲継220 795804858 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社三ツ丸ストア 代表取締役 足立 康幸 620-0055 京都府福知山市篠尾新町3-116-1 773234123 丹波(丹健)第1-161 令和1年10月29日 令和7年11月30日 平成19年11月12日
000028 8000116462 株式会社デザートランド関西工場 669-2727 丹波篠山市高屋186-4 795931288 菓子製造業 一般 株式会社デザートランド 代表取締役社長 井上 晃 223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町2099 455332910 丹波(丹健)第3-51 令和1年10月31日 令和7年11月30日 平成19年11月20日
000028 8000116463 はひふへほ 669-2323 丹波篠山市立町117-1 795525485 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社多紀ミート 代表取締役 酒井 正徳 669-2723 兵庫県丹波篠山市口阪本375-1 795931223 丹波(丹健)第1-183 令和1年11月12日 令和7年11月30日 平成19年11月20日
000028 8000116473 旬食旬菜　すってんてん　柏原店 669-3301 丹波市柏原町南多田225-1 795721238 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社アクティブジャパン 代表取締役 吉岡 大志 629-2503 京都府京丹後市大宮町周枳1908 772680290 丹波(丹健)第1-232 令和2年2月3日 令和8年2月28日 平成19年12月4日
000028 8000116475 山肉　おおまえ 669-2821 丹波篠山市東河地104 795960820 食肉処理業 一般 大前 修一 丹波(丹健)第26-4 令和2年1月30日 令和8年2月28日 平成19年12月5日
000028 8000116478 企業組合　氷上つたの会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 795824839 飲食店営業(4)その他 露店40L 企業組合氷上つたの会 代表理事 秋山 佐登子 669-3464 兵庫県丹波市氷上町上新庄1-6 795824839 丹波(丹健)第1-248 令和5年1月27日 令和10年2月29日 令和5年1月27日
000028 8000116479 企業組合　氷上つたの会  （さくら公園四季菜館） 669-3604 丹波市氷上町犬岡467-1（さくら公園四季菜館） 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 企業組合氷上つたの会 代表理事 秋山 佐登子 669-3613 兵庫県丹波市氷上町上新庄1-6 795824839 丹波(丹健)第1-228 令和2年2月3日 令和8年2月28日 平成19年12月13日
000028 8000116485 陽だまり 669-2203 丹波篠山市吹新117-4 795944112 そうざい製造業 一般 特定非営利活動法人陽だまり 理事長 岸田 郁夫 669-2222 兵庫県丹波篠山市味間南905-4 795943727 丹波(丹健)第9-16 令和2年1月21日 令和8年2月28日 平成19年12月14日
000028 8000116486 陽だまり 669-2203 丹波篠山市吹新117-4 795944112 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人陽だまり 理事長 岸田 郁夫 669-2222 兵庫県丹波篠山市味間南905-4 795943727 丹波(丹健)第1-216 令和2年1月21日 令和8年2月28日 平成19年12月14日
000028 8000116487 陽だまり 669-2203 丹波篠山市吹新117-4 795944112 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人陽だまり 理事長 岸田 郁夫 669-2222 兵庫県丹波篠山市味間南905-4 795943727 丹波(丹健)第3-61 令和2年1月21日 令和8年2月28日 平成19年12月14日
000028 8000116491 KUSU×KUSU 669-3309 丹波市柏原町柏原3209 795715188 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木下 政義 丹波(丹健)第1-230 令和2年2月3日 令和8年2月28日 平成19年12月25日
000028 8000116497 丹波ーガーの店 000-0000 丹波篠山市内 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 丹波篠山市商工会 会長 田中 義治 669-2331 兵庫県丹波篠山市二階町58-2 795541678 丹波(丹健)第1-262 令和5年2月22日 令和10年2月29日 令和5年2月22日
000028 8000116514 韓国家庭料理　舎廊房 669-2436 丹波篠山市池上51 795524353 飲食店営業(4)その他 一般 藤田 秀子 丹波(丹健)第1-215 令和2年1月21日 令和8年2月28日 平成20年2月20日
000028 8000116518 有限会社スタジオーネ  アンジョリーノ　ドルチェ　ファブリカ 669-3603 丹波市氷上町西中493-1 795829200 菓子製造業 一般 有限会社スタジオーネ 代表取締役 山下 龍哉 669-3603 兵庫県丹波市氷上町西中493-1 795829200 丹波(丹健)第3-71 令和2年2月27日 令和8年2月28日 平成20年2月25日
000028 8000116537 和みぱん　みのりや 669-2131 丹波篠山市今田町辰巳226 795973786 菓子製造業 一般 稲山 仁明 丹波(丹健)第3-12 令和2年5月19日 令和8年5月31日 平成20年3月19日
000028 8000116548 丹波篠山渓谷の森公園 669-2422 丹波篠山市後川上1170 795552323 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社後川の郷 代表取締役 土井 松美 669-2422 兵庫県丹波篠山市後川上1170 795552323 丹波(丹健)第1-49 令和2年5月21日 令和8年5月31日 平成20年3月26日
000028 8000116559 みたけの里舎 669-2308 丹波篠山市和田41 795521616 菓子製造業 一般 有限会社みたけの里舎 代表取締役 石田 英正 669-2308 兵庫県丹波篠山市和田41 795521616 丹波(丹健)第3-2 令和2年4月20日 令和8年5月31日 平成20年3月28日
000028 8000116560 みたけの里舎 669-2308 丹波篠山市和田41 795521616 そうざい製造業 一般 有限会社みたけの里舎 代表取締役 石田 英正 669-2308 兵庫県丹波篠山市和田41 795521616 丹波(丹健)第9-1 令和2年4月20日 令和8年5月31日 平成20年3月28日
000028 8000116561 みたけの里舎 669-2308 丹波篠山市和田41 795521616 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社みたけの里舎 代表取締役 石田 英正 669-2308 兵庫県丹波篠山市和田41 795521616 丹波(丹健)第1-12 令和2年4月20日 令和8年5月31日 平成20年3月28日
000028 8000116562 ささ福 669-2332 丹波篠山市北新町95-2大手門ビル1階 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長門 晃英 丹波(丹健)第1-39 令和2年5月14日 令和8年5月31日 平成20年3月28日
000028 8000116564 楽笑ダイニング　Ｋ 669-3301 丹波市柏原町南多田155-1 795730053 飲食店営業(4)その他 一般 足立 欣也 丹波(丹健)第1-61 令和2年5月28日 令和8年5月31日 平成20年4月4日
000028 8000116566 おはぎやさん 669-4302 丹波市市島町中竹田2976 795860690 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 青木 紀子 丹波(丹健)第1-53 令和2年5月22日 令和8年5月31日 平成20年4月4日
000028 8000116568 おはぎやさん 669-4302 丹波市市島町中竹田2976 795860690 菓子製造業 一般 青木 紀子 丹波(丹健)第3-16 令和2年5月22日 令和8年5月31日 平成20年4月4日
000028 8000116572 おやつ工房　チョコっと 669-3623 丹波市氷上町中野81 795715341 菓子製造業 一般 本庄 尚哉 丹波(丹健)第3-4 令和2年4月21日 令和8年5月31日 平成20年4月11日
000028 8000116575 ハートパック株式会社Ｂ棟 669-3144 丹波市山南町奥163 795772901 めん類製造業 一般 ハートパック株式会社 代表取締役 笹倉 一真 669-3144 兵庫県丹波市山南町奥163 795772901 丹波(丹健)第17-2 令和2年5月27日 令和9年5月31日 平成20年4月21日
000028 8000116581 三津屋　妹尾 669-3804 丹波市青垣町田井縄640 795872550 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社妹尾 代表取締役 妹尾 栄二 658-0051 兵庫県神戸市東灘区住吉本町1-22-14 795872550 丹波(丹健)第1-9 令和2年4月17日 令和8年5月31日 平成20年4月30日
000028 8000116585 株式会社喜作　オーベルジュアウル 669-3803 丹波市青垣町西芦田32-2 795872267 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社喜作 代表取締役 足立 陽次 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原77-1 795721044 丹波(丹健)第1-58 令和4年5月25日 令和11年5月31日 令和4年5月25日
000028 8000116586 株式会社喜作  オーベルジュアウル　センターロッジ 669-3803 丹波市青垣町西芦田32-2 795872267 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社喜作 代表取締役 足立 陽次 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原77-1 795721044 丹波(丹健)第1-8 令和2年4月17日 令和8年5月31日 平成20年5月2日
000028 8000116590 甘党　カンナン 669-2212 丹波篠山市大沢165 795501800 菓子製造業 一般 河南 昌一 丹波(丹健)第3-10 令和2年5月14日 令和8年5月31日 平成20年5月14日
000028 8000116591 甘党　カンナン 669-2212 丹波篠山市大沢165 795501800 喫茶店営業 一般 河南 昌一 丹波(丹健)第2-2 令和2年5月14日 令和8年5月31日 平成20年5月14日
000028 8000116593 めいほう工房 669-2213 丹波篠山市中野38-4　グループホームだいち1F 795902234 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 理事長 藪本 訓弘 651-2134 兵庫県神戸市西区曙町1070 789295655 丹波(丹健)第1-33 令和2年5月12日 令和8年5月31日 平成20年5月22日
000028 8000116598 紅葉会 669-3141 丹波市山南町岩屋375 795771253 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 藤原 典子 丹波(丹健)第19-2 令和2年5月18日 令和8年5月31日 平成20年5月26日
000028 8000116599 株式会社丸福食品　篠山工場 669-2162 丹波篠山市今田町黒石222-1 795973698 豆腐製造業 一般 株式会社丸福食品 代表取締役 福島 喜則 614-8295 京都府八幡市欽明台中央17-2 728512356 丹波(丹健)第15-1 令和2年5月19日 令和8年5月31日 平成20年5月26日
000028 8000116604 Favorite　mieux 669-3301 丹波市柏原町南多田1295 795720404 菓子製造業 一般 村上 未歩 丹波(丹健)第3-22 令和2年7月21日 令和8年8月31日 平成20年6月3日
000028 8000116637 珉珉 669-3311 丹波市柏原町母坪404-1 795723389 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 秋山 正則 丹波(丹健)第1-96 令和2年7月27日 令和8年8月31日 平成20年6月23日
000028 8000116643 日乃出寿司 669-2322 丹波篠山市呉服町75-23 795520323 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森井 隆弘 丹波(丹健)第1-83 令和2年7月20日 令和8年8月31日 平成20年7月11日
000028 8000116644 Ｋｏｔｏ　Ｎｏ　Ｈａ 669-2331 丹波篠山市二階町8-1 菓子製造業 一般 廣岡 由香里 丹波(丹健)第3-21 令和2年7月20日 令和8年8月31日 平成20年7月11日
000028 8000116654 焼肉かわむら 669-3309 丹波市柏原町柏原2863-3 795723710 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社かわむら 代表取締役 河村 朋之 669-3464 兵庫県丹波市氷上町石生444-9 795826222 丹波(丹健)第1-79 令和2年7月16日 令和8年8月31日 平成20年7月31日
000028 8000116658 和 669-3632 丹波市氷上町井中886 飲食店営業(4)その他 一般 足立 和彦 丹波(丹健)第1-93 令和2年7月21日 令和8年8月31日 平成20年8月8日
000028 8000116659 髙見牧場直売所　安食の郷 669-4332 丹波市市島町勅使1037-4 795852914 食肉販売業 一般 髙見 進 丹波(丹健)第27-11 令和2年7月28日 令和8年8月31日 平成20年8月8日
000028 8000116665 髙見牧場直売所　安食の郷 669-4332 丹波市市島町勅使1037-4 795852914 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 髙見 進 丹波(丹健)第1-98 令和2年7月28日 令和8年8月31日 平成20年8月11日
000028 8000116666 ゲストハウス　オセヨ　韓国家庭料理 669-3309 丹波市柏原町柏原3460-4 795730028 飲食店営業(4)その他 一般 森口 珠榮 丹波(丹健)第1-77 令和2年7月16日 令和8年8月31日 平成20年8月12日
000028 8000116668 みたけの里舎 669-2308 丹波篠山市和田41 795521616 ソース類製造業 一般 有限会社みたけの里舎 代表取締役 石田 英正 669-2308 兵庫県丹波篠山市和田41 795521616 丹波(丹健)第13-1 令和2年8月7日 令和8年8月31日 平成20年8月20日
000028 8000116680 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾋﾞﾚｯｼﾞｺﾞﾙﾌ倶楽部内ﾚｽﾄﾗﾝ 669-2162 丹波篠山市今田町黒石釘貫191-1 795973883 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ジャパンビレッジゴルフ倶楽部 代表取締役 川上 義裕 669-2162 兵庫県丹波篠山市今田町黒石釘貫191-1 795973888 丹波(丹健)第1-118 令和2年8月17日 令和8年8月31日 平成20年8月29日
000028 8000116682 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾋﾞﾚｯｼﾞｺﾞﾙﾌ倶楽部東ｺｰｽ茶店 669-2162 丹波篠山市今田町黒石釘貫191-1 795973883 喫茶店営業 一般 株式会社ジャパンビレッジゴルフ倶楽部 代表取締役 川上 義裕 669-2162 兵庫県丹波篠山市今田町黒石釘貫191-1 795973888 丹波(丹健)第2-5 令和2年8月17日 令和8年8月31日 平成20年8月29日
000028 8000116688 めいほう工房 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 社会福祉法人　兵庫県社会福祉事業団 理事長 藪本 訓弘 651-2134 兵庫県神戸市西区曙町1070 789295655 丹波(丹健)第1-131 平成30年10月25日 令和5年11月30日 平成20年9月16日
000028 8000116698 みらい給食事業センター 669-2345 丹波篠山市東岡屋80-1石田第二ビル104 795527556 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 特定非営利活動法人みらい 理事長 大江 與吏子 669-2345 兵庫県丹波篠山市東岡屋80-1 795527556 丹波(丹健)第1-166 令和2年10月27日 令和8年11月30日 平成20年9月30日



000028 8000116704 カステラふじい 669-4264 丹波市春日町松森676 795751844 菓子製造業 一般 藤井 茂精 丹波(丹健)第3-37 令和2年10月22日 令和8年11月30日 平成20年9月30日
000028 8000116707 奥栄 669-2369 丹波篠山市藤岡奥492-5 795524441 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤井 陽子 丹波(丹健)第1-169 令和2年10月29日 令和8年11月30日 平成20年10月10日
000028 8000116708 ＢＩＬＩ－拳 669-2321 丹波篠山市黒岡42　コーポ上山1F 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 みのり 丹波(丹健)第1-168 令和2年10月29日 令和8年11月30日 平成20年10月10日
000028 8000116710 ぽんせんの安田 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 安田 邦幸 丹波(丹健)第3-49 平成30年11月1日 令和5年11月30日 平成20年10月17日
000028 8000116729 マクドナルド篠山ファーカス店 669-2202 丹波篠山市東吹330-3 795902672 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ベルエポック 代表取締役 佐藤 明 560-0003 大阪府豊中市東豊中町1-32-40 668526517 丹波(丹健)第1-160 令和2年10月22日 令和9年11月30日 平成20年10月23日
000028 8000116730 マクドナルド篠山ファーカス店 669-2202 丹波篠山市東吹330-3 795902672 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社ベルエポック 代表取締役 佐藤 明 560-0003 大阪府豊中市東豊中町1-32-40 668526517 丹波(丹健)第20-9 平成30年10月25日 令和6年11月30日 平成20年10月23日
000028 8000116736 割烹江戸屋 669-4321 丹波市市島町上垣1095 795850021 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉見 和尊 丹波(丹健)第1-179 令和2年11月9日 令和8年11月30日 平成20年11月7日
000028 8000116749 どぶろく　丹波与作 669-2731 丹波篠山市小坂459-3 795930888 酒類製造業 一般 岩本 和也 丹波(丹健)第14-3 令和2年11月16日 令和8年11月30日 平成20年11月12日
000028 8000116750 アイ・アグリ川北 669-2724 丹波篠山市川北1175 そうざい製造業 一般 恒田 俊英 丹波(丹健)第9-15 令和2年11月16日 令和8年11月30日 平成20年11月12日
000028 8000116753 喫茶・軽食　片瀬 669-2604 丹波篠山市小原644-1 795580945 飲食店営業(4)その他 一般 大江 文男 丹波(丹健)第1-148 令和2年10月19日 令和8年11月30日 平成20年11月19日
000028 8000116756 ぼたん亭 669-2331 丹波篠山市二階町58-8 795524429 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 篠山観光ホテル株式会社 代表取締役 田村 政子 669-2331 兵庫県丹波篠山市二階町58-8 795524429 丹波(丹健)第1-154 令和2年10月22日 令和8年11月30日 平成20年11月25日
000028 8000116757 篠山観光ホテル・如月庵 669-2332 丹波篠山市北新町123 795525200 飲食店営業(3)旅館 一般 篠山観光ホテル株式会社 代表取締役 田村 政子 669-2331 兵庫県丹波篠山市二階町58-8 795524429 丹波(丹健)第1-155 令和2年10月22日 令和8年11月30日 平成20年11月25日
000028 8000116785 ちょっぽのこ 669-3309 丹波市柏原町柏原292-1 795730020 飲食店営業(4)その他 一般 井本 まゆみ 丹波(丹健)第1-232 令和3年2月1日 令和9年2月28日 平成21年1月29日
000028 8000116786 ふる里 669-3464 丹波市氷上町石生715-33 795820507 飲食店営業(4)その他 一般 里 美代子 丹波(丹健)第1-223 令和3年1月28日 令和9年2月28日 平成21年2月4日
000028 8000116795 伏田　美子 669-4336 丹波市市島町乙河内391 795850466 飲食店営業(4)その他 一般 伏田 美子 丹波(丹健)第1-236 令和3年2月2日 令和9年2月28日 平成21年2月10日
000028 8000116796 伏田　美子 669-4336 丹波市市島町乙河内391 795850466 菓子製造業 一般 伏田 美子 丹波(丹健)第3-53 令和3年2月2日 令和9年2月28日 平成21年2月10日
000028 8000116798 有限会社わ重 669-4274 丹波市春日町棚原796-1 795750063 食肉販売業 一般 有限会社わ重 代表取締役 久下 康二 669-4274 兵庫県丹波市春日町棚原796-1 795750063 丹波(丹健)第27-31 令和3年1月26日 令和9年2月28日 平成21年2月26日
000028 8000116804 みたけの里舎　露店 000-0000 篠山市、丹波市、三田市内 795521616 飲食店営業(4)その他 露店 有限会社　みたけの里舎 代表取締役 石田 英正 669-2308 兵庫県丹波篠山市和田41 795522938 丹波(丹健)第1-185 平成31年1月28日 令和6年2月29日 平成21年2月26日
000028 8000116811 細見商店　細見虎市 669-4261 丹波市春日町野瀬914 795751642 食肉販売業 一般 恒田 省二 丹波(丹健)第27-35 令和3年2月4日 令和9年2月28日 平成21年2月27日
000028 8000116812 今日庵 669-2101 丹波篠山市初田351-1 795943247 飲食店営業(4)その他 一般 稲垣 邦子 丹波(丹健)第1-58 令和3年5月18日 令和9年5月31日 平成21年3月3日
000028 8000116817 葉山（露店） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 795872244 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社　葉山 代表取締役 鴻谷 佳彦 669-3841 兵庫県丹波市青垣町口塩久447-1 795870038 丹波(丹健)第1-47 令和1年5月20日 令和6年5月31日 平成21年3月13日
000028 8000116824 陽だまり 669-2203 丹波篠山市吹新117-4 795944112 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 特定非営利活動法人陽だまり 理事長 岸田 郁夫 669-2222 兵庫県丹波篠山市味間南905-4 795943727 丹波(丹健)第20-1 令和1年5月10日 令和6年5月31日 平成21年3月19日
000028 8000116826 みちくさ屋 000-0000 丹波篠山市、丹波市、三田市 飲食店営業(4)その他 露店 特定非営利活動法人みちくさ 理事長 大前 衛 669-2432 兵庫県丹波篠山市八上内567 795522384 丹波(丹健)第1-28 令和1年5月7日 令和6年5月31日 平成21年3月27日
000028 8000116831 かねと窯　カフェかねと 669-2135 丹波篠山市今田町上立杭2-7 795972064 喫茶店営業 露店 清水 圭一 丹波(丹健)第2-5 令和1年5月16日 令和6年5月31日 平成21年4月3日
000028 8000116836 有限会社沖縄物産販売マンゴー 669-4141 丹波市春日町黒井909 795703588 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社兵庫物産 代表取締役 矢持 勝成 669-4141 兵庫県丹波市春日町黒井909 795703588 丹波(丹健)第1-41 令和3年5月11日 令和9年5月31日 平成21年4月13日
000028 8000116837 特定非営利活動法人　いぬいふくし村 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 特定非営利活動法人　いぬいふくし村 理事長 向井 祥隆 669-2335 兵庫県丹波篠山市乾新町82-3 795543340 丹波(丹健)第3-10 令和1年5月7日 令和6年5月31日 平成21年4月14日
000028 8000116846 たまて箱 669-2415 丹波篠山市上宿149 795563357 菓子製造業 一般 井上 由喜宏 丹波(丹健)第3-11 令和3年4月28日 令和9年5月31日 平成21年4月22日
000028 8000116853 キャンプリゾート　森のひととき 669-4335 丹波市市島町与戸52-1 795789111 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社エイチアンドアールコーポレーション 代表取締役 文 弘宣 651-0094 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5-6-1 782652366 丹波(丹健)第1-12 令和3年4月21日 令和9年5月31日 平成21年4月23日
000028 8000116867 ピーアンドエー株式会社 669-4341 丹波市市島町上竹田1928 795852875 菓子製造業 一般 ピーアンドエー株式会社 代表取締役 萩原 勝一 577-0827 大阪府東大阪市衣摺1-5-27 667201119 丹波(丹健)第3-19 令和3年5月17日 令和9年5月31日 平成21年5月21日
000028 8000116878 フレッシュバザール篠山店  (ﾊﾟﾝｸｯｸ) 669-2321 丹波篠山市黒岡294-1 795527310 菓子製造業 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第3-31 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 8000116880 ローソン篠山八上下店 669-2431 丹波篠山市八上下113 795542123 飲食店営業(4)その他 一般 宮下 正彦 丹波(丹健)第1-97 令和3年7月19日 令和10年8月31日 令和3年7月19日
000028 8000116908 山里 669-3801 丹波市青垣町東芦田356 795867135 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 塩見 てるみ 丹波(丹健)第1-111 令和3年8月2日 令和9年8月31日 令和3年8月2日
000028 8000116912 近畿酸素株式会社 669-2312 丹波篠山市菅155-1 795524288 添加物製造業 一般 近畿酸素株式会社 代表取締役 喜多 雄樹 669-2312 兵庫県丹波篠山市菅155-1 795524288 丹波(丹健)第10-1 令和3年8月10日 令和9年8月31日 令和3年8月10日
000028 8000116926 大ちゃん 669-3571 丹波市氷上町新郷917-1 795823304 飲食店営業(4)その他 露店 大西 明 丹波(丹健)第1-100 令和1年8月1日 令和6年8月31日 平成21年7月17日
000028 8000116935 焼肉ハウス寿寿 669-3601 丹波市氷上町成松672-5 795826789 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 花瀬 マリロウ 丹波(丹健)第1-86 令和3年7月7日 令和9年8月31日 令和3年7月7日
000028 8000116936 Cafeぴーち 669-2345 丹波篠山市東岡屋80-1 795527556 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利法人みらい 理事長 大江 與吏子 669-2345 兵庫県丹波篠山市東岡屋80-1 795527556 丹波(丹健)第1-109 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 8000116937 ローソン篠山インター店 669-2204 丹波篠山市杉166 795901588 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ジェイプラム 代表取締役 梅田 雄介 669-3601 兵庫県丹波市氷上町成松241-6 795820361 丹波(丹健)第1-89 平成28年7月26日 令和5年8月31日 平成21年7月28日
000028 8000116941 おこのみ鉄板焼美光樹 669-4132 丹波市春日町野村2224-1 795741750 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 竹村 美佐緒 丹波(丹健)第1-101 令和3年7月26日 令和9年8月31日 令和3年7月26日
000028 8000116942 ファミリーマート丹波氷上香良店 669-3642 丹波市氷上町香良40-2 795801064 飲食店営業(4)その他 一般 足立 庸匡 丹波(丹健)第1-117 令和3年8月6日 令和9年8月31日 令和3年8月6日
000028 8000116976 餃子の王将　氷上店 669-3466 丹波市氷上町稲継257-1 795829031 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社王将フードサービス 代表取締役社長 渡邊 直人 607-8307 京都府京都市山科区西野山射庭ノ上町294-1 755921411 丹波(丹健)第1-90 令和3年7月15日 令和9年8月31日 令和3年7月15日
000028 8000116992 希望軒　丹波篠山店 669-2222 丹波篠山市味間南104-1 795942588 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＳＦヌードル 代表取締役 福西 文彦 669-1352 兵庫県三田市須磨田794-36 795631660 丹波(丹健)第1-160 令和3年10月26日 令和9年11月30日 令和3年10月26日
000028 8000116993 Ｐ．Ｕ．Ｓ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 岩下 八司 丹波(丹健)第1-145 令和1年10月21日 令和6年11月30日 平成21年9月2日
000028 8000117002 富田商事 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 富田 莊一 丹波(丹健)第1-174 令和1年11月5日 令和6年11月30日 平成21年9月8日
000028 8000117003 富田商事 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 富田 莊一 丹波(丹健)第3-53 令和1年11月5日 令和6年11月30日 平成21年9月8日
000028 8000117012 フレッシュバザール青垣店 669-3811 丹波市青垣町佐治1-1 795805700 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0873 兵庫県豊岡市正法寺105 796230333 丹波(丹健)第1-181 平成28年11月2日 令和5年11月30日 平成21年9月25日
000028 8000117014 フレッシュバザール青垣店 669-3811 丹波市青垣町佐治1-1 795805700 魚介類販売業 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0873 兵庫県豊岡市正法寺105 796230333 丹波(丹健)第29-13 平成28年11月2日 令和5年11月30日 平成21年9月25日
000028 8000117020 たんば産ポーク 669-3152 丹波市山南町北和田1064 795760651 食肉販売業 一般 板野 宗平 丹波(丹健)第27-7 令和3年10月28日 令和9年11月30日 令和3年10月28日
000028 8000117021 飛彈商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 飛彈 朝行 丹波(丹健)第1-151 令和1年10月24日 令和6年11月30日 平成21年9月30日
000028 8000117034 足立猪肉店 669-3827 丹波市青垣町稲土1061 795875143 食肉処理業 一般 足立 善德 丹波(丹健)第26-2 令和3年10月26日 令和9年11月30日 令和3年10月26日
000028 8000117037 よしだ屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 795723386 飲食店営業(4)その他 露店 吉田 賢一 丹波(丹健)第1-154 令和1年10月24日 令和6年11月30日 平成21年10月7日
000028 8000117038 風輪里 669-2603 丹波篠山市福井769-1 795060320 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷口 元章 丹波(丹健)第1-189 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 8000117041 前田農業 669-2313 丹波篠山市野間149-3 795542069 飲食店営業(4)その他 一般 前田 照好 丹波(丹健)第1-183 令和3年11月12日 令和9年11月30日 令和3年11月12日
000028 8000117057 丹波市立植野記念美術館　喫茶室 669-3603 丹波市氷上町西中615-4 795825945 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 丹波市 市長 林 時彦 669-3601 兵庫県丹波市氷上町成松1 795821001 丹波(丹健)第1-146 令和3年10月20日 令和9年11月30日 令和3年10月20日
000028 8000117066 おいでや 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 土居 摩希 丹波(丹健)第1-166 令和1年10月29日 令和6年11月30日 平成21年11月16日
000028 8000117079 ぐりーんぱれっと 669-2802 丹波篠山市大山宮162-1 795060017 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 赤松 正文 丹波(丹健)第1-180 令和3年11月10日 令和9年11月30日 令和3年11月10日
000028 8000117083 パン工房　むぎはな 669-3464 丹波市氷上町石生361 795825211 菓子製造業 一般 社会福祉法人みつみ福祉会 理事長 吉見 直人 669-4132 兵庫県丹波市春日町野村65-1 795750314 丹波(丹健)第3-58 令和4年1月18日 令和10年2月29日 令和4年1月18日
000028 8000117096 猪昌 669-2123 丹波篠山市古市266 795060110 食肉処理業 一般 村上 昌広 丹波(丹健)第26-6 令和4年2月1日 令和10年2月29日 令和4年2月1日
000028 8000117102 草道ーp.b.iー 669-2300 丹波篠山市沢田甲228-2 菓子製造業 一般 澤田 隆子 丹波(丹健)第3-73 令和4年2月17日 令和10年2月29日 令和4年2月17日
000028 8000117108 丹波市立薬草薬樹公園  リフレッシュ館 669-3157 丹波市山南町和田338-1 795762121 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ウエルネスサプライ 代表取締役 薄井 修司 550-0014 大阪府大阪市西区北堀江2-1-11久我ビル北館5階 665438010 丹波(丹健)第1-226 平成29年1月27日 令和6年2月29日 平成21年12月21日
000028 8000117110 丹波市立山南農産物処理加工及び実習施設 669-3157 丹波市山南町和田347 795708800 菓子製造業 一般 株式会社ウエルネスサプライ 代表取締役 薄井 修司 550-0014 大阪府大阪市西区北堀江2-1-11久我ビル北館5F 665438010 丹波(丹健)第3-44 平成29年1月27日 令和6年2月29日 平成21年12月21日
000028 8000117111 丹波市立山南農産物処理加工及び実習施設 669-3157 丹波市山南町和田347 795708800 そうざい製造業 一般 株式会社ウエルネスサプライ 代表取締役 薄井 修司 550-0014 大阪府大阪市西区北堀江2-1-11久我ビル北館5F 665438010 丹波(丹健)第9-8 平成29年1月27日 令和6年2月29日 平成21年12月21日
000028 8000117113 山門 669-2821 丹波篠山市東河地116 795960820 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大前 修一 丹波(丹健)第1-242 令和4年2月21日 令和10年2月29日 令和4年2月21日
000028 8000117116 スナック　ブーベ 669-3464 丹波市氷上町石生455-1 795826568 飲食店営業(4)その他 一般 浅畑 隆枝 丹波(丹健)第1-239 令和4年2月17日 令和10年2月29日 令和4年2月17日
000028 8000117126 ちいさなパン畑 669-2202 丹波篠山市東吹505 795941867 菓子製造業 一般 熊谷 清史 丹波(丹健)第3-66 令和4年1月31日 令和10年2月29日 令和4年1月31日
000028 8000117133 和風レストラン　カフェ　そら 669-2132 丹波篠山市今田町上小野原133-1 795972223 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中島 勇 丹波(丹健)第1-233 令和4年2月14日 令和10年2月29日 令和4年2月14日
000028 8000117138 ローソン篠山野中店 669-2452 丹波篠山市野中330-7 795945108 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ジェイプラム 代表取締役 梅田 雄介 669-3601 兵庫県丹波市氷上町成松241-6 795820361 丹波(丹健)第1-216 令和4年1月25日 令和11年2月28日 令和4年1月25日
000028 8000117156 弐拾六 669-2321 丹波篠山市黒岡19 795526295 飲食店営業(4)その他 一般 前田 力 丹波(丹健)第1-223 令和4年1月31日 令和10年2月29日 令和4年1月31日
000028 8000117158 前田農業 669-2313 丹波篠山市野間149-3 菓子製造業 一般 前田 照好 丹波(丹健)第3-64 令和4年1月31日 令和10年2月29日 令和4年1月31日
000028 8000117204 農事組合法人楽らく農園 669-2432 丹波篠山市八上内92-6 795525194 飲食店営業(4)その他 露店 農事組合法人楽らく農園 代表理事 宮城 京子 669-2432 兵庫県丹波篠山市八上内92-6 795525194 丹波(丹健)第1-50 令和2年5月21日 令和7年5月31日 平成22年3月30日
000028 8000117210 こっとんはうす 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 竹安 美晴 丹波(丹健)第1-31 令和2年5月11日 令和7年5月31日 平成22年4月5日
000028 8000117212 うさぎ堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 越賀 正博 丹波(丹健)第3-17 令和2年5月22日 令和7年5月31日 平成22年4月5日
000028 8000117245 仕出し料理　男山 669-2603 丹波篠山市福井19-12 795580388 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 森本 稔 丹波(丹健)第1-96 令和4年7月26日 令和10年8月31日 令和4年7月26日
000028 8000117251 銀鮨 669-3311 丹波市柏原町母坪429-1 795721176 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前田 正吾 丹波(丹健)第1-129 令和4年8月26日 令和10年8月31日 令和4年8月26日
000028 8000117253 髙見牧場直売所　安食の郷 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 795852914 飲食店営業(4)その他 露店 髙見 進 丹波(丹健)第1-99 令和2年7月28日 令和7年8月31日 平成22年6月10日
000028 8000117258 Hana Boss 669-3312 丹波市柏原町田路152 795730387 飲食店営業(4)その他 一般 内堀 薫 丹波(丹健)第1-128 令和4年8月26日 令和10年8月31日 令和4年8月26日
000028 8000117272 アスコザパークＴＡＮＢＡ 669-4335 丹波市市島町与戸3114 795856066 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社エイチアンドアールコーポレーション 代表取締役 文 弘宣 651-0094 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5-6-1 782651120 丹波(丹健)第1-79 令和4年7月14日 令和10年8月31日 令和4年7月14日
000028 8000117281 兵庫県立篠山東雲高等学校 669-2513 丹波篠山市福住1260 795570039 菓子製造業 一般 兵庫県立篠山東雲高等学校 校長 臼井 和彦 669-2513 兵庫県丹波篠山市福住1260 795570039 丹波(丹健)第2-23 令和4年7月26日 令和10年8月31日 令和4年7月26日
000028 8000117282 味土里館 000-0000 丹波篠山市内 飲食店営業(4)その他 露店 丹波ささやま農業協同組合 代表理事組合長 澤本 辰夫 669-2212 兵庫県丹波篠山市大沢438-1 795901185 丹波(丹健)第1-112 令和2年8月7日 令和7年8月31日 平成22年8月2日
000028 8000117294 ひなたぼっこカフェ 669-4344 丹波市市島町上鴨阪853-2 795789610 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 今井 頼子 丹波(丹健)第1-82 令和4年7月14日 令和10年8月31日 令和4年7月14日
000028 8000117313 赤富士食堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 大字 るみ子 丹波(丹健)第1-185 令和2年11月9日 令和7年11月30日 平成22年9月17日
000028 8000117319 岩茶房丹波ことり 669-2334 丹波篠山市西新町18 795565630 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小谷 咲美 丹波(丹健)第1-175 令和4年11月4日 令和10年11月30日 令和4年11月4日
000028 8000117320 岩茶房丹波ことり 669-2334 丹波篠山市西新町18 795565630 菓子製造業 一般 小谷 咲美 丹波(丹健)第2-41 令和4年11月4日 令和10年11月30日 令和4年11月4日
000028 8000117321 岩茶房丹波ことり 669-2334 丹波篠山市西新町18 795565630 そうざい製造業 一般 小谷 咲美 丹波(丹健)第6-14 令和4年11月4日 令和10年11月30日 令和4年11月4日
000028 8000117324 三津屋　妹尾 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 795872550 飲食店営業(4)その他 露店 妹尾 栄二 丹波(丹健)第1-167 令和2年10月27日 令和7年11月30日 平成22年9月30日
000028 8000117332 近藤商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 近藤 貞雄 丹波(丹健)第1-192 令和2年11月19日 令和7年11月30日 平成22年10月5日
000028 8000117341 居酒屋カフェ　もんと 669-2437 丹波篠山市糯ケ坪18-4 795528688 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 武元 幸子 丹波(丹健)第1-165 令和4年10月28日 令和10年11月30日 令和4年10月28日
000028 8000117344 丹波篠山里山懐石と純米酒　風和里 669-2714 丹波篠山市垣屋477-1 795931655 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中庭 哲也 丹波(丹健)第1-190 令和4年11月14日 令和10年11月30日 令和4年11月14日
000028 8000117349 篠山食料品店 669-2331 丹波篠山市二階町54 795521188 食肉販売業 一般 中村 浩二 丹波(丹健)第23-13 令和4年11月16日 令和10年11月30日 令和4年11月16日
000028 8000117350 篠山食料品店 669-2331 丹波篠山市二階町54 795521188 飲食店営業(4)その他 一般 中村 浩二 丹波(丹健)第1-194 令和4年11月16日 令和10年11月30日 令和4年11月16日
000028 8000117351 篠山食料品店 669-2331 丹波篠山市二階町54 795521188 食品の小分け業 一般 中村 浩二 丹波(丹健)第10-1 令和4年11月16日 令和10年11月30日 令和4年11月16日
000028 8000117367 FUJIYA　KOBE　NEWS篠山店 669-2204 丹波篠山市杉265ＮＥＷＳ篠山店内 795942050 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社不二家神戸 代表取締役 富川 俊昭 651-2271 兵庫県神戸市西区高塚台5-4-1 789916700 丹波(丹健)第20-6 令和3年1月25日 令和8年2月28日 平成22年12月2日
000028 8000117370 千絵 669-3157 丹波市山南町和田1120-8 795760204 飲食店営業(4)その他 一般 田中 美鈴 丹波(丹健)第1-271 令和5年2月28日 令和11年2月28日 令和5年2月28日
000028 8000117386 futaba cafe 669-2432 丹波篠山市八上内甲85-1 795061573 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西田 博一 丹波(丹健)第1-252 令和5年2月9日 令和11年2月28日 令和5年2月9日
000028 8000117387 futaba cafe 669-2432 丹波篠山市八上内甲85-1 795061573 菓子製造業 一般 西田 博一 丹波(丹健)第2-53 令和5年2月9日 令和11年2月28日 令和5年2月9日
000028 8000117422 サンシティなかがわ 669-3812 丹波市青垣町小倉886-1 795870023 飲食店営業(4)その他 一般 中川 重之 丹波(丹健)第1-251 令和5年2月8日 令和11年2月28日 令和5年2月8日
000028 8000117424 サンシティなかがわ 669-3812 丹波市青垣町小倉886-1 795870023 食肉販売業 一般 中川 重之 丹波(丹健)第23-14 令和5年2月8日 令和11年2月28日 令和5年2月8日
000028 8000117438 道の駅丹波おばあちゃんの里 669-4131 丹波市春日町七日市710 795703001 アイスクリーム類製造業 一般 丹波ふるさと振興株式会社 代表取締役 柳川 拓三 669-4131 兵庫県丹波市春日町七日市710 795703001 丹波(丹健)第16-1 令和5年2月6日 令和11年2月28日 令和5年2月6日
000028 8000117442 正子のキッチン 669-2308 丹波篠山市和田32-2 795522682 飲食店営業(4)その他 一般 石田 正子 丹波(丹健)第1-50 平成29年5月12日 令和5年5月31日 平成23年3月4日
000028 8000117480 地蔵茶屋 669-3131 丹波市山南町谷川奥山315－1 795772778 飲食店営業(4)その他 一般 大原 まちよ 丹波(丹健)第1-44 令和3年5月12日 令和8年5月31日 平成23年4月4日
000028 8000117490 県立 ささやまの森公園 669-2512 丹波篠山市川原511-1 795570045 飲食店営業(4)その他 露店 公益財団法人 兵庫丹波の森協会 理事長 酒井 隆明 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原5600 795730933 丹波(丹健)第1-36 令和3年4月30日 令和8年5月31日 平成23年4月11日
000028 8000117498 cafe　花の香 669-2325 丹波篠山市河原町102-1 飲食店営業(4)その他 一般 藤井 厚子 丹波(丹健)第1-40 平成29年5月8日 令和5年5月31日 平成23年4月20日
000028 8000117499 工房ゆきえ 669-3822 丹波市青垣町大名草416 795875651 そうざい製造業 一般 足立 百紀枝 丹波(丹健)第9-5 平成29年5月30日 令和5年5月31日 平成23年4月25日
000028 8000117502 本家熊野園 669-2223 丹波篠山市味間奥456 795940162 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　本家熊野園 代表取締役 田中 秀樹 669-2223 兵庫県丹波篠山市味間奥447 795940162 丹波(丹健)第1-36 平成29年5月2日 令和5年5月31日 平成23年4月27日
000028 8000117506 ボーシュマン 669-2532 丹波篠山市小立299 795062358 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 堀江 敬貴 丹波(丹健)第1-55 平成29年5月17日 令和5年5月31日 平成23年4月28日
000028 8000130200 松風地どり　シフォン工房 669-2201 丹波篠山市東古佐95 795945454 菓子製造業 一般 河南 文子 丹波(丹健)第3-16 平成29年5月12日 令和5年5月31日 平成23年5月23日
000028 8000130346 ムラカミあじ工房 669-3155 丹波市山南町小新屋220 795761089 そうざい製造業 一般 村上 逸子 丹波(丹健)第9-2 平成29年4月28日 令和5年5月31日 平成23年5月30日
000028 8000130667 みつみ学苑 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 795770094 飲食店営業(4)その他 露店40L 社会福祉法人みつみ福祉会 理事長 吉見 直人 669-4132 兵庫県丹波市春日町野村65-1 795750314 丹波(丹健)第1-131 令和3年8月30日 令和8年8月31日 令和3年8月30日
000028 8000130703 マントラ 669-2335 丹波篠山市乾新町181-1 795565366 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉田 明登 丹波(丹健)第1-98 平成29年8月10日 令和5年8月31日 平成23年6月27日
000028 8000130921 キャンプリゾート　森のひととき 669-4335 丹波市市島町与戸52-1 795789111 食肉販売業 一般 株式会社エイチアンドアールコーポレーション 代表取締役 文 弘宣 651-0094 兵庫県神戸市中央区琴ノ緒町5-6-1 782652366 丹波(丹健)第27-9 平成29年7月20日 令和5年8月31日 平成23年7月20日
000028 8000130923 FUJIYA　KOBE　NEWS篠山店 669-2204 丹波篠山市杉265ＮＥＷＳ篠山店内 795942050 菓子製造業 一般 株式会社不二家神戸 代表取締役 富川 俊昭 651-2271 兵庫県神戸市西区高塚台5-4-1 789916700 丹波(丹健)第3-32 平成29年8月16日 令和5年8月31日 平成23年7月20日
000028 8000131211 轍～WADACHI～ 669-3151 丹波市山南町草部291-5 795762090 飲食店営業(4)その他 一般 足立 典子 丹波(丹健)第1-92 平成29年8月3日 令和5年8月31日 平成23年8月10日
000028 8000131491 光屋 669-2825 丹波篠山市北野新田96 795062601 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 純子 丹波(丹健)第1-117 令和4年8月10日 令和10年8月31日 令和4年8月10日



000028 8000131494 夛左ヱ門 669-2346 丹波篠山市西岡屋甲209-3 795523989 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 足立 邦明 丹波(丹健)第1-94 平成29年8月10日 令和5年8月31日 平成23年8月26日
000028 8000131524 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団丹寿荘 669-4341 丹波市市島町上竹田2336-1 795853251 飲食店営業(4)その他 一般 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 理事長 藪本 訓弘 651-2134 兵庫県神戸市西区曙町1070 789295655 丹波(丹健)第1-90 平成29年7月28日 令和5年8月31日 平成23年8月29日
000028 8000131730 くりの里 669-2331 丹波篠山市二階町55-2 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社丹波の里本舗 代表取締役 吉田 亜子 669-1143 兵庫県西宮市名塩ガーデン15-1 795522102 丹波(丹健)第1-175 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成23年9月9日
000028 8000131731 くりの里 669-2331 丹波篠山市二階町55-2 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社丹波の里本舗 代表取締役 吉田 亜子 669-1143 兵庫県西宮市名塩ガーデン15-1 795522102 丹波(丹健)第1-197 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 8000131799 巻次のくり 669-2334 丹波篠山市西新町50 菓子製造業 一般 前田 智章 丹波(丹健)第3-47 平成29年10月30日 令和5年11月30日 平成23年9月15日
000028 8000131849 ＫＵＲＵＲＩ 669-2504 丹波篠山市西野々510 795570099 菓子製造業 一般 原田 久美子 丹波(丹健)第3-46 平成29年10月30日 令和5年11月30日 平成23年9月20日
000028 8000131962 春乃荘 669-4141 丹波市春日町黒井412-6 飲食店営業(4)その他 一般 籔内 朝子 丹波(丹健)第1-143 平成29年10月30日 令和5年11月30日 平成23年9月30日
000028 8000132027 ＪＡホールささゆり 669-2317 丹波篠山市沢田336-1 795543500 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 丹波ささやま農業協同組合 代表理事組合長 澤本 辰夫 669-2212 兵庫県丹波篠山市大沢438-1 795941121 丹波(丹健)第1-154 平成29年11月2日 令和5年11月30日 平成23年10月6日
000028 8000132028 ＪＡホールささゆり　多目的ホール 669-2317 丹波篠山市沢田336-1 795543500 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 丹波ささやま農業協同組合 代表理事組合長 澤本 辰夫 669-2212 兵庫県丹波篠山市大沢438-1 795941121 丹波(丹健)第1-153 平成29年11月2日 令和5年11月30日 平成23年10月6日
000028 8000132105 くつろぎカフェ　蘭 669-4141 丹波市春日町黒井1623-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松木 みゆき 丹波(丹健)第1-131 平成29年10月25日 令和5年11月30日 平成23年10月12日
000028 8000132137 たんば産ポーク 669-3152 丹波市山南町北和田1064 795760651 食肉製品製造業 一般 板野 宗平 丹波(丹健)第28-1 平成29年11月9日 令和5年11月30日 平成23年10月17日
000028 8000132164 黒井屋 669-3811 丹波市青垣町佐治597 795870013 飲食店営業(3)旅館 一般 臼井 秀明 丹波(丹健)第1-149 平成29年10月31日 令和5年11月30日 平成23年10月19日
000028 8000132186 Sweets　Cherish 669-3301 丹波市柏原町南多田472-1 795730355 菓子製造業 一般 株式会社　チェリッシュ 代表取締役 中嶋 祥次 669-3301 兵庫県丹波市柏原町南多田472-1 795730355 丹波(丹健)第3-45 平成29年10月30日 令和5年11月30日 平成23年10月20日
000028 8000132539 ＨＯＮＯＲＡＴＫＡ　ＴＥＡ　ＲＯＯＭ 669-3309 丹波市柏原町柏原145 795720017 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 足立 真紀 丹波(丹健)第1-166 平成29年11月7日 令和5年11月30日 平成23年11月15日
000028 8000132570 丹波一休 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 藤本 裕昭 丹波(丹健)第1-148 令和3年10月22日 令和8年11月30日 令和3年10月22日
000028 8000132571 丹波篠山特産物販売センター 669-2463 丹波篠山市真南条中965 795950721 食肉販売業 一般 本荘 巧 丹波(丹健)第27-23 平成29年11月10日 令和5年11月30日 平成23年11月15日
000028 8000132683 芦田食堂 669-3465 丹波市氷上町横田600-1 795822205 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ウッディコーセー 代表取締役 芦田 雄二 669-3465 兵庫県丹波市氷上町横田600-1 795822205 丹波(丹健)第1-121 平成29年10月16日 令和5年11月30日 平成23年11月22日
000028 8000132809 彩雅 669-2333 丹波篠山市南新町127-5丸八ビル1階2号 795524333 飲食店営業(4)その他 一般 大崎 八千代 丹波(丹健)第1-155 平成29年11月2日 令和5年11月30日 平成23年11月29日
000028 8000132831 一期一会デイサービスセンター 669-4322 丹波市市島町上田537-1 795856151 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ライフタイムチャンス 代表取締役 中井 隆文 669-4322 兵庫県丹波市市島町上田537-1 795856151 丹波(丹健)第1-159 平成29年11月2日 令和5年11月30日 平成23年11月29日
000028 8000132867 株式会社東兵庫魚菜 669-3464 丹波市氷上町石生2077-1 795823261 魚介類販売業 一般 株式会社東兵庫魚菜 代表取締役 久下 聖太 669-3464 兵庫県丹波市氷上町石生2077-1 795823261 丹波(丹健)第29-19 平成30年2月2日 令和6年2月29日 平成23年12月2日
000028 8000132935 夢菓子工房スイーツファクトリー　プレミアム 669-2205 丹波篠山市網掛412-1 795944037 菓子製造業 一般 西脇 寛弥 丹波(丹健)第3-62 平成30年2月15日 令和6年2月29日 平成23年12月9日
000028 8000132987 手づくり工房さかい 669-2454 丹波篠山市岩崎523-1 795940875 みそ製造業 一般 酒井 良治 丹波(丹健)第11-5 平成30年1月26日 令和6年2月29日 平成23年12月14日
000028 8000133082 季楽里 669-3155 丹波市山南町小新屋245-2 菓子製造業 一般 池田 恵美子 丹波(丹健)第3-59 令和4年1月20日 令和10年2月29日 令和4年1月20日
000028 8000133198 ほっかほっか亭篠山ファーカス店 669-2202 丹波篠山市東吹330-3 795942722 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社テック 代表取締役 今西 龍介 669-2202 兵庫県丹波篠山市東吹330-3 795500919 丹波(丹健)第1-213 平成30年1月31日 令和6年2月29日 平成23年12月27日
000028 8000133204 みゆき食堂 669-3151 丹波市山南町草部73-1 飲食店営業(4)その他 一般 松浪 秀人 丹波(丹健)第1-203 平成30年1月26日 令和6年2月29日 平成23年12月28日
000028 8000133282 ファミリーマート篠山丹南店 669-2202 丹波篠山市東吹330-3 795902727 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　マーチ 代表取締役 木戸 爾 669-2345 兵庫県丹波篠山市東岡屋778-2 795525377 丹波(丹健)第1-214 平成30年1月31日 令和6年2月29日 平成24年1月10日
000028 8000133386 エヌ・ケーフーズ 669-3309 丹波市柏原町柏原5265 795730269 食肉処理業 一般 中尾 勝志 丹波(丹健)第26-6 平成30年1月29日 令和6年2月29日 平成24年1月18日
000028 8000133387 エヌ・ケーフーズ 669-3309 丹波市柏原町柏原5265 795730269 食肉販売業 一般 中尾 勝志 丹波(丹健)第27-32 平成30年1月29日 令和6年2月29日 平成24年1月18日
000028 8000133485 まえけん農家 669-2334 丹波篠山市西新町50 みそ製造業 一般 前田 順子 丹波(丹健)第11-6 平成30年2月5日 令和6年2月29日 平成24年1月27日
000028 8000133488 すき家 丹南篠山口ＩＣ店 669-2205 丹波篠山市網掛403-1 795942717 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南2-18-1 357838850 丹波(丹健)第1-206 平成30年1月26日 令和7年2月28日 平成24年1月27日
000028 8000133751 ＨＩＭＭＥＬ 669-2345 丹波篠山市東岡屋80-1 飲食店営業(4)その他 一般 西村 豊 丹波(丹健)第1-218 平成30年2月5日 令和6年2月29日 平成24年2月14日
000028 8000133942 八百鈴　青垣畑 669-3834 丹波市青垣町中佐治190-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鈴木 朝子 丹波(丹健)第1-197 平成30年1月18日 令和6年2月29日 平成24年2月24日
000028 8000134040 炉端焼　いろはのい 669-4125 丹波市春日町多田39 795741716 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 笹川 陽一 丹波(丹健)第1-200 平成30年1月23日 令和6年2月29日 平成24年2月29日
000028 8000134059 coffee & Doggarden　ちわわん 669-2801 丹波篠山市追入542-1 795062327 飲食店営業(4)その他 一般 満丸 美香 丹波(丹健)第1-212 平成30年2月27日 令和6年2月29日 平成24年2月29日
000028 8000134240 新たんば荘 669-2341 丹波篠山市郡家451-4 795523111 飲食店営業(3)旅館 一般 一般社団法人ひょうご憩の宿 代表理事 林 直樹 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通6-3-28 783815250 丹波(丹健)第1-38 平成30年5月14日 令和6年5月31日 平成24年3月21日
000028 8000134301 陶々菴 669-2342 丹波篠山市西町64 795526140 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 今村 知津子 丹波(丹健)第1-49 令和4年5月16日 令和9年5月31日 令和4年5月16日
000028 8000134371 三心五観 669-4252 丹波市春日町下三井庄159-1 795789210 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤本 傑士 丹波(丹健)第1-14 平成30年4月24日 令和6年5月31日 平成24年3月28日
000028 8000134407 道の駅「丹波おばあちゃんの里」 669-4131 丹波市春日町七日市710 795703001 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 丹波ふるさと振興株式会社 代表取締役 柳川 拓三 669-4131 兵庫県丹波市春日町七日市710 795703001 丹波(丹健)第1-13 平成30年4月24日 令和6年5月31日 平成24年3月29日
000028 8000134408 道の駅「丹波おばあちゃんの里」 669-4131 丹波市春日町七日市710 795703001 菓子製造業 一般 丹波ふるさと振興株式会社 代表取締役 柳川 拓三 669-4131 兵庫県丹波市春日町七日市710 795703001 丹波(丹健)第3-6 平成30年4月24日 令和6年5月31日 平成24年3月29日
000028 8000134443 春日育成苑 669-4132 丹波市春日町野村65-1 795750366 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-0005 東京都千代田区丸の内2-7-3 332873611 丹波(丹健)第1-55 令和1年5月27日 令和8年5月31日 平成24年3月30日
000028 8000134513 ＡＲＢＯＵＲ 669-2452 丹波篠山市野中194-2 795062929 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉田 美貴 丹波(丹健)第1-28 平成30年5月8日 令和6年5月31日 平成24年4月4日
000028 8000134571 りんごの木 669-2346 丹波篠山市西岡屋甲459-1 795524418 飲食店営業(4)その他 一般 檜皮 益男 丹波(丹健)第1-23 平成30年5月2日 令和6年5月31日 平成24年4月10日
000028 8000134713 トラットリア　アル　ラグー 669-2513 丹波篠山市福住384 795063070 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 兼井 昌二 丹波(丹健)第1-49 平成30年5月21日 令和6年5月31日 平成24年4月20日
000028 8000134833 丹波焼窯元のパンやさん  正元窯　ルーンカフェ 669-2141 丹波篠山市今田町下立杭11-2 795973211 飲食店営業(4)その他 一般 正元 豊一 丹波(丹健)第1-42 平成30年5月14日 令和6年5月31日 平成24年4月25日
000028 8000134834 丹波焼窯元のパンやさん  正元窯　ルーンカフェ 669-2141 丹波篠山市今田町下立杭11-2 795973211 菓子製造業 一般 正元 豊一 丹波(丹健)第3-13 平成30年5月14日 令和6年5月31日 平成24年4月25日
000028 8000134900 交流会館　かどのの郷 669-3613 丹波市氷上町上新庄445-4 795824224 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山口 善男 丹波(丹健)第1-15 平成30年4月25日 令和6年5月31日 平成24年4月27日
000028 8000134976 グリーンウェーブ 669-2411 丹波篠山市辻958 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 家澤 美智代 丹波(丹健)第1-29 平成30年5月8日 令和6年5月31日 平成24年5月8日
000028 8000134977 グリーンウェーブ 669-2411 丹波篠山市辻958 そうざい製造業 一般 家澤 美智代 丹波(丹健)第9-2 平成30年5月8日 令和6年5月31日 平成24年5月8日
000028 8000135025 いづみや製菓 669-3157 丹波市山南町和田190-2 795760153 菓子製造業 一般 廣内 尚登 丹波(丹健)第3-2 平成30年4月23日 令和6年5月31日 平成24年5月11日
000028 8000135161 ぎゃらりーカフェ庄次郎 669-2334 丹波篠山市西新町79 795524533 喫茶店営業 一般 奥山 徳雄 丹波(丹健)第2-6 平成30年5月7日 令和6年5月31日 平成24年5月21日
000028 8000135208 きらめきワーク 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 特定非営利活動法人かたくり 理事 亀井 賢一 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原1018-1 795730234 丹波(丹健)第1-8 令和4年4月19日 令和9年5月31日 令和4年4月19日
000028 8000135221 麦わらぼうし 669-2345 丹波篠山市東岡屋449 795525248 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷田 章男 丹波(丹健)第1-48 平成30年5月21日 令和6年5月31日 平成24年5月22日
000028 8000135222 麦わらぼうし 669-2345 丹波篠山市東岡屋449 795525248 菓子製造業 一般 谷田 章男 丹波(丹健)第3-15 平成30年5月21日 令和6年5月31日 平成24年5月22日
000028 8000135277 丹波篠山ジグザグブルワリー 669-2513 丹波篠山市福住191-1 795061263 酒類製造業 一般 Ｙａｍａ－Ｄｒｅａｍ株式会社 代表取締役 山取 直樹 669-2513 兵庫県丹波篠山市福住191-1 795061263 丹波(丹健)第14-1 平成30年5月28日 令和6年5月31日 平成24年5月24日
000028 8000135306 ちゃれんじスペース 669-4141 丹波市春日町黒井811 795742002 飲食店営業(4)その他 一般 社会福祉法人丹波市社会福祉協議会 会長 田口 勝彦 669-3602 兵庫県丹波市柏原町柏原2715 795867171 丹波(丹健)第1-8 平成30年4月19日 令和6年5月31日 平成24年5月25日
000028 8000135323 カラオケ歌里坊 669-2345 丹波篠山市東岡屋277-4 795522223 飲食店営業(4)その他 一般 新聞総合企画有限会社 代表取締役 田中 英輝 669-1346 兵庫県三田市上相野186-4 795600444 丹波(丹健)第1-25 平成30年5月7日 令和6年5月31日 平成24年5月28日
000028 8000135374 フレッシュバザール春日店 669-4141 丹波市春日町黒井2248 795743951 菓子製造業 一般 株式会社　さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第3-7 平成30年5月1日 令和6年5月31日 平成24年5月30日
000028 8000135418 たこ焼き正美 669-3614 丹波市氷上町下新庄39 795825429 飲食店営業(4)その他 一般 糸井 美代子 丹波(丹健)第1-12 平成30年4月23日 令和6年5月31日 平成24年5月31日
000028 8000135592 カタシマ丹波店 669-3309 丹波市柏原町柏原3083 795730851 飲食店営業(4)その他 一般 カタシマ株式会社 代表取締役 667-0114 兵庫県養父市小城568 796642457 丹波(丹健)第1-77 令和1年7月12日 令和8年8月31日 平成24年6月18日
000028 8000135593 カタシマ丹波店 669-3309 丹波市柏原町柏原3083 795730851 菓子製造業 一般 カタシマ株式会社 代表取締役 667-0114 兵庫県養父市小城568 796642457 丹波(丹健)第3-28 令和1年7月12日 令和8年8月31日 平成24年6月18日
000028 8000135620 キッチン chiffon 669-3309 丹波市柏原町柏原181-8 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 金岡 慶一 丹波(丹健)第1-73 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成24年6月19日
000028 8000135705 フレッシュバザール氷上町店 669-3602 丹波市氷上町常楽555 795825111 菓子製造業 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第3-25 平成30年7月20日 令和6年8月31日 平成24年6月27日
000028 8000135716 田舎家 669-3309 丹波市柏原町柏原168-2 795720311 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 出野 昌布 丹波(丹健)第1-62 平成30年7月19日 令和6年8月31日 平成24年6月28日
000028 8000135780 山本 669-2452 丹波篠山市野中330-15 795945988 かん詰又はびん詰食品製造業 一般 山本 一夫 丹波(丹健)第18-1 平成30年8月2日 令和6年8月31日 平成24年7月3日
000028 8000135928 あだち製菓 669-3401 丹波市春日町山田281-1 795742990 菓子製造業 一般 足立 高広 丹波(丹健)第3-31 平成30年7月27日 令和6年8月31日 平成24年7月13日
000028 8000135929 花苑 669-3461 丹波市氷上町市辺588 795823329 飲食店営業(4)その他 一般 中道 知代子 丹波(丹健)第1-85 平成30年8月8日 令和6年8月31日 平成24年7月12日
000028 8000136126 タルト屋　うえだ 669-2452 丹波篠山市野中521 菓子製造業 一般 植田 真矢 丹波(丹健)第3-39 平成30年8月28日 令和6年8月31日 平成24年7月30日
000028 8000136325 丹波篠山ジグザグブルワリー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店80L Ｙａｍａ－Ｄｒｅａｍ株式会社 代表取締役 山取 直樹 669-2513 兵庫県丹波篠山市福住191-1 795061263 丹波(丹健)第1-122 令和4年8月15日 令和9年8月31日 令和4年8月15日
000028 8000136374 野良里来楽里(のらりくらり） 669-3401 丹波市春日町山田335 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 金川 喜八郎 丹波(丹健)第1-93 平成30年8月13日 令和6年8月31日 平成24年8月17日
000028 8000136447 居酒屋　山家 669-2343 丹波篠山市風深215-2 795521624 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橋本 健義 丹波(丹健)第1-80 平成30年8月2日 令和6年8月31日 平成24年8月22日
000028 8000136485 くら寿司　丹波店 669-3312 丹波市柏原町田路字半田23-1 795733610 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 くら寿司株式会社 代表取締役 田中 邦彦 599-8253 大阪府堺市中区深阪1-2-2 722398071 丹波(丹健)第1-86 令和1年7月25日 令和8年8月31日 平成24年8月27日
000028 8000136650 味工房葛野村 669-3613 丹波市氷上町上新庄445-4 795824224 菓子製造業 一般 二森 英彦 丹波(丹健)第3-36 平成30年8月7日 令和6年8月31日 平成24年8月31日
000028 8000136761 喫茶・食事　みんなのいえ 669-4132 丹波市春日町野村2456 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鎌谷 眞智子 丹波(丹健)第1-126 平成30年10月22日 令和6年11月30日 平成24年9月10日
000028 8000136771 江戸久本店 669-2325 丹波篠山市河原町52 飲食店営業(4)その他 露店40L 河合 豊寿 丹波(丹健)第1-171 令和4年11月7日 令和9年11月30日 令和4年11月7日
000028 8000137074 ザ・ビッグエクストラ氷上店 669-3464 丹波市氷上町石生1783-6 795886500 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 丹波(丹健)第29-11 平成30年10月29日 令和6年11月30日 平成24年10月10日
000028 8000137075 ザ・ビッグエクストラ氷上店 669-3464 丹波市氷上町石生1783-6 795886500 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 丹波(丹健)第27-20 平成30年10月29日 令和6年11月30日 平成24年10月10日
000028 8000137076 ザ・ビッグエクストラ氷上店（惣菜） 669-3464 丹波市氷上町石生1783-6 795886500 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 丹波(丹健)第1-138 平成30年10月29日 令和6年11月30日 平成24年10月10日
000028 8000137077 ザ・ビッグエクストラ氷上店（寿司） 669-3464 丹波市氷上町石生1783-6 795886500 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 丹波(丹健)第1-139 平成30年10月29日 令和6年11月30日 平成24年10月10日
000028 8000137079 ザ・ビッグエクストラ氷上店 669-3464 丹波市氷上町石生1783-6 795886500 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 丹波(丹健)第3-47 平成30年10月29日 令和6年11月30日 平成24年10月10日
000028 8000137080 ザ・ビッグエクストラ氷上店(ｻﾝﾄﾞｲｯﾁ) 669-3464 丹波市氷上町石生1783-6 795886500 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 丹波(丹健)第1-137 平成30年10月29日 令和6年11月30日 平成24年10月10日
000028 8000137140 時夢館 669-2162 丹波篠山市今田町黒石96-8 795673364 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤本 定一 丹波(丹健)第1-157 平成30年11月19日 令和6年11月30日 平成24年10月11日
000028 8000137163 かつべえ（エヌ・ケーフーズ） 669-3309 丹波市柏原町柏原210本町公民館横丹波市駐車場内 飲食店営業(4)その他 露店80L 中尾 勝志 丹波(丹健)第1-197 令和4年11月17日 令和9年11月30日 令和4年11月17日
000028 8000137164 かつべえ 000-0000 丹波市、丹波篠山市 飲食店営業(4)その他 露店80L 中尾 勝志 丹波(丹健)第1-198 令和4年11月17日 令和9年11月30日 令和4年11月17日
000028 8000137276 ザ・サイプレスゴルフクラブ　1Fｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ 669-3622 丹波市氷上町三原60-1 795827711 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社サイプレスクラブ 代表取締役 段 康滋 669-3622 兵庫県丹波市氷上町三原229 795827711 丹波(丹健)第1-115 平成30年10月17日 令和6年11月30日 平成24年10月25日
000028 8000137281 ザ・サイプレスゴルフクラブ　2Fﾚｽﾄﾗﾝ 669-3622 丹波市氷上町三原60-1 795827711 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社サイプレスクラブ 代表取締役 段 康滋 669-3622 兵庫県丹波市氷上町三原229 795827711 丹波(丹健)第1-113 平成30年10月17日 令和6年11月30日 平成24年10月25日
000028 8000137283 ザ・サイプレスゴルフクラブ　2Fﾊﾞｰﾗｳﾝｼﾞ 669-3622 丹波市氷上町三原60-1 795827711 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社サイプレスクラブ 代表取締役 段 康滋 669-3622 兵庫県丹波市氷上町三原229 795827711 丹波(丹健)第1-114 平成30年10月17日 令和6年11月30日 平成24年10月25日
000028 8000137320 丹波の蕎麦処　たかはし 669-4133 丹波市春日町平松526 795789151 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 髙橋 扶美雄 丹波(丹健)第1-125 平成30年10月22日 令和6年11月30日 平成24年10月26日
000028 8000137386 韓国の味　オモニ 669-2106 丹波篠山市牛ケ瀬76-1　9号 795942776 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 市岡 秋子 丹波(丹健)第1-158 平成30年11月19日 令和6年11月30日 平成24年11月2日
000028 8000137481 キャンディー　キャンディー 669-3415 丹波市春日町坂140-2 795703737 飲食店営業(3)旅館 一般 川西 眞由美 丹波(丹健)第1-121 平成30年10月19日 令和6年11月30日 平成24年11月9日
000028 8000137497 猪昌(国道176号店) 669-2123 丹波篠山市古市153 795060110 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 村上 昌広 丹波(丹健)第1-163 平成30年11月28日 令和6年11月30日 平成24年11月13日
000028 8000137498 猪昌(国道176号店) 669-2123 丹波篠山市古市153 795060110 食肉販売業 一般 村上 昌広 丹波(丹健)第27-23 平成30年11月28日 令和6年11月30日 平成24年11月13日
000028 8000137500 恐竜樂樂舎 669-3151 丹波市山南町草部185-2 795761535 菓子製造業 一般 太田 誠 丹波(丹健)第3-44 平成30年10月25日 令和6年11月30日 平成24年11月12日
000028 8000138239 一眞坊 669-2143 丹波篠山市今田町釜屋29-2 795063956 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小川 俊和 丹波(丹健)第1-193 平成31年2月5日 令和7年2月28日 平成25年1月9日
000028 8000138279 大正ロマン館（移動） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社アクト篠山 代表取締役 圓増 亮介 669-2332 兵庫県丹波篠山市北新町97 795526668 丹波(丹健)第1-236 令和5年1月23日 令和10年2月29日 令和5年1月23日
000028 8000138327 白椿 669-2802 丹波篠山市大山宮293 795960133 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 仲島 惠子 丹波(丹健)第1-196 平成31年2月7日 令和7年2月28日 平成25年1月21日
000028 8000138367 おばちゃんの店 669-4321 丹波市市島町上垣25-3 795851721 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤田 洋子 丹波(丹健)第1-184 平成31年1月24日 令和7年2月28日 平成25年1月23日
000028 8000138478 Ｍ－ＣＡＦＥ 669-3309 丹波市柏原町柏原3595-1 795722209 飲食店営業(4)その他 一般 土田 みつえ 丹波(丹健)第1-174 平成31年1月17日 令和7年2月28日 平成25年1月31日
000028 8000138480 旬菜処　ひさ家 669-3467 丹波市氷上町本郷300　ゆめタウン1F 795828162 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　ニチレク 代表取締役 田渕 和彦 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場3-4-26出光ナガホリビル12F 796960211 丹波(丹健)第1-180 平成31年1月21日 令和7年2月28日 平成25年1月30日
000028 8000138748 郡家ピザ 669-2341 丹波篠山市郡家852 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 伊熊 司朗 丹波(丹健)第1-189 平成31年1月31日 令和7年2月28日 平成25年2月22日
000028 8000138927 フレッシュバザール山南店 669-3144 丹波市山南町奥183 795772740 食肉販売業 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第27-3 令和2年4月24日 令和9年5月31日 平成25年3月5日
000028 8000138928 フレッシュバザール山南店 669-3144 丹波市山南町奥183 795772740 魚介類販売業 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第29-2 令和2年4月24日 令和9年5月31日 平成25年3月5日
000028 8000138929 フレッシュバザール山南店（惣菜） 669-3144 丹波市山南町奥183 795772740 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第1-21 令和2年4月24日 令和9年5月31日 平成25年3月5日
000028 8000138930 フレッシュバザール山南店（焼魚） 669-3144 丹波市山南町奥183 795772740 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第1-22 令和2年4月24日 令和9年5月31日 平成25年3月5日
000028 8000138931 フレッシュバザール山南店（寿司） 669-3144 丹波市山南町奥183 795772740 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第1-23 令和2年4月24日 令和9年5月31日 平成25年3月5日
000028 8000138932 フレッシュバザール山南店 669-3144 丹波市山南町奥183 795772740 菓子製造業 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第3-5 令和2年4月24日 令和9年5月31日 平成25年3月5日
000028 8000139036 夢の里　やながわ 669-4124 丹波市春日町野上野920 795740123 菓子製造業 一般 株式会社やながわ 代表取締役 柳川 拓三 669-4124 兵庫県丹波市春日町野上野209-1 795740010 丹波(丹健)第3-12 平成31年4月25日 令和7年5月31日 平成25年3月13日
000028 8000139195 のせ 669-3309 丹波市柏原町柏原190-1 795720319 飲食店営業(4)その他 一般 能勢 正子 丹波(丹健)第1-26 平成31年4月26日 令和7年5月31日 平成25年3月26日
000028 8000139196 丹波市立柏原・氷上学校給食センター 669-3464 丹波市氷上町石生77-3 795868744 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社東洋食品 代表取締役 荻久保 英男 110-0015 東京都台東区東上野1-14-4 338361291 丹波(丹健)第1-24 令和2年4月22日 令和9年5月31日 平成25年3月25日
000028 8000139327 七輪亭　鶴べぇ 669-3461 丹波市氷上町市辺204-1 飲食店営業(4)その他 一般 髙見 龍 丹波(丹健)第1-43 令和1年5月15日 令和7年5月31日 平成25年3月29日
000028 8000139409 丹波チキンの洋食レストラン　ペサパロ 669-2131 丹波篠山市今田町辰巳177 795064335 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小倉 英彦 丹波(丹健)第1-2 平成31年4月5日 令和7年5月31日 平成25年4月3日
000028 8000139420 株式会社　西山酒造場 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 795860331 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社　西山酒造場 代表取締役 西山 周三 669-4302 兵庫県丹波市市島町中竹田1171 795860331 丹波(丹健)第1-35 平成30年5月16日 令和5年5月31日 平成25年4月3日
000028 8000139421 株式会社　西山酒造場 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 795860331 菓子製造業 露店 株式会社　西山酒造場 代表取締役 西山 周三 669-4302 兵庫県丹波市市島町中竹田1171 795860331 丹波(丹健)第3-12 平成30年5月16日 令和5年5月31日 平成25年4月3日



000028 8000139896 槇家 669-2106 丹波篠山市牛ヶ瀬606-3 795943933 そうざい製造業 一般 酒井 正行 丹波(丹健)第9-2 平成31年4月22日 令和7年5月31日 平成25年5月10日
000028 8000139913 きゃべつ畑 669-3152 丹波市山南町北和田91-2 795760652 飲食店営業(4)その他 一般 堂本 悦子 丹波(丹健)第1-52 令和1年5月22日 令和7年5月31日 平成25年5月13日
000028 8000139914 きゃべつ畑 669-3152 丹波市山南町北和田91-2 795760652 菓子製造業 一般 堂本 悦子 丹波(丹健)第3-19 令和1年5月22日 令和7年5月31日 平成25年5月13日
000028 8000140007 株式会社丹波姫もみじ　氷上工場 669-3572 丹波市氷上町谷村1812-10 795826333 そうざい製造業 一般 株式会社丹波姫もみじ 代表取締役 柳川瀬 正夫 669-3572 兵庫県丹波市山南町畑内17-4 795826333 丹波(丹健)第9-3 平成31年4月25日 令和7年5月31日 平成25年5月17日
000028 8000140128 舞鶴若狭自動車道西紀サービスエリア下り線 669-2737 丹波篠山市東木之部1 795931133 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 光明興業株式会社 代表取締役 段 正峰 542-0076 大阪府大阪市中央区難波4-2-1 666318055 丹波(丹健)第1-12 平成31年4月18日 令和7年5月31日 平成25年5月27日
000028 8000140129 舞鶴若狭自動車道西紀サービスエリア下り線 669-2737 丹波篠山市東木之部1 795931133 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 光明興業株式会社 代表取締役 段 正峰 542-0076 大阪府大阪市中央区難波4-2-1 666318055 丹波(丹健)第1-13 平成31年4月18日 令和7年5月31日 平成25年5月27日
000028 8000140137 舞鶴若狭自動車道西紀サービスエリア下り線 669-2737 丹波篠山市東木之部1 795931133 菓子製造業 一般 光明興業株式会社 代表取締役 段 正峰 542-0076 大阪府大阪市中央区難波4-2-1 666318055 丹波(丹健)第3-6 平成31年4月18日 令和7年5月31日 平成25年5月27日
000028 8000140148 野菜畑　びすたあり 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 川口 雅子 丹波(丹健)第1-46 平成30年5月17日 令和5年5月31日 平成25年5月28日
000028 8000140388 兵庫県立氷上高等学校 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 兵庫県立氷上高等学校 学校長 足立 均 669-4141 兵庫県丹波市春日町黒井77 795740104 丹波(丹健)第1-72 平成30年7月27日 令和5年8月31日 平成25年6月10日
000028 8000140600 井上商事株式会社　兵庫第3工場 669-4322 丹波市市島町上田520-2 795852561 めん類製造業 一般 井上商事 株式会社 代表取締役 井上 敬策 563-0022 大阪府池田市旭丘2-12-16 664535251 丹波(丹健)第17-1 令和1年8月6日 令和7年8月31日 平成25年6月28日
000028 8000140644 陽だまり 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 特定非営利活動法人　陽だまり 理事長 岸田 郁夫 669-2222 兵庫県丹波篠山市味間南905-4 795944112 丹波(丹健)第1-90 平成30年8月7日 令和5年8月31日 平成25年7月2日
000028 8000140657 グリーンウェーブ 669-2411 丹波篠山市辻958 ソース類製造業 一般 家澤 美智代 丹波(丹健)第13-2 令和1年7月31日 令和7年8月31日 平成25年7月3日
000028 8000140956 農家体感施設○ 669-4132 丹波市春日町野村212-2 795740820 飲食店営業(3)旅館 一般 婦木 克則 丹波(丹健)第1-91 令和1年7月25日 令和7年8月31日 平成25年7月23日
000028 8000140963 昭和酒場 669-3309 丹波市柏原町柏原189 飲食店営業(4)その他 一般 安田 智美 丹波(丹健)第1-115 令和1年8月16日 令和7年8月31日 平成25年7月23日
000028 8000141122 黒豆の館 669-2733 丹波篠山市下板井511-2 079-590-8077 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　黒豆の館 代表取締役 能勢 震次 669-2733 兵庫県丹波篠山市下板井511-2 795908077 丹波(丹健)第1-93 令和1年7月31日 令和7年8月31日 平成25年7月25日
000028 8000141217 黒豆の館 669-2733 丹波篠山市下板井511-2 795908077 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社　黒豆の館 代表取締役 能勢 震次 669-2733 兵庫県丹波篠山市下板井511-2 795908077 丹波(丹健)第20-8 平成30年8月2日 令和5年8月31日 平成25年7月25日
000028 8000141241 あくさや 669-2342 丹波篠山市西町7 795520093 菓子製造業 一般 藤野 隆裕 丹波(丹健)第3-33 令和1年8月16日 令和7年8月31日 平成25年7月30日
000028 8000141417 食肉センター谷川 669-3462 丹波市氷上町大崎65-1 795826814 そうざい製造業 一般 谷川 慰男 丹波(丹健)第9-13 令和1年8月14日 令和7年8月31日 平成25年8月12日
000028 8000141617 みやま 669-2135 丹波篠山市今田町上立杭1-455 795972990 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 畠中 一浩 丹波(丹健)第1-103 令和1年8月2日 令和7年8月31日 平成25年8月26日
000028 8000141716 さぎ草グループ 669-2153 丹波篠山市今田町今田新田21-10 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 合同会社さぎ草グループ 代表社員 大西 美野湖 669-2153 兵庫県丹波篠山市今田町今田新田21-10 丹波(丹健)第1-117 令和2年8月12日 令和9年8月31日 平成25年8月30日
000028 8000141717 さぎ草グループ 669-2153 丹波篠山市今田町今田新田21-10 菓子製造業 一般 合同会社さぎ草グループ 代表社員 大西 美野湖 669-2153 兵庫県丹波篠山市今田町今田新田21-10 丹波(丹健)第3-29 令和2年8月12日 令和9年8月31日 平成25年8月30日
000028 8000141718 さぎ草グループ 669-2153 丹波篠山市今田町今田新田21-10 そうざい製造業 一般 合同会社さぎ草グループ 代表社員 大西 美野湖 669-2153 兵庫県丹波篠山市今田町今田新田21-10 丹波(丹健)第9-11 令和2年8月12日 令和9年8月31日 平成25年8月30日
000028 8000141764 フードショップ　スギ 669-2345 丹波篠山市東岡屋688-4 795520554 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 杉本 正昭 丹波(丹健)第1-94 令和1年7月29日 令和7年8月31日 平成25年8月30日
000028 8000141767 フードショップ　スギ 669-2345 丹波篠山市東岡屋688-4 795520554 魚介類販売業 一般 杉本 正昭 丹波(丹健)第29-3 令和1年7月29日 令和7年8月31日 平成25年8月30日
000028 8000141887 瀧山商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 柴田 賢二 丹波(丹健)第1-149 平成30年11月5日 令和5年11月30日 平成25年9月12日
000028 8000141918 魚民 669-2212 丹波篠山市大沢2-9-6前川店舗　1階 795941588 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社モンテローザフーズ 代表取締役 大神 輝博 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町1-21-1 422368888 丹波(丹健)第1-168 令和1年10月30日 令和7年11月30日 平成25年9月13日
000028 8000142020 孔雀のぱい 669-3821 丹波市青垣町桧倉299 飲食店営業(4)その他 一般 佐藤 宏子 丹波(丹健)第1-147 令和1年10月24日 令和7年11月30日 平成25年9月26日
000028 8000142021 孔雀のぱい 669-3821 丹波市青垣町桧倉299 菓子製造業 一般 佐藤 宏子 丹波(丹健)第3-43 令和1年10月24日 令和7年11月30日 平成25年9月26日
000028 8000142086 パン工房　むぎはな 669-3464 丹波市氷上町石生361 795825211 飲食店営業(4)その他 一般 社会福祉法人　みつみ福祉会 理事長 吉見 直人 669-4132 兵庫県丹波市春日町野村65-1 795750314 丹波(丹健)第1-191 令和1年11月14日 令和7年11月30日 平成25年10月1日
000028 8000142174 ＭＡＨＡ　ＣＵＲＲＹ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 福岡 学 丹波(丹健)第1-116 平成30年10月19日 令和5年11月30日 平成25年10月7日
000028 8000142199 cafe　NOAH 669-3402 丹波市春日町新才417-1 795743577 飲食店営業(4)その他 一般 安田 佐枝子 丹波(丹健)第1-143 令和1年10月11日 令和7年11月30日 平成25年10月8日
000028 8000142212 居酒屋　蘭丸 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 大垣 年弘 丹波(丹健)第1-112 平成30年10月15日 令和5年11月30日 平成25年10月8日
000028 8000142238 里山工房　くもべ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 795562570 飲食店営業(4)その他 露店 合同会社里山工房くもべ 代表社員 丸井 一正 669-2404 兵庫県丹波篠山市西本荘西ノ山2-1 795562570 丹波(丹健)第1-159 平成30年11月19日 令和5年11月30日 平成25年10月10日
000028 8000142239 里山工房　くもべ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 795562570 菓子製造業 露店 合同会社里山工房くもべ 代表社員 丸井 一正 669-2404 兵庫県丹波篠山市西本荘西ノ山2-1 795562570 丹波(丹健)第3-55 平成30年11月19日 令和5年11月30日 平成25年10月10日
000028 8000142243 里山工房　くもべ 669-2404 丹波篠山市西本荘西ノ山2-1 795562570 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 合同会社里山工房くもべ 代表社員 丸井 一正 669-2404 兵庫県丹波篠山市西本荘西ノ山2-1 795562570 丹波(丹健)第1-181 令和1年11月12日 令和7年11月30日 平成25年10月11日
000028 8000142244 里山工房　くもべ 669-2404 丹波篠山市西本荘西ノ山2-1 795562570 そうざい製造業 一般 合同会社里山工房くもべ 代表社員 丸井 一正 669-2404 兵庫県丹波篠山市西本荘西ノ山2-1 795562570 丹波(丹健)第9-14 令和1年11月12日 令和7年11月30日 平成25年10月11日
000028 8000142304 フレッシュバザール青垣店（寿司） 669-3811 丹波市青垣町佐治1-1 795805700 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとうフレッシュフロンティア 代表取締役 佐藤 総二郎 668-0873 兵庫県豊岡市正法寺105 796230333 丹波(丹健)第1-148 令和1年10月24日 令和7年11月30日 平成25年10月16日
000028 8000142323 丹波ささやま農業協同組合 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 丹波ささやま農業協同組合 代表理事組合長 澤本 辰夫 669-2212 兵庫県丹波篠山市大沢438-1 795941121 丹波(丹健)第1-142 平成30年10月29日 令和5年11月30日 平成25年10月18日
000028 8000142325 ＪＡ女性会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 丹波ささやま農業協同組合 代表理事組合長 澤本 辰夫 669-2212 兵庫県丹波篠山市大沢438-1 795941121 丹波(丹健)第3-48 平成30年10月29日 令和5年11月30日 平成25年10月18日
000028 8000142350 丹波農産株式会社 669-2416 丹波篠山市井ノ上327 795552621 菓子製造業 一般 丹波農産株式会社 代表取締役 大西 康夫 669-2416 兵庫県丹波篠山市井ノ上327 795552621 丹波(丹健)第3-48 令和1年10月28日 令和7年11月30日 平成25年10月21日
000028 8000142351 ロザリアン　カフェ　ミロ 669-2436 丹波篠山市池上569 795523614 菓子製造業 一般 株式会社篠山自動車教習所 代表取締役 小河 吉彦 669-2436 兵庫県丹波篠山市池上569 795520815 丹波(丹健)第3-50 令和1年11月6日 令和7年11月30日 平成25年10月21日
000028 8000142384 里山工房　くもべ 669-2404 丹波篠山市西本荘西ノ山2-1 795562570 喫茶店営業 一般 合同会社里山工房くもべ 代表社員 丸井 一正 669-2404 兵庫県丹波篠山市西本荘西ノ山2-1 795562570 丹波(丹健)第2-38 令和1年11月12日 令和7年11月30日 平成25年10月23日
000028 8000142471 瀧庵 669-3642 丹波市氷上町香良104 飲食店営業(4)その他 一般 宗教法人　岩瀧寺 代表役員 和田 滝光 669-3642 兵庫県丹波市氷上町香良613-4 795827675 丹波(丹健)第1-199 令和1年11月28日 令和7年11月30日 平成25年10月29日
000028 8000142509 いしずみ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 德永 幸子 丹波(丹健)第1-146 平成30年11月1日 令和5年11月30日 平成25年10月31日
000028 8000142580 イワマ商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 岩間 里美 丹波(丹健)第1-129 平成30年10月24日 令和5年11月30日 平成25年11月7日
000028 8000142601 農事組合法人　今出せせらぎ園 669-3832 丹波市青垣町遠阪1625 795880558 めん類製造業 一般 農事組合法人　今出せせらぎ園 代表理事 山中 利樹 669-3832 兵庫県丹波市青垣町遠阪1625 795880558 丹波(丹健)第17-2 令和1年11月18日 令和7年11月30日 平成25年11月8日
000028 8000142602 農事組合法人　今出せせらぎ園 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 795880558 飲食店営業(4)その他 露店 農事組合法人　今出せせらぎ園 代表理事 山中 利樹 669-3832 兵庫県丹波市青垣町遠阪1625 795880558 丹波(丹健)第1-135 平成30年10月29日 令和5年11月30日 平成25年11月8日
000028 8000142652 蓬来の郷 669-3582 丹波市氷上町佐野1402 795828827 菓子製造業 一般 海老原 千代美 丹波(丹健)第3-56 令和1年11月13日 令和7年11月30日 平成25年11月13日
000028 8000142797 株式会社　芦田ポートリー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社　芦田ポートリー 代表取締役 芦田 昭也 669-3645 兵庫県丹波市氷上町鴨内967 795889800 丹波(丹健)第1-108 平成30年10月4日 令和5年11月30日 平成25年11月21日
000028 8000142798 株式会社　芦田ポートリー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 株式会社　芦田ポートリー 代表取締役 芦田 昭也 669-3645 兵庫県丹波市氷上町鴨内967 795889800 丹波(丹健)第3-42 平成30年10月4日 令和5年11月30日 平成25年11月21日
000028 8000142911 農事組合法人真南条営農組合 669-2462 丹波篠山市真南条上167-1 飲食店営業(4)その他 露店 農事組合法人真南条営農組合 代表理事 堀井 聡 669-2462 兵庫県丹波篠山市真南条上167-1 795950719 丹波(丹健)第1-133 平成30年10月25日 令和5年11月30日 平成25年11月27日
000028 8000143001 自然薯庵 669-2462 丹波篠山市真南条上947-8 795500727 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 酒井 由里 丹波(丹健)第1-196 令和1年11月21日 令和7年11月30日 平成25年11月29日
000028 8000143104 Dente di Leone タンポポ 669-2332 丹波篠山市北新町104-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福田 裕介 丹波(丹健)第1-250 令和2年2月27日 令和8年2月28日 平成25年12月6日
000028 8000143204 たにしき 669-2524 丹波篠山市箱谷280-1 795570530 飲食店営業(4)その他 一般 谷舗 秀美 丹波(丹健)第1-217 令和2年1月27日 令和8年2月28日 平成25年12月13日
000028 8000143205 アトリエ（ａｔｅｌｉｅｒ） 669-4345 丹波市市島町徳尾847 795852015 菓子製造業 一般 余田 誠 丹波(丹健)第3-65 令和2年1月30日 令和8年2月28日 平成25年12月16日
000028 8000143382 genten 669-3801 丹波市青垣町東芦田981 795870169 飲食店営業(4)その他 一般 尾上 剛士 丹波(丹健)第1-245 令和2年2月21日 令和8年2月28日 平成25年12月27日
000028 8000143454 鴨庄商工会 000-0000 丹波市内 菓子製造業 露店 坂谷 勝文 丹波(丹健)第3-64 平成31年1月17日 令和6年2月29日 平成26年1月15日
000028 8000143624 ファミリーマート柏原下小倉店 669-3305 丹波市柏原町下小倉275 795733100 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　わしお 代表取締役 宮﨑 芳通 671-0232 兵庫県姫路市御国野町御着372-1 792511111 丹波(丹健)第1-218 令和2年1月27日 令和8年2月28日 平成26年1月28日
000028 8000143651 丹波篠山Cafe　夢商人 669-2124 丹波篠山市不来坂6-4 飲食店営業(4)その他 一般 福原 専二 丹波(丹健)第1-221 令和2年1月27日 令和8年2月28日 平成26年1月29日
000028 8000143681 ボンヌール 669-3309 丹波市柏原町柏原61 795721218 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 亀井 美樹 丹波(丹健)第1-227 令和2年2月3日 令和8年2月28日 平成26年1月30日
000028 8000143749 ローソン篠山東岡屋店 669-2345 丹波篠山市東岡屋687 795525568 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ジェイプラム 代表取締役 梅田 雄介 669-3601 兵庫県丹波市氷上町成松241-6 丹波(丹健)第1-212 令和3年1月20日 令和10年2月29日 平成26年2月5日
000028 8000143791 ハートパック株式会社Ｂ棟 669-3144 丹波市山南町奥163 795772901 菓子製造業 一般 ハートパック株式会社 代表取締役 笹倉 一真 669-3144 兵庫県丹波市山南町奥163 795772901 丹波(丹健)第3-68 令和2年2月14日 令和9年2月28日 平成26年2月7日
000028 8000143860 藤森芳酵堂 669-2151 丹波篠山市今田町今田359 795064544 菓子製造業 一般 藤森 由香 丹波(丹健)第3-69 令和2年2月14日 令和8年2月28日 平成26年2月13日
000028 8000143861 藤森芳酵堂 669-2151 丹波篠山市今田町今田359 795064544 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤森 由香 丹波(丹健)第1-239 令和2年2月14日 令和8年2月28日 平成26年2月13日
000028 8000143948 農事組合法人　後川特産物加工組合 669-2422 丹波篠山市後川上7 795562866 みそ製造業 一般 農事組合法人後川特産物加工組合 代表理事組合長 倉 敏司 669-2422 兵庫県丹波篠山市後川上7 795562866 丹波(丹健)第11-5 令和2年1月21日 令和8年2月28日 平成26年2月19日
000028 8000144173 よしまる農場 669-2355 丹波篠山市大野176 795520304 みそ製造業 一般 吉田 早苗 丹波(丹健)第11-6 令和2年2月14日 令和8年2月28日 平成26年2月27日
000028 8000144376 中国料理　大連飯店 669-3303 丹波市柏原町見長5 795721306 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社友縁 代表取締役 友常 美智代 669-3303 兵庫県丹波市柏原町見長5 795721306 丹波(丹健)第1-18 令和2年4月21日 令和8年5月31日 平成26年3月11日
000028 8000144498 喫茶　美貴 669-2341 丹波篠山市郡家846 795523480 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合資会社畑休商事 代表社員 畑 貴之 669-2324 兵庫県丹波篠山市東新町81 795520370 丹波(丹健)第1-40 令和2年5月14日 令和8年5月31日 平成26年3月19日
000028 8000144502 有限会社　シェ・ポワ 669-2162 丹波篠山市今田町黒石44 795903030 豆腐製造業 一般 有限会社シェ・ポワ 代表取締役 小林 功実 669-2162 兵庫県丹波篠山市今田町黒石44 795903030 丹波(丹健)第15-2 令和2年5月19日 令和8年5月31日 平成26年3月19日
000028 8000144577 ミストフェリーズ 669-3311 丹波市柏原町母坪335-1 795731245 飲食店営業(4)その他 一般 畑 道雄 丹波(丹健)第1-35 令和2年5月12日 令和8年5月31日 平成26年3月25日
000028 8000144578 ミストフェリーズ 669-3311 丹波市柏原町母坪335-1 795731245 菓子製造業 一般 畑 道雄 丹波(丹健)第3-7 令和2年5月12日 令和8年5月31日 平成26年3月25日
000028 8000144579 ミストフェリーズ 669-3311 丹波市柏原町母坪335-1 795731245 アイスクリーム類製造業 一般 畑 道雄 丹波(丹健)第20-3 令和2年5月12日 令和8年5月31日 平成26年3月25日
000028 8000144585 丹南精明園　内　厨房 669-2221 丹波篠山市西古佐700 795942298 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 富士産業株式会社 代表取締役 中村 勝彦 105-0004 東京都港区新橋5-32-7　FIビル 354006111 丹波(丹健)第1-26 令和2年4月24日 令和8年5月31日 平成26年3月26日
000028 8000144699 株式会社岸本久志商店篠山工場 669-2203 丹波篠山市吹新131 795944455 アイスクリーム類製造業 一般 株式会社岸本久志商店 代表取締役 岸本 久志 533-0012 大阪府大阪市東淀川区大道南1-25-28 663290725 丹波(丹健)第20-2 令和3年4月30日 令和10年5月31日 平成26年3月28日
000028 8000144718 かどのブランド工房 669-3613 丹波市氷上町上新庄445-4 795824224 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 十倉 正己 丹波(丹健)第1-38 令和2年5月14日 令和8年5月31日 平成26年3月28日
000028 8000144719 かどのブランド工房 669-3613 丹波市氷上町上新庄445-4 795824224 そうざい製造業 一般 十倉 正己 丹波(丹健)第9-3 令和2年5月14日 令和8年5月31日 平成26年3月28日
000028 8000144722 鹿加工組合丹波　もみじ 669-3572 丹波市氷上町谷村1812-10 795826333 食肉処理業 一般 深田 晋三 丹波(丹健)第26-1 令和2年5月18日 令和8年5月31日 平成26年3月28日
000028 8000144723 鹿加工組合丹波　もみじ 669-3572 丹波市氷上町谷村1812-10 795826333 食肉販売業 一般 深田 晋三 丹波(丹健)第27-5 令和2年5月18日 令和8年5月31日 平成26年3月28日
000028 8000144913 そば処　鴨の庄 669-4312 丹波市市島町北奥997 795850234 飲食店営業(4)その他 一般 日野 智人 丹波(丹健)第1-58 令和2年5月26日 令和8年5月31日 平成26年4月7日
000028 8000144914 そば処　鴨の庄 669-4312 丹波市市島町北奥997 795850234 めん類製造業 一般 日野 智人 丹波(丹健)第17-1 令和2年5月26日 令和8年5月31日 平成26年4月7日
000028 8000144966 マドラス カフェ 669-2326 丹波篠山市小川町7-2 飲食店営業(4)その他 一般 正田 ユミ子 丹波(丹健)第1-43 令和2年5月14日 令和8年5月31日 平成26年4月10日
000028 8000144967 マントラ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 吉田 明登 丹波(丹健)第1-51 令和1年5月21日 令和6年5月31日 平成26年4月9日
000028 8000145010 まんぷく食堂 669-3301 丹波市柏原町南多田678-1 795735928 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社大文フーズ 代表取締役 清水 照男 670-0802 兵庫県姫路市砥堀184-1 792644388 丹波(丹健)第1-6 令和2年4月16日 令和8年5月31日 平成26年4月11日
000028 8000145020 中津からあげ大吉 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 太田 秀紀 丹波(丹健)第1-10 平成31年4月18日 令和6年5月31日 平成26年4月11日
000028 8000145187 cafe　Abbey 669-2205 丹波篠山市網掛395-2 795064924 飲食店営業(4)その他 一般 酒井 格 丹波(丹健)第1-32 令和2年5月12日 令和8年5月31日 平成26年4月22日
000028 8000145188 株式会社　おゝみや 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社　おゝみや 代表取締役 大見 春樹 669-2335 兵庫県丹波篠山市乾新町40 795520352 丹波(丹健)第1-38 令和1年5月10日 令和6年5月31日 平成26年4月22日
000028 8000145313 丹波の小さな旅 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 乾 まち子 丹波(丹健)第2-3 平成31年4月25日 令和6年5月31日 平成26年4月28日
000028 8000145368 パリス 669-3467 丹波市氷上町本郷102-8 795821717 飲食店営業(4)その他 一般 大木 憲雄 丹波(丹健)第1-17 令和2年4月20日 令和8年5月31日 平成26年5月1日
000028 8000145475 里山工房　くもべ 669-2404 丹波篠山市西本荘西ノ山2-1 795562570 菓子製造業 一般 合同会社里山工房くもべ 代表社員 丸井 一正 669-2404 兵庫県丹波篠山市西本荘西ノ山2-1 795562570 丹波(丹健)第3-14 令和2年5月19日 令和8年5月31日 平成26年5月9日
000028 8000145609 倖蓮 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 野々口 友絵 丹波(丹健)第1-11 平成31年4月18日 令和6年5月31日 平成26年5月19日
000028 8000145610 倖蓮 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 野々口 友絵 丹波(丹健)第3-4 平成31年4月18日 令和6年5月31日 平成26年5月19日
000028 8000145611 マルイチ総業 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 細見 一朗 丹波(丹健)第1-4 平成31年4月9日 令和6年5月31日 平成26年5月19日
000028 8000145612 マルイチ総業 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 細見 一朗 丹波(丹健)第3-1 平成31年4月9日 令和6年5月31日 平成26年5月19日
000028 8000145652 蕎麦　和さび 669-3309 丹波市柏原町柏原574-2 795720028 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤田 勇 丹波(丹健)第1-37 令和2年5月14日 令和8年5月31日 平成26年5月21日
000028 8000145754 兵庫県立氷上高等学校　生活科 669-4141 丹波市春日町黒井77 795740104 菓子製造業 一般 兵庫県立氷上高等学校 学校長 足立 均 669-4141 兵庫県丹波市春日町黒井77 795740104 丹波(丹健)第3-18 令和2年5月28日 令和8年5月31日 平成26年5月27日
000028 8000145901 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 丹波(丹健)第1-73 令和1年7月4日 令和6年8月31日 平成26年6月4日
000028 8000145902 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 丹波(丹健)第3-26 令和1年7月4日 令和6年8月31日 平成26年6月4日
000028 8000145904 フレッシュバザールさとう篠山店 669-2321 丹波篠山市黒岡294-1 795527310 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第1-89 令和2年7月21日 令和8年8月31日 平成26年6月4日
000028 8000145916 たむらのコロッケ 669-3842 丹波市青垣町沢野394-5 そうざい製造業 一般 田村 芙瑳子 丹波(丹健)第9-7 令和2年7月27日 令和8年8月31日 平成26年6月5日
000028 8000145939 極楽秘密酒場闇市倶楽部 669-3311 丹波市柏原町母坪424 795721201 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 化田 克弥 丹波(丹健)第1-103 令和2年7月31日 令和8年8月31日 平成26年6月9日
000028 8000145982 藤本屋 669-2451 丹波篠山市北56-2 795940514 菓子製造業 一般 藤本 武則 丹波(丹健)第3-28 令和2年8月12日 令和8年8月31日 平成26年6月11日
000028 8000146021 ファミリーマート春日インター店 669-4131 丹波市春日町七日市611-1 795741701 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社わしお 代表取締役 宮﨑 芳通 671-0232 兵庫県姫路市御国野町御着372-1 792511111 丹波(丹健)第1-88 令和2年7月21日 令和8年8月31日 平成26年6月16日
000028 8000146062 修練所 669-3142 丹波市山南町村森1-1 795770430 飲食店営業(3)旅館 一般 円応教 代表役員 中村 史郎 669-3142 兵庫県丹波市山南町村森1-1 795770430 丹波(丹健)第1-86 令和2年7月20日 令和8年8月31日 平成26年6月18日
000028 8000146109 セ・ラヴィ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 三上 尚子 丹波(丹健)第1-123 令和1年8月22日 令和6年8月31日 平成26年6月20日
000028 8000146110 セ・ラヴィ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 三上 尚子 丹波(丹健)第3-34 令和1年8月22日 令和6年8月31日 平成26年6月20日
000028 8000146256 瀧弘商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 柴田 祐子 丹波(丹健)第1-104 令和1年8月2日 令和6年8月31日 平成26年6月27日
000028 8000146297 ザ・ビッグ篠山店 669-2345 丹波篠山市東岡屋141 795541600 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 丹波(丹健)第1-122 令和3年8月6日 令和10年8月31日 令和3年8月6日
000028 8000146300 ザ・ビッグ篠山店 669-2345 丹波篠山市東岡屋141 795541600 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 丹波(丹健)第3-32 令和3年8月6日 令和10年8月31日 令和3年8月6日
000028 8000146302 ザ・ビッグ篠山店 669-2345 丹波篠山市東岡屋141 795541600 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 丹波(丹健)第29-4 令和3年8月6日 令和10年8月31日 令和3年8月6日
000028 8000146303 ザ・ビッグ篠山店 669-2345 丹波篠山市東岡屋141 795541600 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1-3-52 825358500 丹波(丹健)第27-5 令和3年8月6日 令和10年8月31日 令和3年8月6日
000028 8000146329 Moondust 669-3311 丹波市柏原町母坪396-1 795732112 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 みのり 丹波(丹健)第1-91 令和2年7月21日 令和8年8月31日 平成26年7月2日
000028 8000146379 セ・ラヴィ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 三上 尚子 丹波(丹健)第1-128 令和1年8月30日 令和6年8月31日 平成26年7月4日



000028 8000146380 セ・ラヴィ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 三上 尚子 丹波(丹健)第1-129 令和1年8月30日 令和6年8月31日 平成26年7月4日
000028 8000146381 セ・ラヴィ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 三上 尚子 丹波(丹健)第1-130 令和1年8月30日 令和6年8月31日 平成26年7月4日
000028 8000146639 ウエルネス こども村 669-4302 丹波市市島町中竹田1727 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社ウエルネス 代表取締役 仰 一成 664-0015 兵庫県伊丹市昆陽池1-36 727689775 丹波(丹健)第1-121 令和2年8月14日 令和8年8月31日 平成26年7月15日
000028 8000146640 ウエルネス こども村 669-4302 丹波市市島町中竹田1727 食肉販売業 一般 株式会社ウエルネス 代表取締役 仰 一成 664-0015 兵庫県伊丹市昆陽池1-36 727689775 丹波(丹健)第27-16 令和2年8月14日 令和8年8月31日 平成26年7月15日
000028 8000146909 ファミリーマート氷上町常楽店 669-3602 丹波市氷上町常楽1116-1 795821176 飲食店営業(4)その他 一般 椎葉 慎 丹波(丹健)第1-75 令和2年7月16日 令和8年8月31日 平成26年7月28日
000028 8000146927 台湾料理　豊源 669-4132 丹波市春日町野村2562-1 795703059 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 翔輝株式会社 代表取締役 山岸 雅男 501-1132 岐阜県岐阜市折立887 582395678 丹波(丹健)第1-71 令和2年7月14日 令和8年8月31日 平成26年7月29日
000028 8000147017 麺屋粉哲 669-2205 丹波篠山市網掛337-1ベルエトワール 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山川 浩人 丹波(丹健)第1-111 令和2年8月7日 令和8年8月31日 平成26年8月4日
000028 8000147018 Patisserie M's Passion 669-2204 丹波篠山市杉264-1 795587111 菓子製造業 一般 松木 満 丹波(丹健)第3-25 令和2年7月31日 令和8年8月31日 平成26年8月4日
000028 8000147035 （株）みき寿司 669-3157 丹波市山南町和田204 795760140 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社みき寿司 代表取締役 三木 孝重 669-3157 兵庫県丹波市山南町和田204 795760140 丹波(丹健)第1-85 令和2年7月21日 令和8年8月31日 平成26年8月5日
000028 8000147077 倖蓮 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 野々口 友絵 丹波(丹健)第1-116 令和1年8月16日 令和6年8月31日 平成26年8月7日
000028 8000147090 くらよし篠山インター店 669-2205 丹波篠山市網掛407-1 795901198 そうざい製造業 一般 株式会社くらよし 代表取締役 平野 亜弥 624-0822 京都府舞鶴市字七日市417-7 773627048 丹波(丹健)第9-6 令和2年7月21日 令和8年8月31日 平成26年8月7日
000028 8000147091 くらよし篠山インター店 669-2205 丹波篠山市網掛407-1 795901198 魚介類販売業 一般 株式会社くらよし 代表取締役 平野 亜弥 624-0822 京都府舞鶴市字七日市417-7 773627048 丹波(丹健)第29-7 令和2年7月21日 令和8年8月31日 平成26年8月7日
000028 8000147101 CAFE＆DINING　佐治倶楽部 669-3811 丹波市青垣町佐治683 795867078 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 出町 慎 丹波(丹健)第1-109 令和2年8月3日 令和8年8月31日 平成26年8月8日
000028 8000147102 春日育成苑 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 795750366 菓子製造業 露店 社会福祉法人みつみ福祉会 理事長 吉見 直人 669-4132 兵庫県丹波市春日町野村65-1 795750314 丹波(丹健)第3-30 令和1年7月25日 令和6年8月31日 平成26年8月8日
000028 8000147191 丹波うまいもん研究会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 奥畑 和也 丹波(丹健)第1-80 令和1年7月19日 令和6年8月31日 平成26年8月12日
000028 8000147624 かどのブランド工房 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 二森 英彦 丹波(丹健)第3-57 令和1年11月13日 令和6年11月30日 平成26年9月9日
000028 8000147633 ＲＨ　Ｂａｇｅｌｓ 669-2342 丹波篠山市西町55 795504598 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前川 浩仁 丹波(丹健)第1-156 令和2年10月23日 令和8年11月30日 平成26年9月10日
000028 8000147634 ＲＨ　Ｂａｇｅｌｓ 669-2342 丹波篠山市西町55 795504598 菓子製造業 一般 前川 浩仁 丹波(丹健)第3-38 令和2年10月23日 令和8年11月30日 平成26年9月10日
000028 8000147642 はな円 669-2125 丹波篠山市住山552 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森本 光子 丹波(丹健)第1-189 令和2年11月16日 令和8年11月30日 平成26年9月11日
000028 8000147761 丹波乳業株式会社　氷上牛乳センター 669-3464 丹波市氷上町石生桧ノ前162 795826324 乳処理業 一般 丹波乳業株式会社 代表取締役 吉田 拓洋 669-3464 兵庫県丹波市氷上町石生桧ノ前162 795826324 丹波(丹健)第21-1 令和2年11月9日 令和9年11月30日 平成26年9月19日
000028 8000147762 丹波乳業株式会社　氷上牛乳センター 669-3464 丹波市氷上町石生桧ノ前162 795826324 乳製品製造業 一般 丹波乳業株式会社 代表取締役 吉田 拓洋 669-3464 兵庫県丹波市氷上町石生桧ノ前162 795826324 丹波(丹健)第23-2 令和2年11月9日 令和9年11月30日 平成26年9月19日
000028 8000147763 丹波乳業株式会社　氷上牛乳センター 669-3464 丹波市氷上町石生桧ノ前162 795826324 集乳業 一般 丹波乳業株式会社 代表取締役 吉田 拓洋 669-3464 兵庫県丹波市氷上町石生桧ノ前162 795826324 丹波(丹健)第24-1 令和2年11月9日 令和9年11月30日 平成26年9月19日
000028 8000147930 千華 669-3105 丹波市山南町北太田234 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 生田 智子 丹波(丹健)第1-142 令和2年10月12日 令和8年11月30日 平成26年10月2日
000028 8000147939 カフェ心月 669-2135 丹波篠山市今田町上立杭67 飲食店営業(4)その他 一般 京嶋 可己悠 丹波(丹健)第1-188 令和2年11月16日 令和8年11月30日 平成26年10月3日
000028 8000147940 カフェ心月 669-2135 丹波篠山市今田町上立杭67 菓子製造業 一般 京嶋 可己悠 丹波(丹健)第3-45 令和2年11月16日 令和8年11月30日 平成26年10月3日
000028 8000147989 就労継続支援事業所　ニコマル 669-3465 丹波市氷上町横田460-1 795802251 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社ネクステ 代表取締役 大槻 真也 669-3465 兵庫県丹波市氷上町横田460-1 795802251 丹波(丹健)第1-144 令和2年10月15日 令和8年11月30日 平成26年10月7日
000028 8000147992 CASA　DEL　AMICI 669-2331 丹波篠山市二階町10-2 795587950 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北里 大輔 丹波(丹健)第1-170 令和2年10月29日 令和8年11月30日 平成26年10月8日
000028 8000148005 岩茶房丹波ことり 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 小谷 咲美 丹波(丹健)第1-178 令和1年11月6日 令和6年11月30日 平成26年10月9日
000028 8000148007 （株）やながわ　特産加工場 669-4124 丹波市春日町野上野889-1 795740010 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社やながわ 代表取締役 柳川 拓三 669-4124 兵庫県丹波市春日町野上野209-1 795740010 丹波(丹健)第19-6 令和2年10月19日 令和8年11月30日 平成26年10月9日
000028 8000148008 夢の里やながわ本店 669-4124 丹波市春日町野上野920 795740123 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社やながわ 代表取締役 柳川 拓三 669-4124 兵庫県丹波市春日町野上野209-1 795740010 丹波(丹健)第19-7 令和2年10月19日 令和8年11月30日 平成26年10月9日
000028 8000148139 つき 669-3311 丹波市柏原町母坪431-1 795731700 飲食店営業(4)その他 一般 山本 知子 丹波(丹健)第1-161 令和2年10月22日 令和8年11月30日 平成26年10月20日
000028 8000148147 リトルマーメイド氷上店 669-3467 丹波市氷上町本郷300 795828482 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社加納吉之助商店 代表取締役 加納 剛太 669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽858 795828079 丹波(丹健)第1-184 令和2年11月9日 令和8年11月30日 平成26年10月21日
000028 8000148148 リトルマーメイド氷上店 669-3467 丹波市氷上町本郷300 795828482 菓子製造業 一般 株式会社加納吉之助商店 代表取締役 加納 剛太 669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽858 795828079 丹波(丹健)第3-42 令和2年11月9日 令和8年11月30日 平成26年10月21日
000028 8000148171 丹波遊工房 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社ウエルネスサプライ 代表取締役 薄井 修司 550-0014 大阪府大阪市西区北堀江2-1-1久我ビル北館5F 665438010 丹波(丹健)第1-195 令和1年11月21日 令和6年11月30日 平成26年10月21日
000028 8000148173 みちくさ 669-4131 丹波市春日町七日市117 795740804 飲食店営業(4)その他 一般 笹川 美由樹 丹波(丹健)第1-149 令和2年10月19日 令和8年11月30日 平成26年10月21日
000028 8000148204 ＨＯＮＯＲＡＴＫＡ　ＴＥＡ　ＲＯＯＭ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 足立 真紀 丹波(丹健)第2-36 令和1年11月6日 令和6年11月30日 平成26年10月22日
000028 8000148300 ２７５１２事業所 669-3306 丹波市柏原町北中150 795737030 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-3-20 664588801 丹波(丹健)第1-143 令和2年10月15日 令和8年11月30日 平成26年10月31日
000028 8000148474 山肉　おおまえ 669-2821 丹波篠山市東河地116 795960820 食肉販売業 一般 大前 修一 丹波(丹健)第27-20 令和2年10月22日 令和8年11月30日 平成26年11月12日
000028 8000148491 民宿　湯ノ壷 669-2421 丹波篠山市後川新田79 795563685 飲食店営業(3)旅館 一般 山田 正洋 丹波(丹健)第1-152 令和2年10月20日 令和8年11月30日 平成26年11月13日
000028 8000148525 (株)諏訪園 669-2204 丹波篠山市杉164-2 795942226 菓子製造業 一般 株式会社諏訪園 代表取締役 酒井 一行 669-2223 兵庫県丹波篠山市味間奥1463 795940855 丹波(丹健)第3-47 令和2年11月24日 令和8年11月30日 平成26年11月14日
000028 8000148526 (株)諏訪園 669-2204 丹波篠山市杉164-2 795942226 喫茶店営業 一般 株式会社諏訪園 代表取締役 酒井 一行 669-2223 兵庫県丹波篠山市味間奥1463 795940855 丹波(丹健)第2-16 令和2年11月24日 令和8年11月30日 平成26年11月14日
000028 8000148527 (株)諏訪園 669-2204 丹波篠山市杉164-2 795942226 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社諏訪園 代表取締役 酒井 一行 669-2223 兵庫県丹波篠山市味間奥1463 795940855 丹波(丹健)第20-3 令和1年10月30日 令和6年11月30日 平成26年11月14日
000028 8000148528 (株)諏訪園 669-2223 丹波篠山市味間奥1-5 795940855 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社諏訪園 代表取締役 酒井 一行 669-2223 兵庫県丹波篠山市味間奥1463 795940855 丹波(丹健)第1-201 令和2年11月24日 令和7年11月30日 平成26年11月14日
000028 8000148656 本町の家 669-3811 丹波市青垣町佐治585 飲食店営業(4)その他 一般 出町 慎 丹波(丹健)第1-171 令和2年10月29日 令和8年11月30日 平成26年11月25日
000028 8000148661 ふえのみち農園 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 横山 湧亮 丹波(丹健)第1-169 令和1年10月31日 令和6年11月30日 平成26年11月25日
000028 8000148847 マコトヤ 669-3157 丹波市山南町和田259-1 795760012 魚介類販売業 一般 横谷 小百合 丹波(丹健)第29-16 令和3年1月29日 令和9年2月28日 平成26年12月2日
000028 8000148893 ＺＡＩＫＡ 669-3309 丹波市柏原町柏原2675-1 795730444 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社ＪＧＫＰ 代表社員 セムワル ビカス 535-0021 大阪府大阪市旭区清水3-30-12 671641894 丹波(丹健)第1-231 令和3年2月1日 令和9年2月28日 平成26年12月8日
000028 8000148919 Ｒｉｔｚ 669-4125 丹波市春日町多田39みちくさ横丁102 795789672 飲食店営業(4)その他 一般 谷口 麻紀 丹波(丹健)第1-219 令和3年1月26日 令和9年2月28日 平成26年12月9日
000028 8000148952 オータニ広尾カントリークラブ 669-2501 丹波篠山市奥原山広尾41 795571101 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 関西興業株式会社 代表取締役 大谷 壽一 660-0083 兵庫県尼崎市道意町6-3-1 664160081 丹波(丹健)第1-248 令和3年2月15日 令和9年2月28日 平成26年12月12日
000028 8000149070 合同会社大黒　来来亭　丹波店 669-3301 丹波市柏原町南多田181-1 795731725 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社大黒 代表 黒田 隆政 669-3301 兵庫県丹波市柏原町南多田181-1 795731725 丹波(丹健)第1-220 令和3年1月28日 令和9年2月28日 平成26年12月22日
000028 8000149137 株式会社黒豆の館 669-2733 丹波篠山市下板井511-2 795908077 菓子製造業 一般 株式会社黒豆の館 代表取締役 能勢 震次 669-2733 兵庫県丹波篠山市下板井511-2 795908077 丹波(丹健)第3-57 令和3年2月16日 令和9年2月28日 平成26年12月25日
000028 8000149157 (株)芦田ポートリー 669-3645 丹波市氷上町鴨内967 795889800 菓子製造業 一般 株式会社芦田ポートリー 代表取締役 芦田 昭也 669-3645 兵庫県丹波市氷上町鴨内967 795889800 丹波(丹健)第3-54 令和3年2月3日 令和9年2月28日 平成26年12月26日
000028 8000149158 (株)芦田ポートリー 669-3645 丹波市氷上町鴨内967 795889800 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社芦田ポートリー 代表取締役 芦田 昭也 669-3645 兵庫県丹波市氷上町鴨内967 795889800 丹波(丹健)第19-13 令和3年2月3日 令和9年2月28日 平成26年12月26日
000028 8000149302 ハートパック株式会社Ａ棟 669-3144 丹波市山南町奥163 795772901 食品の小分け業 一般 ハートパック株式会社 代表取締役 笹倉 一真 669-3144 兵庫県丹波市山南町奥163 795772901 丹波(丹健)第13-2 令和4年1月20日 令和10年2月29日 令和4年1月20日
000028 8000149327 チャイニーズレストラン　竹海(ズーハイ) 669-2325 丹波篠山市河原町418 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷河 公英 丹波(丹健)第1-247 令和3年2月9日 令和9年2月28日 平成27年1月22日
000028 8000149398 万為楼 669-2441 丹波篠山市日置150 795562021 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長澤 保幸 丹波(丹健)第1-250 令和3年2月17日 令和9年2月28日 平成27年1月28日
000028 8000149399 万為楼 669-2441 丹波篠山市日置150 795562021 そうざい製造業 一般 長澤 保幸 丹波(丹健)第9-17 令和3年2月17日 令和9年2月28日 平成27年1月28日
000028 8000149441 喫茶タカ 669-3614 丹波市氷上町下新庄36-1 795820478 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社タカ 代表取締役 西田 康雄 669-3614 兵庫県丹波市氷上町下新庄36-1 795820478 丹波(丹健)第1-221 令和3年1月28日 令和9年2月28日 平成27年1月30日
000028 8000149535 企業組合元気村かみくげ 669-3101 丹波市山南町上滝1913-1 795780003 みそ製造業 一般 企業組合元気村かみくげ 代表理事 村上 正昭 669-3102 兵庫県丹波市山南町下滝205 795770304 丹波(丹健)第11-7 令和3年2月4日 令和9年2月28日 平成27年2月6日
000028 8000149705 couleur 669-2604 丹波篠山市小原770 795580386 菓子製造業 一般 大江 智香 丹波(丹健)第3-60 令和3年2月22日 令和9年2月28日 平成27年2月18日
000028 8000149760 ローソン丹波市山南町奥店 669-3144 丹波市山南町奥172-1 795700018 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ジェイプラム 代表取締役 梅田 雄介 669-3601 兵庫県丹波市氷上町成松241-6 795820361 丹波(丹健)第1-219 令和4年1月27日 令和11年2月28日 令和4年1月27日
000028 8000149937 和ごころダイニング　もみじの家 669-3309 丹波市柏原町柏原2898-6 795721500 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ジャポネックス 代表取締役 迫井 圭二 672-8045 兵庫県姫路市飾磨区中野田1-21 792357200 丹波(丹健)第1-242 令和3年2月4日 令和9年2月28日 平成27年2月27日
000028 8000150013 ヴォーノ・ピアチェーレ 669-3309 丹波市柏原町柏原1306-5 795737055 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社モルトフレスコ 代表取締役 加藤 貴樹 625-0014 京都府舞鶴市鹿原小字札垣1-5 773627005 丹波(丹健)第1-19 令和3年4月23日 令和9年5月31日 平成27年3月4日
000028 8000150014 オアシスいっせ 669-4341 丹波市市島町上竹田179-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人いきいき前山 理事長 井上 和隆 669-4341 兵庫県丹波市市島町上竹田180 795851092 丹波(丹健)第1-57 令和3年5月18日 令和10年5月31日 平成27年3月4日
000028 8000150034 ㈱喜作 669-3309 丹波市柏原町柏原77-1 795721044 そうざい製造業 一般 株式会社喜作 代表取締役 足立 陽次 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原77-1 795721044 丹波(丹健)第9-2 令和3年4月26日 令和9年5月31日 平成27年3月5日
000028 8000150212 魚菜うえぱら 669-2213 丹波篠山市中野76-4 795942611 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北摂観光株式会社 代表取締役 山下 由晶 669-2213 兵庫県丹波篠山市中野76-4 795942611 丹波(丹健)第1-26 令和3年4月23日 令和9年5月31日 平成27年3月16日
000028 8000150218 古民家　旬菜cafe,tamatebako　玉手箱 669-3623 丹波市氷上町中野208 795820229 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松井 宏太 丹波(丹健)第1-16 令和3年4月22日 令和9年5月31日 平成27年3月16日
000028 8000150253 ら・ぱん工房　来古里 669-4317 丹波市市島町上牧703 795868177 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一般社団法人One Three 代表理事 髙見 忠寿 669-4317 兵庫県丹波市市島町上牧703 丹波(丹健)第1-53 令和3年5月17日 令和9年5月31日 平成27年3月16日
000028 8000150254 ら・ぱん工房　来古里 669-4317 丹波市市島町上牧703 0795-86-8177 菓子製造業 一般 一般社団法人One Three 代表理事 髙見 忠寿 669-4317 兵庫県丹波市市島町上牧703 丹波(丹健)第3-18 令和3年5月17日 令和9年5月31日 平成27年3月16日
000028 8000150280 NONOHANA 669-2446 丹波篠山市八上上299-2 795066625 菓子製造業 一般 瀧野 弘樹 丹波(丹健)第3-10 令和3年4月27日 令和9年5月31日 平成27年3月18日
000028 8000150304 青山台ゴルフ倶楽部　アウト売店 669-2308 丹波篠山市和田32-1 795524980 飲食店営業(4)その他 一般 西日本観光株式会社 代表取締役 井上 高文 669-2308 兵庫県丹波篠山市和田32-1 795524980 丹波(丹健)第1-68 令和3年5月24日 令和9年5月31日 平成27年3月19日
000028 8000150306 青山台ゴルフ倶楽部　イン売店 669-2311 丹波篠山市新荘惣上山68-2 795524980 飲食店営業(4)その他 一般 西日本観光株式会社 代表取締役 井上 高文 669-2308 兵庫県丹波篠山市和田32-1 795524980 丹波(丹健)第1-67 令和3年5月24日 令和9年5月31日 平成27年3月19日
000028 8000150307 篠山ハム株式会社 669-2452 丹波篠山市野中521 795902200 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 篠山ハム株式会社 代表取締役 岡邉 真樹 669-2452 兵庫県丹波篠山市野中521 795902200 丹波(丹健)第19-2 令和3年4月28日 令和9年5月31日 平成27年3月19日
000028 8000150434 ル・クロ丹波邸 669-3309 丹波市柏原町柏原688-3　1F 795730096 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社クロフーディング 代表取締役 黒岩 功 542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-3-22 662111644 丹波(丹健)第1-39 令和3年5月12日 令和9年5月31日 平成27年3月27日
000028 8000150436 ル・クロ丹波邸 669-3309 丹波市柏原町柏原688-3　2F 795730096 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社クロフーディング 代表取締役 黒岩 功 542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-3-22 662111644 丹波(丹健)第20-1 令和2年4月21日 令和7年5月31日 平成27年3月27日
000028 8000150442 小麦工房　麦の穂 669-2333 丹波篠山市南新町230メゾン篠山112 菓子製造業 一般 大地 友代 丹波(丹健)第3-8 令和3年4月27日 令和9年5月31日 平成27年3月26日
000028 8000150612 JA丹波ひかみとれたて野菜直売所 669-3461 丹波市氷上町市辺440 795825130 飲食店営業(4)その他 一般 丹波ひかみ農業協同組合 代表理事組合長 藤原 昌和 669-3461 兵庫県丹波市氷上町市辺440 795820170 丹波(丹健)第1-39 令和4年5月2日 令和11年5月31日 令和4年5月2日
000028 8000150613 JA丹波ひかみとれたて野菜直売所 669-3461 丹波市氷上町市辺440 795825130 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 丹波ひかみ農業協同組合 代表理事組合長 藤原 昌和 669-3461 兵庫県丹波市氷上町市辺440 795820170 丹波(丹健)第20-5 令和3年5月27日 令和9年5月31日 平成27年4月6日
000028 8000150657 富田極楽屋台 000-0000 丹波市内 飲食店営業(4)その他 露店 橋間 勝代 丹波(丹健)第1-62 令和2年5月29日 令和7年5月31日 平成27年4月8日
000028 8000150659 播磨屋 669-3157 丹波市山南町和田279 795760021 飲食店営業(3)旅館 一般 西田 季哲 丹波(丹健)第1-46 令和3年5月12日 令和9年5月31日 平成27年4月8日
000028 8000150660 播磨屋 669-3157 丹波市山南町和田279 795760021 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西田 季哲 丹波(丹健)第1-47 令和3年5月12日 令和9年5月31日 平成27年4月8日
000028 8000150724 中島大祥堂　丹波本店 669-3309 丹波市柏原町柏原448 795730160 菓子製造業 一般 株式会社中島大祥堂 代表取締役 中島 慎介 577-0824 大阪府東大阪市大蓮東4-12-45 729901120 丹波(丹健)第3-17 令和3年5月13日 令和9年5月31日 平成27年4月13日
000028 8000150733 丹波　穂のヴォンネ 669-4335 丹波市市島町与戸725-1 795868156 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩坪 良彦 丹波(丹健)第1-13 令和3年4月21日 令和9年5月31日 平成27年4月13日
000028 8000150734 丹波　穂のヴォンネ 669-4335 丹波市市島町与戸725-1 795868156 菓子製造業 一般 岩坪 良彦 丹波(丹健)第3-2 令和3年4月21日 令和9年5月31日 平成27年4月13日
000028 8000150740 株式会社中島大祥堂　丹波工場 669-3159 丹波市山南町美和123 795762223 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社中島大祥堂 代表取締役 中島 慎介 577-0824 大阪府東大阪市大蓮東4-12-45 729901120 丹波(丹健)第19-3 令和3年5月14日 令和9年5月31日 平成27年4月13日
000028 8000150756 カラオケ歌里坊　氷上店 669-3466 丹波市氷上町稲継67-1 795826111 飲食店営業(4)その他 一般 新聞総合企画有限会社 取締役 田中 英輝 669-1346 兵庫県三田市上相野186-4 795600444 丹波(丹健)第1-22 令和3年4月23日 令和9年5月31日 平成27年4月14日
000028 8000150758 アトリエはぁもにぃ・デイサービスいっぽ 669-2353 丹波篠山市野尻309 795521388 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社酒井工務店 代表取締役 酒井 裕 669-2355 兵庫県丹波篠山市大野281 795520710 丹波(丹健)第1-24 令和3年4月26日 令和9年5月31日 平成27年4月14日
000028 8000150764 Italian Dining & Bagel Patria 669-2321 丹波篠山市黒岡736-2 795565709 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Patria 井上 剛志 669-2321 兵庫県丹波篠山市黒岡736-2 丹波(丹健)第1-38 令和3年5月10日 令和9年5月31日 平成27年4月14日
000028 8000150765 Italian Dining & Bagel Patria 669-2321 丹波篠山市黒岡736-2 795565709 菓子製造業 一般 株式会社Patria 井上 剛志 669-2321 兵庫県丹波篠山市黒岡736-2 丹波(丹健)第3-14 令和3年5月10日 令和9年5月31日 平成27年4月14日
000028 8000150814 NAKAGAWA-YA 669-3812 丹波市青垣町小倉848-1 795867733 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中川 聖士 丹波(丹健)第1-55 令和3年5月18日 令和9年5月31日 平成27年4月20日
000028 8000151055 ｃａｆｅ　ｍａ-ｎｏ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 北 信也 丹波(丹健)第1-25 令和2年4月22日 令和7年5月31日 平成27年5月1日
000028 8000151083 グローブマウンテンコーヒー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 外山 勉 丹波(丹健)第2-3 令和2年5月18日 令和7年5月31日 平成27年5月7日
000028 8000151131 いくの 669-3159 丹波市山南町美和569-1 飲食店営業(4)その他 一般 生野 昌司 丹波(丹健)第1-45 令和3年5月12日 令和9年5月31日 平成27年5月11日
000028 8000151183 丹波の幸 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 幸畑 孫 丹波(丹健)第2-1 令和2年5月14日 令和7年5月31日 平成27年5月12日
000028 8000151185 お菓子屋　豆畑 669-2725 丹波篠山市川北新田52 795931552 菓子製造業 一般 株式会社豆畑 代表取締役 井上 哲夫 669-2725 兵庫県丹波篠山市川北新田52 795931552 丹波(丹健)第3-13 令和3年5月12日 令和9年5月31日 平成27年5月13日
000028 8000151259 セブン-イレブン篠山大沢店 669-2212 丹波篠山市大沢2-5-1 795941257 飲食店営業(4)その他 一般 中野 広道 丹波(丹健)第1-33 令和3年4月30日 令和9年5月31日 平成27年5月18日
000028 8000151260 セブン-イレブン篠山大沢店 669-2212 丹波篠山市大沢2-5-1 795941257 菓子製造業 一般 中野 広道 丹波(丹健)第3-12 令和3年4月30日 令和9年5月31日 平成27年5月18日
000028 8000151380 小島商店 669-2307 丹波篠山市般若寺512-1 795523235 菓子製造業 一般 小島 博久 丹波(丹健)第3-9 令和3年4月27日 令和9年5月31日 平成27年5月25日
000028 8000151443 株式会社　近又（丹波篠山近又） 669-2331 丹波篠山市二階町81 795522191 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社　近又 代表取締役 田畑 利彦 669-2331 兵庫県丹波篠山市二階町81 795522191 丹波(丹健)第1-25 令和3年4月23日 令和9年5月31日 平成27年5月26日
000028 8000151491 カフェ　ＨＡＫＵＨＯ 669-4321 丹波市市島町上垣36-4 795711434 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 竹内 真子 丹波(丹健)第1-18 令和3年4月23日 令和9年5月31日 平成27年5月28日
000028 8000151515 クリエイティブ・カフェ 669-2321 丹波篠山市黒岡191 795527373 飲食店営業(4)その他 一般 一般社団法人ウイズささやま 代表理事 井本 季伸 669-2321 兵庫県丹波篠山市黒岡191 795527373 丹波(丹健)第1-27 令和3年4月23日 令和9年5月31日 平成27年5月29日
000028 8000151620 ふれあいサロン小川 669-3144 丹波市山南町奥125-6 795770044 飲食店営業(4)その他 一般 小川地区自治振興会 会長 篠倉 敏孝 669-3144 兵庫県丹波市山南町奥125-6 795770044 丹波(丹健)第1-92 令和3年7月19日 令和9年8月31日 令和3年7月19日
000028 8000151784 幸甚縁 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 藤原 明広 丹波(丹健)第1-114 令和2年8月6日 令和7年8月31日 平成27年6月15日
000028 8000151786 こじろう 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 藤原 まゆみ 丹波(丹健)第1-115 令和2年8月6日 令和7年8月31日 平成27年6月15日
000028 8000151951 魁商店1 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 大西 忍 丹波(丹健)第1-128 令和2年8月28日 令和7年8月31日 平成27年6月25日
000028 8000151952 魁商店2 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 大西 忍 丹波(丹健)第1-129 令和2年8月28日 令和7年8月31日 平成27年6月25日
000028 8000152011 fumu fumu 669-2331 丹波篠山市二階町24-1 795520281 菓子製造業 一般 成瀬 満帆子 丹波(丹健)第3-30 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 8000152083 スナック　NaNa 669-3601 丹波市氷上町成松514 795826776 飲食店営業(4)その他 一般 岩田 奈々美 丹波(丹健)第1-98 令和3年7月21日 令和9年8月31日 令和3年7月21日
000028 8000152119 ウイズささやま 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 795520601 飲食店営業(4)その他 露店 一般社団法人ウイズささやま 代表理事 井本 季伸 669-2321 兵庫県丹波篠山市黒岡191 795527373 丹波(丹健)第1-116 令和2年8月14日 令和7年8月31日 平成27年7月7日
000028 8000152152 ふるさと村交流施設　笛路の郷 669-3131 丹波市山南町谷川2934 795771073 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社丹波笛路村 代表社員 廣瀬 益則 669-3131 兵庫県丹波市山南町谷川2943 795771073 丹波(丹健)第1-99 令和3年7月21日 令和9年8月31日 令和3年7月21日
000028 8000152153 ふるさと村交流施設　笛路の郷 669-3131 丹波市山南町谷川2934 795771073 そうざい製造業 一般 合同会社丹波笛路村 代表社員 廣瀬 益則 669-3131 兵庫県丹波市山南町谷川2943 795771073 丹波(丹健)第9-7 令和3年7月21日 令和9年8月31日 令和3年7月21日
000028 8000152171 手打ち蕎麦　くげ 669-2544 丹波篠山市草ノ上227 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 稲川 秀幸 丹波(丹健)第1-124 令和3年8月6日 令和9年8月31日 令和3年8月6日



000028 8000152421 丹波篠山郷土料理　懐 669-2331 丹波篠山市二階町58 795527773 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社懐 代表取締役 酒井 芳博 669-2331 兵庫県丹波篠山市二階町58 795527773 丹波(丹健)第1-102 令和3年7月28日 令和9年8月31日 令和3年7月28日
000028 8000152480 玉の助 669-2133 丹波篠山市今田町下小野原821-1 795066946 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中瀬 保彦 丹波(丹健)第1-127 令和3年8月12日 令和9年8月31日 令和3年8月12日
000028 8000152499 株式会社　ご近所 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社ご近所 代表取締役 加藤 寛之 669-4265 兵庫県丹波市春日町中山192-1 795789603 丹波(丹健)第1-130 令和2年8月28日 令和7年8月31日 平成27年7月31日
000028 8000152630 株式会社　たむら 669-3131 丹波市山南町谷川1974-2 795770076 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社たむら 代表取締役 田村 荘平 669-3131 兵庫県丹波市山南町谷川1974-2 795770076 丹波(丹健)第1-85 令和3年7月6日 令和9年8月31日 令和3年7月6日
000028 8000152662 郷の屋　楽車 669-2203 丹波篠山市吹新4-1-102 795943589 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 珍齊 馨 丹波(丹健)第1-120 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 8000152684 餃子の王将　篠山店 669-2202 丹波篠山市東吹1139 795943339 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社スタミナフードサービス 代表取締役 森山 良実 668-0013 兵庫県豊岡市中陰633-1 796235741 丹波(丹健)第1-119 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 8000152687 cafe inizio 669-2202 丹波篠山市東吹513 795943366 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 林 健二 丹波(丹健)第1-103 令和3年7月28日 令和9年8月31日 令和3年7月28日
000028 8000152720 和彩食楽　ほのか 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 795737007 飲食店営業(4)その他 露店 岡本 恵美子 丹波(丹健)第1-113 令和2年8月7日 令和7年8月31日 平成27年8月18日
000028 8000152731 丹波の幸 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 幸畑 孫 丹波(丹健)第1-105 令和2年7月31日 令和7年8月31日 平成27年8月19日
000028 8000152795 文房具店のかき氷屋さん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 永廣 知哉 丹波(丹健)第1-123 令和2年8月14日 令和7年8月31日 平成27年8月21日
000028 8000153037 ＦＯＧＭＯＧ 669-2422 丹波篠山市後川上125 795562501 菓子製造業 一般 小倉 義之 丹波(丹健)第3-44 令和3年11月8日 令和9年11月30日 令和3年11月8日
000028 8000153039 舞鶴若狭自動車道西紀サービスエリア下り線 669-2737 丹波篠山市東木之部1 795931133 菓子製造業 露店 光明興業株式会社 代表取締役 段 正峰 542-0076 大阪府大阪市中央区難波4-2-1 666318055 丹波(丹健)第3-46 令和2年11月16日 令和7年11月30日 平成27年9月2日
000028 8000153157 篠山里山本舗 669-2726 丹波篠山市黒田486 そうざい製造業 一般 中山 史夫 丹波(丹健)第9-12 令和3年10月27日 令和9年11月30日 令和3年10月27日
000028 8000153186 ひろこおばちゃんのパウンドケーキ 669-3581 丹波市氷上町稲畑676 795820088 菓子製造業 一般 中西 博子 丹波(丹健)第3-42 令和3年11月2日 令和9年11月30日 令和3年11月2日
000028 8000153286 篠山城下町ホテルNIPPONIA ONAE棟 レストラン 669-2342 丹波篠山市西町25 795556032 飲食店営業(3)旅館 一般 バリューマネジメント株式会社 代表取締役 他力野 淳 530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-2ヒルトンプラザウエストオフィスタワー19階 663712700 丹波(丹健)第1-166 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 8000153288 cotonova 669-2451 丹波篠山市北43-5 795068926 飲食店営業(4)その他 一般 宮田 真由 丹波(丹健)第1-196 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 8000153338 後藤農園 669-2446 丹波篠山市八上上246 795562877 菓子製造業 一般 後藤 透 丹波(丹健)第3-46 令和3年11月12日 令和9年11月30日 令和3年11月12日
000028 8000153351 パンの蔵　穂音 669-3309 丹波市柏原町柏原46センタープール1階 795789460 菓子製造業 一般 齋藤 嘉猛 丹波(丹健)第3-49 令和3年11月22日 令和9年11月30日 令和3年11月22日
000028 8000153394 古民家カフェ　まめっこ 669-2716 丹波篠山市乗竹214-1 795066512 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 ひさこ 丹波(丹健)第1-176 令和3年11月5日 令和9年11月30日 令和3年11月5日
000028 8000153611 ル・クロ丹波邸 669-3309 丹波市柏原町柏原688-3　1F 795730096 菓子製造業 一般 株式会社クロフーディング 代表取締役 黒岩 功 542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-3-22 662111644 丹波(丹健)第3-48 令和3年11月17日 令和9年11月30日 令和3年11月17日
000028 8000153697 旬料理　よし宗 669-3311 丹波市柏原町母坪431-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 湯藤 貢 丹波(丹健)第1-191 令和3年11月22日 令和9年11月30日 令和3年11月22日
000028 8000153718 ＪＡ丹波ひかみ春日営農経済センター 669-4132 丹波市春日町野村460 795743190 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 丹波ひかみ農業協同組合 代表理事組合長 藤原 昌和 669-3461 兵庫県丹波市氷上町市辺440 795820170 丹波(丹健)第1-154 令和3年10月25日 令和9年11月30日 令和3年10月25日
000028 8000153744 丹波ひかみ農業協同組合山南支店 669-3144 丹波市山南町奥188 795770009 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 丹波ひかみ農業協同組合 代表理事組合長 藤原 昌和 669-3461 兵庫県丹波市氷上町市辺440 795820170 丹波(丹健)第1-152 令和3年10月25日 令和9年11月30日 令和3年10月25日
000028 8000153847 森カフェ 669-3812 丹波市青垣町小倉729 795868754 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 足立 洋仁 丹波(丹健)第1-158 令和3年10月26日 令和9年11月30日 令和3年10月26日
000028 8000153891 futaba farm 669-2431 丹波篠山市八上下65-1 食肉処理業 一般 西田 博一 丹波(丹健)第26-5 令和3年11月5日 令和9年11月30日 令和3年11月5日
000028 8000154313 かどのブランド工房 669-3613 丹波市氷上町上新庄445-4 795824224 菓子製造業 一般 十倉 正己 丹波(丹健)第3-60 令和4年1月21日 令和10年2月29日 令和4年1月21日
000028 8000154339 お野菜カフェ＆菓子工房ｓａｎｎａｎ 669-3144 丹波市山南町奥175-21 菓子製造業 一般 小村 敦美 丹波(丹健)第3-61 令和4年1月27日 令和10年2月29日 令和4年1月27日
000028 8000154340 アイ・アグリ川北 669-2724 丹波篠山市川北1175 菓子製造業 一般 恒田 俊英 丹波(丹健)第3-65 令和4年1月31日 令和10年2月29日 令和4年1月31日
000028 8000154360 丹波篠山　ジビエ専門店　山大 669-2125 丹波篠山市住山556-1 795060777 食肉処理業 一般 西村 大二郎 丹波(丹健)第26-7 令和4年2月1日 令和10年2月29日 令和4年2月1日
000028 8000154416 耕しや 669-2352 丹波篠山市西浜谷281-1 795521349 みそ又はしょうゆ製造業 一般 阪東 佑貴 丹波(丹健)第11-4 令和4年2月9日 令和10年2月29日 令和4年2月9日
000028 8000154464 花いちりん 669-3309 丹波市柏原町柏原1787-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 内堀 克己 丹波(丹健)第1-208 令和4年1月18日 令和10年2月29日 令和4年1月18日
000028 8000154509 JA女性会館 669-3641 丹波市氷上町絹山614 795820170 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 丹波ひかみ農業協同組合 代表理事組合長 藤原 昌和 669-3461 兵庫県丹波市氷上町市辺440 795820170 丹波(丹健)第1-214 令和4年1月21日 令和10年2月29日 令和4年1月21日
000028 8000154627 ゆぴベーカリー 669-2603 丹波篠山市福井995 菓子製造業 一般 橋本 敬子 丹波(丹健)第3-72 令和4年2月14日 令和10年2月29日 令和4年2月14日
000028 8000154723 ｷﾞｬﾗﾘｰﾀﾝｾﾝ  ぎゃらりーＴＡＮＳＥＮ 669-2135 丹波篠山市今田町上立杭篠尾口2-6 795903330 飲食店営業(4)その他 一般 市野 美佐子 丹波(丹健)第1-235 令和4年2月14日 令和10年2月29日 令和4年2月14日
000028 8000154743 大垣農産 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 大垣 隆昌 丹波(丹健)第1-224 令和3年1月29日 令和8年2月28日 平成28年1月19日
000028 8000154788 石垣商店 000-0000 丹波市内 魚介類販売業 自動車 石垣 孝幸 丹波(丹健)第29-17 令和3年1月29日 令和8年2月28日 平成28年1月21日
000028 8000154860 イッサフーズ 669-3301 丹波市柏原町南多田859 795731112 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社イッサフーズ 代表取締役 井上 一也 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原1102-14 795731112 丹波(丹健)第1-244 令和4年2月24日 令和10年2月29日 令和4年2月24日
000028 8000154861 ＨＬＡＦＤＩＧＥ 669-2703 丹波篠山市桑原1236 795505898 菓子製造業 一般 伊藤 真美 丹波(丹健)第3-70 令和4年2月4日 令和10年2月29日 令和4年2月4日
000028 8000154949 料理旅館　高砂 669-2331 丹波篠山市二階町6 795522158 飲食店営業(3)旅館 一般 桧田 哲也 丹波(丹健)第1-226 令和4年2月3日 令和10年2月29日 令和4年2月3日
000028 8000154980 里山工房　くもべ 669-2404 丹波篠山市西本荘西ノ山2-1 795562570 みそ又はしょうゆ製造業 一般 合同会社里山工房くもべ 代表社員 丸井 一正 669-2404 兵庫県丹波篠山市西本荘西ノ山2-1 795562570 丹波(丹健)第11-3 令和4年2月10日 令和10年2月29日 令和4年2月10日
000028 8000155053 前山ふるさと農園 669-4345 丹波市市島町徳尾118-1 795852326 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 余田 義信 丹波(丹健)第1-217 令和4年1月27日 令和10年2月29日 令和4年1月27日
000028 8000155124 イズミフーズ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 泉 久男 丹波(丹健)第3-56 令和3年2月12日 令和8年2月28日 平成28年2月16日
000028 8000155508 丹波復興女性プロジェクト会  清水ポンポコ村 669-4344 丹波市市島町上鴨阪853-2 795789610 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 今井 頼子 丹波(丹健)第1-218 令和4年1月27日 令和10年2月29日 令和4年1月27日
000028 8000155510 さきやま苑 669-4341 丹波市市島町上竹田98-3 795853500 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 一般社団法人前山 代表理事 余田 節子 669-4341 兵庫県丹波市市島町上竹田98-3 795853500 丹波(丹健)第1-38 令和4年5月2日 令和10年5月31日 令和4年5月2日
000028 8000155645 カラオケスタジオ歌恋 669-2345 丹波篠山市東岡屋108-4　第一ビル７号室 795588686 飲食店営業(4)その他 一般 中西 敦子 丹波(丹健)第1-14 令和4年4月21日 令和10年5月31日 令和4年4月21日
000028 8000155660 牧舎 669-2616 丹波篠山市奥山17 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 樋山 和夫 丹波(丹健)第1-52 令和4年5月17日 令和10年5月31日 令和4年5月17日
000028 8000155740 ウェルワークたんば 669-3574 丹波市氷上町朝阪714 795789656 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社ネクステ 代表取締役 大槻 真也 669-3465 兵庫県丹波市氷上町横田460-1 795802251 丹波(丹健)第1-29 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 8000155742 東洋電機社員寮 669-3642 丹波市氷上町香良1193-2 795825384 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社日米クック 代表取締役 米谷 素明 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中1-17-22 664522131 丹波(丹健)第1-34 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 8000155811 なんでもや 669-3645 丹波市氷上町鴨内442 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 芦田 一平 丹波(丹健)第1-28 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 8000155852 株式会社ツトムファーム　加工場 669-2715 丹波篠山市打坂441 菓子製造業 一般 株式会社ツトムファーム 代表取締役 大前 利造 669-2821 兵庫県丹波篠山市東河地76-1 795960551 丹波(丹健)第2-10 令和4年5月12日 令和10年5月31日 令和4年5月12日
000028 8000155911 杜のふくろう 669-2322 丹波篠山市呉服町24 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 細見 直正 丹波(丹健)第1-44 令和4年5月12日 令和10年5月31日 令和4年5月12日
000028 8000155932 モスバーガーゆめタウン氷上店 669-3467 丹波市氷上町本郷300 795823838 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社フレックス 代表取締役 加藤 晴也 680-0941 鳥取県鳥取市湖山町北1-454-5ニューグレースマンション1F 857313001 丹波(丹健)第1-27 令和4年4月26日 令和11年5月31日 令和4年4月26日
000028 8000156149 シシ肉マツギ 669-4273 丹波市春日町国領165 795750280 食肉処理業 一般 眞継 憲雄 丹波(丹健)第22-1 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 8000156434 居七十七 669-2805 丹波篠山市園田分517-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 野澤 裕樹 丹波(丹健)第1-50 令和4年5月16日 令和10年5月31日 令和4年5月16日
000028 8000156511 米屋の創作おにぎり　利次郎 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 小林 利行 丹波(丹健)第1-52 令和3年5月14日 令和8年5月31日 平成28年4月27日
000028 8000156593 社会福祉法人みつみ福祉会  春日育成苑 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 社会福祉法人　みつみ福祉会 理事長 吉見 直人 669-4132 兵庫県丹波市春日町野村65-1 795750314 丹波(丹健)第1-11 令和3年4月19日 令和8年5月31日 平成28年5月9日
000028 8000156652 icing cookie Aikan 669-2322 丹波篠山市呉服町38 菓子製造業 一般 中野 しのぶ 丹波(丹健)第2-11 令和4年5月16日 令和10年5月31日 令和4年5月16日
000028 8000156759 ビーストおぎの 669-4272 丹波市春日町東中250 795707033 食肉販売業 一般 荻野 敏夫 丹波(丹健)第23-4 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 8000156785 本家かまどや丹波篠山店 669-2333 丹波篠山市南新町60-2 795528878 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 石田 秀己 丹波(丹健)第1-47 令和4年5月13日 令和10年5月31日 令和4年5月13日
000028 8000156791 ダンロップスポーツ㈱市島工場  厚生棟軒下 669-4323 丹波市市島町梶原5 795853000 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第2-8 令和3年5月25日 令和8年5月31日 平成28年5月19日
000028 8000156800 居七十七 669-2805 丹波篠山市園田分517-1 菓子製造業 一般 野澤 裕樹 丹波(丹健)第2-12 令和4年5月16日 令和10年5月31日 令和4年5月16日
000028 8000156915 大協工業㈱ 669-2726 丹波篠山市黒田549 795931161 喫茶店営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 363040501 丹波(丹健)第2-1 令和3年4月8日 令和8年5月31日 平成28年5月27日
000028 8000157039 キッチンたわや 669-4134 丹波市春日町古河301 795789354 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田和 亨 丹波(丹健)第1-100 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日
000028 8000157131 ＣＡＦＥ日葉 669-2331 丹波篠山市二階町40-1 795520637 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西尾 知子 丹波(丹健)第1-76 令和4年7月12日 令和10年8月31日 令和4年7月12日
000028 8000157446 みのり興業 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店80L 藤原 みのり 丹波(丹健)第1-105 令和3年7月26日 令和8年8月31日 令和3年7月26日
000028 8000157448 RIMZIMA 669-3465 丹波市氷上町横田694 飲食店営業(4)その他 一般 足立 正人 丹波(丹健)第1-104 令和4年8月1日 令和10年8月31日 令和4年8月1日
000028 8000157613 ゆめの樹館 669-4124 丹波市春日町野上野1026-3 795743030 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ゆめの樹野上野 代表取締役 尾松 賢作 669-4124 兵庫県丹波市春日町野上野1026-3 795743030 丹波(丹健)第1-87 令和4年7月22日 令和10年8月31日 令和4年7月22日
000028 8000157618 丹波復興女性プロジェクト会  清水ポンポコ村 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 今井 頼子 丹波(丹健)第1-95 令和3年7月20日 令和8年8月31日 令和3年7月20日
000028 8000157923 Ⅴegebre 669-4133 丹波市春日町平松55 菓子製造業 一般 太田 昌孝 丹波(丹健)第2-20 令和4年7月21日 令和10年8月31日 令和4年7月21日
000028 8000158060 くつろぎ古民家まめ猫 669-2333 丹波篠山市南新町84-1 795588478 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中町 結紀 丹波(丹健)第1-94 令和4年7月22日 令和10年8月31日 令和4年7月22日
000028 8000158275 一の瀬アマゴ養殖場直営あまご村 669-3822 丹波市青垣町大名草950 795875556 そうざい製造業 一般 朝倉 重和 丹波(丹健)第6-10 令和4年8月30日 令和10年8月31日 令和4年8月30日
000028 8000158276 一の瀬アマゴ養殖場直営あまご村 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 朝倉 重和 丹波(丹健)第1-130 令和3年8月24日 令和8年8月31日 令和3年8月24日
000028 8000158373 丹波ブルーベリー研究会 669-3571 丹波市氷上町新郷762 795820959 そうざい製造業 一般 山本 一 丹波(丹健)第6-13 令和4年10月25日 令和10年11月30日 令和4年10月25日
000028 8000158407 大雅工房 669-2133 丹波篠山市今田町下小野原837 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 市野 盛子 丹波(丹健)第1-192 令和4年11月16日 令和10年11月30日 令和4年11月16日
000028 8000158416 ルナ　パルパドス 669-2135 丹波篠山市今田町上立杭5-18 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鈴木 由美子 丹波(丹健)第1-185 令和4年11月10日 令和10年11月30日 令和4年11月10日
000028 8000158487 丹波の農園　ひとたね 669-3581 丹波市氷上町稲畑1116 菓子製造業 一般 山本 香奈子 丹波(丹健)第2-36 令和4年10月25日 令和10年11月30日 令和4年10月25日
000028 8000158509 篠山里山本舗 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 中山 史夫 丹波(丹健)第1-161 令和3年10月27日 令和8年11月30日 令和3年10月27日
000028 8000158579 Good Time 669-4132 丹波市春日町野村2482-1 795714576 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井村 伸次 丹波(丹健)第1-152 令和4年10月20日 令和10年11月30日 令和4年10月20日
000028 8000158633 サーティワンアイスクリーム篠山店 669-2202 丹波篠山市東吹406-1 795901031 飲食店営業(4)その他 一般 小浦石油株式会社 代表取締役 小浦 芳生 556-0004 大阪府大阪市浪速区日本橋西1-5-9 666323000 丹波(丹健)第1-161 令和4年10月27日 令和10年11月30日 令和4年10月27日
000028 8000158735 HIYORI BROT 669-3603 丹波市氷上町西中493 菓子製造業 一般 中山 久美 丹波(丹健)第3-21 平成28年9月29日 令和5年11月30日 平成28年9月29日
000028 8000158736 ひわの蔵 669-2361 丹波篠山市丸山42 795525560 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 村木 伸也 丹波(丹健)第1-187 令和4年11月10日 令和10年11月30日 令和4年11月10日
000028 8000158741 篠山牛肉丸焼き同友会 000-0000 丹波篠山市内 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 東門 昭喜 丹波(丹健)第1-162 令和3年10月27日 令和9年11月30日 令和3年10月27日
000028 8000158854 社会福祉法人和寿園  ふれしあ和寿園 669-2727 丹波篠山市高屋24 795930069 飲食店営業(4)その他 一般 社会福祉法人和寿園 理事長 井貝 濶昭 669-2727 兵庫県丹波篠山市高屋24 795930069 丹波(丹健)第1-149 平成28年10月6日 令和5年11月30日 平成28年10月6日
000028 8000158888 雑貨ふぇ　篠っ家 669-2332 丹波篠山市北新町53-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長澤 敬子 丹波(丹健)第1-176 令和4年11月4日 令和10年11月30日 令和4年11月4日
000028 8000159034 Happiness 669-3311 丹波市柏原町母坪396-1 795731788 飲食店営業(4)その他 一般 増南 由美 丹波(丹健)第1-200 令和4年11月17日 令和10年11月30日 令和4年11月17日
000028 8000159135 かえでグループ 669-3821 丹波市青垣町桧倉270 菓子製造業 一般 足立 千恵美 丹波(丹健)第2-37 令和4年10月25日 令和10年11月30日 令和4年10月25日
000028 8000159138 丹波ひかみ農業協同組合市島支店 669-4321 丹波市市島町上垣1077 795850530 飲食店営業(4)その他 一般 丹波ひかみ農業協同組合 代表理事組合長 藤原 昌和 669-3461 兵庫県丹波市氷上町市辺440 795820170 丹波(丹健)第1-160 平成28年10月26日 令和5年11月30日 平成28年10月26日
000028 8000159194 あれっと 669-3811 丹波市青垣町佐治156-1 795872000 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鈴木 明日香 丹波(丹健)第1-159 令和4年10月26日 令和10年11月30日 令和4年10月26日
000028 8000159195 あれっと 669-3811 丹波市青垣町佐治156-1 795872000 菓子製造業 一般 鈴木 明日香 丹波(丹健)第2-38 令和4年10月26日 令和10年11月30日 令和4年10月26日
000028 8000159200 ル・クロ丹波邸 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社クロフーディング 代表取締役 黒岩 功 542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-3-22 662111644 丹波(丹健)第1-186 令和3年11月17日 令和8年11月30日 令和3年11月17日
000028 8000159208 森のキッチン 669-3315 丹波市柏原町大新屋1153-2 795723285 そうざい製造業 一般 株式会社丹波悠遊の森協会 代表取締役 山口 嘉幸 669-3315 兵庫県丹波市柏原町大新屋1114 795723285 丹波(丹健)第6-15 令和4年11月8日 令和10年11月30日 令和4年11月8日
000028 8000159234 青空喫茶 669-3141 丹波市山南町岩屋石龕寺山門 飲食店営業(4)その他 露店40L 和田 憲人 丹波(丹健)第1-171 令和3年11月2日 令和8年11月30日 令和3年11月2日
000028 8000159276 ㈱諏訪園南工場 669-2204 丹波篠山市杉164-1 795942226 菓子製造業 一般 株式会社諏訪園 代表取締役 酒井 一行 669-2223 兵庫県丹波篠山市味間奥1463 795940855 丹波(丹健)第3-33 平成28年11月7日 令和5年11月30日 平成28年11月7日
000028 8000159333 たねふね 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店40L 井上 恭輔 丹波(丹健)第1-159 令和3年10月26日 令和8年11月30日 令和3年10月26日
000028 8000159497 フードショップ小畠 669-2513 丹波篠山市福住1455-3 795570041 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社フードショップ小畠 代表取締役 小畠 功 669-2513 兵庫県丹波篠山市福住1455-5 795570041 丹波(丹健)第1-201 令和4年11月17日 令和10年11月30日 令和4年11月17日
000028 8000159911 ＫＯＢＥ ＴＡＫＡＭＩ ＢＥＥＦ  プロセスセンター 669-4332 丹波市市島町勅使1037-4 795852914 食肉処理業 一般 神戸髙見牛牧場株式会社 代表取締役 髙見 進 669-4332 兵庫県丹波市市島町勅使1037-4 795852914 丹波(丹健)第26-6 平成28年12月12日 令和6年2月29日 平成28年12月12日
000028 8000160070 うまいもん横丁丹波店 669-3309 丹波市柏原町柏原3072-1 795789884 飲食店営業(4)その他 一般 西脇化成株式会社 代表取締役 福永 大地 677-0052 兵庫県西脇市和田町711 795222173 丹波(丹健)第1-270 令和5年2月28日 令和11年2月28日 令和5年2月28日
000028 8000160100 はらだ農園 669-2145 丹波篠山市今田町木津579 795063610 飲食店営業(3)旅館 一般 原田 憲一 丹波(丹健)第1-242 令和5年1月25日 令和11年2月28日 令和5年1月25日
000028 8000160101 はらだ農園 669-2145 丹波篠山市今田町木津579 795063610 そうざい製造業 一般 原田 憲一 丹波(丹健)第6-18 令和5年1月25日 令和11年2月28日 令和5年1月25日
000028 8000160111 カラオケ アテネ 669-3462 丹波市氷上町大崎32 795825001 飲食店営業(4)その他 一般 平口 洋一 丹波(丹健)第1-241 令和5年1月23日 令和11年2月28日 令和5年1月23日
000028 8000160348 サンシティなかがわ 669-3812 丹波市青垣町小倉886-1 795870023 魚介類販売業 一般 中川 重之 丹波(丹健)第25-6 令和5年2月8日 令和11年2月28日 令和5年2月8日
000028 8000160388 ミニストップ山南町村森店 669-3142 丹波市山南町村森700-1 795770275 飲食店営業(4)その他 一般 児嶋 マリ 丹波(丹健)第1-225 令和4年2月3日 令和10年2月29日 令和4年2月3日
000028 8000160415 ｍａｍｅ庵 669-3131 丹波市山南町谷川376-5 飲食店営業(3)旅館 一般 谷池 康子 丹波(丹健)第1-261 令和5年2月21日 令和11年2月28日 令和5年2月21日
000028 8000160502 はらだ農園 669-2145 丹波篠山市今田町木津579 795063610 菓子製造業 一般 原田 憲一 丹波(丹健)第2-47 令和5年1月25日 令和11年2月28日 令和5年1月25日
000028 8000160527 丹波バーベキュー協会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社丹波悠遊の森協会 代表取締役 山口 嘉幸 669-3315 兵庫県丹波市柏原町大新屋1114 795723285 丹波(丹健)第1-209 令和4年1月20日 令和9年2月28日 令和4年1月20日
000028 8000160640 たんばＪＵＮちゃん農園 669-4252 丹波市春日町下三井庄468 菓子製造業 一般 岡田 潤子 丹波(丹健)第2-52 令和5年2月8日 令和11年2月28日 令和5年2月8日
000028 8000160746 西紀サービスエリア　上り線 669-2736 丹波篠山市西木之部字江の田の坪 795931291 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 トーヨーベンディング株式会社 代表取締役 大久保 智司 452-0839 愛知県名古屋市西区見寄町167 525011771 丹波(丹健)第25-2 令和4年2月17日 令和10年2月29日 令和4年2月17日
000028 8000160771 株式会社やながわ　特産加工場 669-4124 丹波市春日町野上野889-1 795740010 清涼飲料水製造業 一般 株式会社やながわ 代表取締役 柳川 拓三 669-4124 兵庫県丹波市春日町野上野209-1 795740010 丹波(丹健)第3-3 令和5年1月27日 令和11年2月28日 令和5年1月27日
000028 8000161033 手づくり豆腐工房　夢豆腐 669-2153 丹波篠山市今田町今田新田21-10 795973780 飲食店営業(4)その他 一般 木村 淳一 丹波(丹健)第1-251 平成29年3月7日 令和6年5月31日 平成29年3月7日
000028 8000161034 手づくり豆腐工房　夢豆腐 669-2153 丹波篠山市今田町今田新田21-10 795973780 清涼飲料水製造業 一般 木村 淳一 丹波(丹健)第5-3 平成29年3月7日 令和6年5月31日 平成29年3月7日
000028 8000161035 手づくり豆腐工房　夢豆腐 669-2153 丹波篠山市今田町今田新田21-10 795973780 豆腐製造業 一般 木村 淳一 丹波(丹健)第15-2 平成29年3月7日 令和6年5月31日 平成29年3月7日
000028 8000161052 有限会社 シェ・ポワ 669-2162 丹波篠山市今田町黒石44 795903030 菓子製造業 一般 有限会社 シェ・ポワ 代表取締役 小林 功実 669-2162 兵庫県丹波篠山市今田町黒石44 795903030 丹波(丹健)第3-57 平成29年3月10日 令和5年5月31日 平成29年3月10日



000028 8000161142 三方ファミリー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 三方 弘美 丹波(丹健)第1-36 令和4年4月28日 令和9年5月31日 令和4年4月28日
000028 8000161153 モモンガ食堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 加古 佳与子 丹波(丹健)第1-4 令和4年4月15日 令和9年5月31日 令和4年4月15日
000028 8000161253 ブレス アンド ロイ 669-2342 丹波篠山市西町16-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 細谷 享弘 丹波(丹健)第1-255 平成29年3月22日 令和5年5月31日 平成29年3月22日
000028 8000161262 蘭丸 669-3151 丹波市山南町草部296 795760989 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大垣 年弘 丹波(丹健)第1-19 令和5年4月24日 令和11年5月31日 令和5年4月24日
000028 8000161397 株式会社丹波篠山食品　吹新営業所 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社丹波篠山食品 代表取締役 中西 幸治 669-2437 兵庫県丹波篠山市糯ケ坪甲38-5 795944470 丹波(丹健)第1-41 令和4年5月10日 令和9年5月31日 令和4年5月10日
000028 8000161605 夜来香 669-3311 丹波市柏原町母坪396-1 飲食店営業(4)その他 一般 林 雪 丹波(丹健)第1-18 令和5年4月25日 令和11年5月31日 令和5年4月25日
000028 8000161615 しずく舎 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 山内 典裕 丹波(丹健)第1-6 令和4年4月18日 令和9年5月31日 令和4年4月18日
000028 8000161795 aroma cafe ぶーけがるに 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社ぶーけがるに 川井 正幸 546-0044 大阪府大阪市東住吉区北田辺4-21-17 丹波(丹健)第1-46 令和4年5月13日 令和9年5月31日 令和4年5月13日
000028 8000161796 aroma cafe ぶーけがるに 669-2334 丹波篠山市西新町番外5 795525599 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ぶーけがるに 川井 正幸 546-0044 大阪府大阪市東住吉区北田辺4-21-17 795525599 丹波(丹健)第1-8 平成29年4月24日 令和5年5月31日 平成29年4月24日
000028 8000161812 くりの実 669-2134 丹波篠山市今田町休場31-1 795972636 飲食店営業(4)その他 一般 前川 敦子 丹波(丹健)第1-10 平成29年4月25日 令和5年5月31日 平成29年4月25日
000028 8000161975 美しい里のパン屋さん  Belle village 669-2366 丹波篠山市寺内343-5 795064762 菓子製造業 一般 望月 孝子 丹波(丹健)第3-8 平成29年5月1日 令和5年5月31日 平成29年5月1日
000028 8000161992 Pâtisserie Mao, La chérie 669-2135 丹波篠山市今田町上立杭1-10 菓子製造業 一般 田中 真央 丹波(丹健)第3-7 平成29年5月1日 令和5年5月31日 平成29年5月1日
000028 8000161997 居酒屋　いっ福 669-3311 丹波市柏原町母坪372-6 飲食店営業(4)その他 一般 野場 美香 丹波(丹健)第1-33 平成29年5月1日 令和5年5月31日 平成29年5月1日
000028 8000162235 たこ焼き工房　みやび 669-3572 丹波市氷上町谷村1722 飲食店営業(4)その他 露店80L 勝田 智恵 丹波(丹健)第1-30 令和4年4月26日 令和9年5月31日 令和4年4月26日
000028 8000162348 兵庫医科大学ささやま医療センター 669-2321 丹波篠山市黒岡5 795521181 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社塩梅 代表取締役 今井 清秀 567-0834 大阪府茨木市学園南町7-5 726571122 丹波(丹健)第1-63 平成29年5月26日 令和6年5月31日 平成29年5月26日
000028 8000162470 葫楠堂 669-2342 丹波篠山市西町8 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川上 実紀 丹波(丹健)第1-67 平成29年6月1日 令和5年8月31日 平成29年6月1日
000028 8000162494 農産加工　古家後工房 669-2154 丹波篠山市今田町市原624-1 795972232 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 古家後 孝雄 丹波(丹健)第1-68 平成29年6月2日 令和5年8月31日 平成29年6月2日
000028 8000162495 農産加工　古家後工房 669-2154 丹波篠山市今田町市原624-1 795972232 そうざい製造業 一般 古家後 孝雄 丹波(丹健)第9-6 平成29年6月2日 令和5年8月31日 平成29年6月2日
000028 8000162496 農産加工　古家後工房 669-2154 丹波篠山市今田町市原624-1 795972232 菓子製造業 一般 古家後 孝雄 丹波(丹健)第3-21 平成29年6月2日 令和5年8月31日 平成29年6月2日
000028 8000162712 山カフェ 669-3309 丹波市柏原町柏原16 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社三光堂 代表取締役 竹内 孝志 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原3080-1 795720003 丹波(丹健)第1-73 平成29年6月20日 令和5年8月31日 平成29年6月20日
000028 8000162782 老人保健施設さんなん桜の里 669-3145 丹波市山南町野坂211-5 795705700 飲食店営業(4)その他 一般 社会医療法人社団正峰会 理事長 大山 正 679-0321 兵庫県西脇市黒田庄町田高313 975283688 丹波(丹健)第1-74 平成29年6月22日 令和5年8月31日 平成29年6月22日
000028 8000162808 大芋活性化委員会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 795580014 飲食店営業(4)その他 露店80L 江坂 道雄 丹波(丹健)第1-97 令和4年7月26日 令和9年8月31日 令和4年7月26日
000028 8000162966 ろあん松田 669-2361 丹波篠山市丸山154 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社 ろあん松田 代表取締役 松田 慎之介 669-2361 兵庫県丹波篠山市丸山154 795527755 丹波(丹健)第1-77 平成29年6月30日 令和5年8月31日 平成29年6月30日
000028 8000162967 ろあん松田 669-2361 丹波篠山市丸山154 めん類製造業 一般 株式会社 ろあん松田 代表取締役 松田 慎之介 669-2361 兵庫県丹波篠山市丸山154 795527755 丹波(丹健)第17-1 平成29年6月30日 令和5年8月31日 平成29年6月30日
000028 8000162968 中島大祥堂 丹波本店 669-3309 丹波市柏原町柏原448 795730160 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社中島大祥堂 代表取締役 中島 慎介 577-0824 大阪府東大阪市大蓮東4-12-45 729901120 丹波(丹健)第19-2 平成29年6月30日 令和5年8月31日 平成29年6月30日
000028 8000162986 津軽 669-3315 丹波市柏原町大新屋737-3 795722025 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 難波 金兵衛 丹波(丹健)第1-78 平成29年6月30日 令和5年8月31日 平成29年6月30日
000028 8000163071 井上商事株式会社　兵庫工場 669-4322 丹波市市島町上田字位川原520-2 795852561 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 井上商事株式会社 代表取締役 井上 敬策 563-0022 大阪府池田市旭丘2-12-16 664535251 丹波(丹健)第19-3 平成29年7月7日 令和5年8月31日 平成29年7月7日
000028 8000163088 スタジオ 花音 669-3651 丹波市氷上町氷上319-3 795885100 飲食店営業(4)その他 一般 平井 奉文 丹波(丹健)第1-79 平成29年7月10日 令和5年8月31日 平成29年7月10日
000028 8000163109 篠山市立福住小学校 669-2513 丹波篠山市福住342 みそ製造業 一般 兵庫県立篠山東雲高等学校 校長 岸部 健司 669-2513 兵庫県丹波篠山市福住1260 795570039 丹波(丹健)第11-2 平成29年7月12日 令和5年8月31日 平成29年7月12日
000028 8000163198 かふえ　愛食 669-2452 丹波篠山市野中330-6 795945012 飲食店営業(4)その他 一般 福井 信行 丹波(丹健)第1-81 平成29年7月19日 令和5年8月31日 平成29年7月19日
000028 8000163201 一休庵もち工房 669-2335 丹波篠山市乾新町168 795521939 菓子製造業 一般 東洋物産工業株式会社 代表取締役 東 孝次 673-0443 兵庫県三木市別所町巴21-1 794830007 丹波(丹健)第3-23 平成29年7月19日 令和5年8月31日 平成29年7月19日
000028 8000163221 そばんち 669-4323 丹波市市島町梶原125 795867446 めん類製造業 一般 佐藤 勉 丹波(丹健)第17-2 平成29年7月20日 令和5年8月31日 平成29年7月20日
000028 8000163222 そばんち 669-4323 丹波市市島町梶原125 795867446 菓子製造業 一般 佐藤 勉 丹波(丹健)第3-24 平成29年7月20日 令和5年8月31日 平成29年7月20日
000028 8000163260 観光まちづくり亭 000-0000 丹波市内 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社まちづくり柏原 代表取締役 岡林 利幸 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原688-3 795733800 丹波(丹健)第1-92 令和4年7月22日 令和9年8月31日 令和4年7月22日
000028 8000163562 ファミリーマート氷上町稲継店 669-3466 丹波市氷上町稲継229-4 795828501 飲食店営業(4)その他 一般 足立 庸匡 丹波(丹健)第1-101 平成29年8月14日 令和5年8月31日 平成29年8月14日
000028 8000163597 cafe 豆の花 669-2513 丹波篠山市福住367 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社 ミルテ 代表取締役 松永 隆弘 669-2521 兵庫県丹波篠山市二之坪246-1 795570798 丹波(丹健)第1-103 平成29年8月16日 令和5年8月31日 平成29年8月16日
000028 8000163688 なかゆくい 669-2604 丹波篠山市小原644-1 ソース類製造業 一般 大阪 麻里子 丹波(丹健)第13-1 平成29年8月22日 令和5年8月31日 平成29年8月22日
000028 8000163766 いこいの場来夢 669-3309 丹波市柏原町柏原126-5 795720323 喫茶店営業 一般 社会福祉法人恩鳥福祉会 理事長 足立 正 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原4283-36 795730501 丹波(丹健)第2-27 平成29年8月25日 令和5年8月31日 平成29年8月25日
000028 8000163794 丹波路ブルワリー 669-2541 丹波篠山市北155-3 酒類製造業 一般 井筒 一摩 丹波(丹健)第14-1 平成29年8月29日 令和5年8月31日 平成29年8月29日
000028 8000163799 セブン-イレブン丹波市島町店 669-4322 丹波市市島町上田272-1 795850772 飲食店営業(4)その他 一般 西垣 桂子 丹波(丹健)第1-107 平成29年8月29日 令和6年8月31日 平成29年8月29日
000028 8000163800 セブン-イレブン丹波市島町店 669-4322 丹波市市島町上田272-1 795850772 菓子製造業 一般 西垣 桂子 丹波(丹健)第3-35 平成29年8月29日 令和6年8月31日 平成29年8月29日
000028 8000163860 ポン菓子　マルヨ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 小林 嘉和 丹波(丹健)第1-178 令和4年11月7日 令和9年11月30日 令和4年11月7日
000028 8000163962 コメダ珈琲店　丹波ゆめタウン店 669-3467 丹波市氷上町本郷300ゆめタウン1階 795828699 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社フクダフーズ 代表取締役 福田 歩 679-0213 兵庫県加東市光明寺46 795483162 丹波(丹健)第1-109 平成29年9月12日 令和5年11月30日 平成29年9月12日
000028 8000163968 山本くん 669-2331 丹波篠山市二階町1-1 飲食店営業(4)その他 一般 山本 一夫 丹波(丹健)第1-110 平成29年9月12日 令和5年11月30日 平成29年9月12日
000028 8000163976 芦田ポートリー　そうざい部 669-3645 丹波市氷上町鴨内967 795889800 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社　芦田ポートリー 代表取締役 芦田 昭也 669-3645 兵庫県丹波市氷上町鴨内967 795889800 丹波(丹健)第1-111 平成29年9月12日 令和5年11月30日 平成29年9月12日
000028 8000163977 芦田ポートリー　そうざい部 669-3645 丹波市氷上町鴨内967 795889800 そうざい製造業 一般 株式会社　芦田ポートリー 代表取締役 芦田 昭也 669-3645 兵庫県丹波市氷上町鴨内967 795889800 丹波(丹健)第9-7 平成29年9月12日 令和5年11月30日 平成29年9月12日
000028 8000164156 農事組合　丹波いちじまふぁーむ 669-4312 丹波市市島町北奥160 795850448 菓子製造業 一般 荻野 尚登 丹波(丹健)第3-37 平成29年9月26日 令和5年11月30日 平成29年9月26日
000028 8000164188 企業組合　氷上つたの会 669-3613 丹波市氷上町上新庄1-6 795824839 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 企業組合　氷上つたの会 代表理事 秋山 佐登子 669-3613 兵庫県丹波市氷上町上新庄1-6 795824839 丹波(丹健)第1-114 平成29年9月27日 令和5年11月30日 平成29年9月27日
000028 8000164189 企業組合　氷上つたの会 669-3613 丹波市氷上町上新庄1-6 795824839 菓子製造業 一般 企業組合　氷上つたの会 代表理事 秋山 佐登子 669-3613 兵庫県丹波市氷上町上新庄1-6 795824839 丹波(丹健)第3-38 平成29年9月27日 令和5年11月30日 平成29年9月27日
000028 8000164190 企業組合　氷上つたの会 669-3613 丹波市氷上町上新庄1-6 795824839 そうざい製造業 一般 企業組合　氷上つたの会 代表理事 秋山 佐登子 669-3613 兵庫県丹波市氷上町上新庄1-6 795824839 丹波(丹健)第9-8 平成29年9月27日 令和5年11月30日 平成29年9月27日
000028 8000164191 企業組合　氷上つたの会 669-3613 丹波市氷上町上新庄1-6 795824839 ソース類製造業 一般 企業組合　氷上つたの会 代表理事 秋山 佐登子 669-3613 兵庫県丹波市氷上町上新庄1-6 795824839 丹波(丹健)第13-2 平成29年9月27日 令和5年11月30日 平成29年9月27日
000028 8000164192 企業組合　氷上つたの会 669-3613 丹波市氷上町上新庄1-6 795824839 みそ製造業 一般 企業組合　氷上つたの会 代表理事 秋山 佐登子 669-3613 兵庫県丹波市氷上町上新庄1-6 795824839 丹波(丹健)第11-3 平成29年9月27日 令和5年11月30日 平成29年9月27日
000028 8000164194 アンの里 669-2704 丹波篠山市遠方534-1 飲食店営業(3)旅館 一般 田中 茂実 丹波(丹健)第1-113 平成29年9月27日 令和5年11月30日 平成29年9月27日
000028 8000164343 丹波篠山きこり部 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 桑本 哲秋 丹波(丹健)第1-184 令和4年11月10日 令和9年11月30日 令和4年11月10日
000028 8000164347 株式会社丹波たぶち農場 669-2723 丹波篠山市口阪本77 795930782 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社丹波たぶち農場 代表取締役 田渕 真也 669-2723 兵庫県丹波篠山市口阪本158 795930545 丹波(丹健)第1-119 平成29年10月11日 令和5年11月30日 平成29年10月11日
000028 8000164348 丹波路ブルワリー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 井筒 一摩 丹波(丹健)第1-160 令和4年10月27日 令和9年11月30日 令和4年10月27日
000028 8000164349 株式会社　本家熊野園 669-2223 丹波篠山市味間奥456 795940162 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社　本家熊野園 田中 秀樹 669-2223 兵庫県丹波篠山市味間奥447 795940162 丹波(丹健)第19-4 平成29年10月11日 令和5年11月30日 平成29年10月11日
000028 8000164352 株式会社　本家熊野園 669-2223 丹波篠山市味間奥456 795940162 清涼飲料水製造業 一般 株式会社　本家熊野園 田中 秀樹 669-2223 兵庫県丹波篠山市味間奥447 795940162 丹波(丹健)第5-1 平成29年10月11日 令和5年11月30日 平成29年10月11日
000028 8000164426 Ｔａｋｅ５ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 武長 伸一郎 丹波(丹健)第1-154 令和4年10月21日 令和9年11月30日 令和4年10月21日
000028 8000164436 うたかた 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 高田 将史 丹波(丹健)第1-177 令和4年11月7日 令和9年11月30日 令和4年11月7日
000028 8000164479 美しい里のパン屋さん  Belle village 669-2366 丹波篠山市寺内343-5 795064762 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 望月 久寿 丹波(丹健)第1-129 平成29年10月24日 令和5年11月30日 平成29年10月24日
000028 8000164532 イタリア料理　オルモ 669-3309 丹波市柏原町柏原119 795733500 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 成田 真也 丹波(丹健)第1-133 平成29年10月26日 令和5年11月30日 平成29年10月26日
000028 8000164545 修練所「屋台」 669-3142 丹波市山南町村森1-1修練所4F 795772222 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社円応社 代表取締役 小池 繁昭 669-3142 兵庫県丹波市山南町村森1-1 795772223 丹波(丹健)第1-163 令和4年10月28日 令和9年11月30日 令和4年10月28日
000028 8000164611 ニコマル 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社ネクステ 代表取締役 大槻 真也 669-3465 兵庫県丹波市氷上町横田460-1 795802251 丹波(丹健)第1-199 令和4年11月17日 令和9年11月30日 令和4年11月17日
000028 8000164614 ＭＡＧＮＵＭ　ＣＯＦＦＥＥ 669-2513 丹波篠山市福住317 飲食店営業(4)その他 一般 古荘 利治 丹波(丹健)第1-151 平成29年11月2日 令和5年11月30日 平成29年11月2日
000028 8000164740 鶏料理専門店ととり 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 足立 知也 丹波(丹健)第1-179 令和4年11月8日 令和9年11月30日 令和4年11月8日
000028 8000164768 669-3312 丹波市柏原町田路28-1柏原Jタウン4号室 795885225 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 市村 優 丹波(丹健)第1-170 平成29年11月10日 令和5年11月30日 平成29年11月10日
000028 8000164830 ヴィラ　エッセ 669-2704 丹波篠山市遠方126-1 飲食店営業(4)その他 一般 山口 和江 丹波(丹健)第1-174 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成29年11月15日
000028 8000164920 炭火　銀燻 669-3311 丹波市柏原町母坪376-2井上テナント102 795722580 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高野 貴広 丹波(丹健)第1-178 平成29年11月21日 令和5年11月30日 平成29年11月21日
000028 8000164928 そばんち 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 佐藤 勉 丹波(丹健)第1-151 令和4年10月20日 令和9年11月30日 令和4年10月20日
000028 8000165048 とり料理専門店　ととり 669-3309 丹波市柏原町柏原143 795711747 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 足立 知也 丹波(丹健)第1-180 平成29年11月28日 令和5年11月30日 平成29年11月28日
000028 8000165200 Ｋ＆Ｋ 669-3602 丹波市氷上町常楽1105-5 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ダコスタ 幹子 丹波(丹健)第1-182 平成29年12月6日 令和6年2月29日 平成29年12月6日
000028 8000165206 お菓子屋　豆畑 669-2725 丹波篠山市川北新田52 795931552 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社豆畑 代表取締役 井上 哲夫 669-2725 兵庫県丹波篠山市川北新田52 795931552 丹波(丹健)第19-6 平成29年12月6日 令和7年2月28日 平成29年12月6日
000028 8000165224 栗きん豚吉吉 669-4122 丹波市春日町小多利71-2 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 吉見 憲明 丹波(丹健)第19-7 平成29年12月7日 令和6年2月29日 平成29年12月7日
000028 8000165248 丹波蔵プロセスセンター 669-2462 丹波篠山市真南条上991 795066811 食肉処理業 一般 司フーズ・システム株式会社 代表取締役 奥 敏彦 669-1537 兵庫県三田市西山2-29-22 101号 795654880 丹波(丹健)第26-4 平成29年12月11日 令和7年2月28日 平成29年12月11日
000028 8000165371 まねきや 669-4132 丹波市春日町野村1970 795740636 食肉処理業 一般 藤本 義宏 丹波(丹健)第26-5 平成29年12月19日 令和6年2月29日 平成29年12月19日
000028 8000165372 まねきや 669-4132 丹波市春日町野村1970 795740636 食肉販売業 一般 藤本 義宏 丹波(丹健)第27-24 平成29年12月19日 令和6年2月29日 平成29年12月19日
000028 8000165377 健康の家ハルクラ（春日クラブ） 669-4274 丹波市春日町棚原2059 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上山 貴久 丹波(丹健)第1-189 平成29年12月19日 令和6年2月29日 平成29年12月19日
000028 8000165391 ＪＡ丹波ささやま食材センター 669-2446 丹波篠山市八上上700 795552666 食肉販売業 一般 丹波ささやま農業協同組合 代表理事組合長 澤本 辰夫 669-2212 兵庫県丹波篠山市大沢438-1 795941121 丹波(丹健)第27-25 平成29年12月19日 令和6年2月29日 平成29年12月19日
000028 8000165411 游食屋 きらく 669-3102 丹波市山南町下滝80-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 友井 麻希 丹波(丹健)第1-190 平成29年12月22日 令和6年2月29日 平成29年12月22日
000028 8000165447 小倉Cafe 669-2131 丹波篠山市今田町辰巳184 795064335 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小倉 英彦 丹波(丹健)第1-192 平成29年12月22日 令和6年2月29日 平成29年12月22日
000028 8000165551 PUBLIC KITCHEN cafe　丹波店 669-4125 丹波市春日町多田1534 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社パブリック・キッチン 代表取締役 山口 圭司 669-4132 兵庫県丹波市春日町野村2032 丹波(丹健)第1-195 平成30年1月10日 令和6年2月29日 平成30年1月10日
000028 8000165552 PUBLIC KITCHEN cafe　丹波店 669-4125 丹波市春日町多田1534 菓子製造業 一般 株式会社パブリック・キッチン 代表取締役 山口 圭司 669-4132 兵庫県丹波市春日町野村2032 丹波(丹健)第3-55 平成30年1月10日 令和6年2月29日 平成30年1月10日
000028 8000165566 なごみ 669-2352 丹波篠山市西浜谷161 795522616 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 河南 裕代 丹波(丹健)第1-196 平成30年1月11日 令和6年2月29日 平成30年1月11日
000028 8000165655 あめ細工 あめや 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 細見 多恵子 丹波(丹健)第1-250 令和5年2月7日 令和10年2月29日 令和5年2月7日
000028 8000165793 丹波おばあちゃんの里農畜産物加工所 669-4131 丹波市春日町七日市710 みそ製造業 一般 西山 克巳 丹波(丹健)第11-4 平成30年1月23日 令和7年2月28日 平成30年1月23日
000028 8000165794 セブンイレブン丹波氷上町店 669-3311 丹波市柏原町母坪423-1 795733778 飲食店営業(4)その他 一般 吉田 栄次 丹波(丹健)第1-202 平成30年1月23日 令和7年2月28日 平成30年1月23日
000028 8000165795 セブンイレブン丹波氷上町店 669-3311 丹波市柏原町母坪423-1 795733778 菓子製造業 一般 吉田 栄次 丹波(丹健)第3-58 平成30年1月23日 令和7年2月28日 平成30年1月23日
000028 8000165866 ゆかいな仲間 669-2605 丹波篠山市藤坂894-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井上 めぐみ 丹波(丹健)第1-204 平成30年1月26日 令和6年2月29日 平成30年1月26日
000028 8000165881 アダチ精肉店 669-3601 丹波市氷上町成松480-6 795822950 飲食店営業(4)その他 一般 足立 正義 丹波(丹健)第1-207 平成30年1月26日 令和6年2月29日 平成30年1月26日
000028 8000165882 アダチ精肉店 669-3601 丹波市氷上町成松480-6 795822950 食肉販売業 一般 足立 正義 丹波(丹健)第27-30 平成30年1月26日 令和6年2月29日 平成30年1月26日
000028 8000165939 天内 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 一般社団法人天内 代表理事 伊勢 隆雄 669-2803 兵庫県丹波篠山市大山上685 795960023 丹波(丹健)第1-231 令和5年1月12日 令和10年2月29日 令和5年1月12日
000028 8000165965 篠山観光ホテル・如月庵 669-2332 丹波篠山市北新町123 795525200 食肉販売業 一般 篠山観光ホテル株式会社 代表取締役 田村 政子 669-2331 兵庫県丹波篠山市二階町58-8 795524429 丹波(丹健)第27-34 平成30年2月1日 令和6年2月29日 平成30年2月1日
000028 8000166027 丹波製麺所 669-3131 丹波市山南町谷川1746-1 795770064 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 大木 泰彦 丹波(丹健)第19-9 平成30年2月5日 令和6年2月29日 平成30年2月5日
000028 8000166029 丹波篠山まつかぜ屋 669-2201 丹波篠山市東古佐95 795945454 飲食店営業(4)その他 一般 河南 文子 丹波(丹健)第1-217 平成30年2月5日 令和6年2月29日 平成30年2月5日
000028 8000166143 山里 669-3801 丹波市青垣町東芦田356 菓子製造業 一般 塩見 てるみ 丹波(丹健)第3-61 平成30年2月13日 令和6年2月29日 平成30年2月13日
000028 8000166162 丹波悠遊の森 レストラン  ベルピーマン 669-3315 丹波市柏原町大新屋1153-2 795723285 菓子製造業 一般 株式会社丹波悠遊の森協会 代表取締役 山口 嘉幸 669-3315 兵庫県丹波市柏原町大新屋1114 795723285 丹波(丹健)第3-63 平成30年2月15日 令和6年2月29日 平成30年2月15日
000028 8000166178 大連飯店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社友縁 代表取締役 友常 美智代 669-3303 兵庫県丹波市柏原町見長5 795721306 丹波(丹健)第1-244 令和5年1月26日 令和10年2月29日 令和5年1月26日
000028 8000166204 大坂みそ 669-2726 丹波篠山市黒田852-1 みそ製造業 一般 株式会社ＡＧＲＩ　ＳＴＲＥＥＴ 代表取締役 大坂 宇津実 669-2726 兵庫県丹波篠山市黒田59-1 5037491831 丹波(丹健)第11-7 平成30年2月19日 令和6年2月29日 平成30年2月19日
000028 8000166385 ウエマキ　ピット　カフェ 669-4317 丹波市市島町上牧679 飲食店営業(4)その他 一般 山口 忠浩 丹波(丹健)第1-227 平成30年2月27日 令和6年2月29日 平成30年2月27日
000028 8000166402 はな工房 669-3309 丹波市柏原町柏原497-2 795720031 菓子製造業 一般 八尾 佐代子 丹波(丹健)第3-64 平成30年2月27日 令和6年2月29日 平成30年2月27日
000028 8000166508 しんぺ～農園 669-4122 丹波市春日町小多利348 菓子製造業 一般 渡部 真平 丹波(丹健)第3-67 平成30年3月5日 令和6年5月31日 平成30年3月5日
000028 8000166539 よかちょろ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 角田 大和 丹波(丹健)第1-228 平成30年3月7日 令和5年5月31日 平成30年3月7日
000028 8000166599 あおぞら古民家店 669-3157 丹波市山南町和田297-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 桜井 基晴 丹波(丹健)第1-229 平成30年3月14日 令和6年5月31日 平成30年3月14日
000028 8000166612 フラワーハウス 669-4252 丹波市春日町下三井庄30-1 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社ＦＴＰ 代表取締役 花田 匡平 669-4252 兵庫県丹波市春日町下三井庄30-1 丹波(丹健)第1-231 平成30年3月14日 令和6年5月31日 平成30年3月14日
000028 8000166639 Ponte 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 藤本 満 丹波(丹健)第1-12 令和5年4月21日 令和10年5月31日 令和5年4月21日
000028 8000166826 ローソン山南町草部店 669-3151 丹波市山南町草部247-1 795708058 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　ジェイプラム 代表取締役 梅田 雄介 669-3601 兵庫県丹波市氷上町成松241-6 795820361 丹波(丹健)第1-233 平成30年3月26日 令和7年5月31日 平成30年3月26日
000028 8000166871 ふれあいの郷　もくせい 669-3801 丹波市青垣町東芦田1303 795872320 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社塩梅 代表取締役 今井 清秀 567-0834 大阪府茨木市学園南町7-5 丹波(丹健)第1-234 平成30年3月28日 令和7年5月31日 平成30年3月28日
000028 8000166899 大正ロマン館（移動） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 株式会社アクト篠山 代表取締役 圓増 亮介 669-2332 兵庫県丹波篠山市北新町97 795526668 丹波(丹健)第3-70 平成30年3月28日 令和5年5月31日 平成30年3月28日
000028 8000166907 669-2345 丹波篠山市東岡屋373-5 795526561 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 医療法人社団栖田内科 理事長 栖田 道雄 669-2321 兵庫県丹波篠山市黒岡184 795520338 丹波(丹健)第1-236 平成30年3月28日 令和6年5月31日 平成30年3月28日
000028 8000167043 スマイル食堂 669-2341 丹波篠山市郡家403-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人わかたけ福祉会 理事長 上田 良範 669-2316 兵庫県丹波篠山市沢田120-3 795522909 丹波(丹健)第1-1 平成30年4月5日 令和6年5月31日 平成30年4月5日
000028 8000167185 煙屋もくもく 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 一般社団法人Ｃｏｌｏｒｆｕｌ　Ｂｅａｎｓ 代表理事 西村 源 669-2531 兵庫県丹波篠山市垂水421-2 795505002 丹波(丹健)第1-3 平成30年4月18日 令和5年5月31日 平成30年4月18日



000028 8000167186 Colorful Kitchen（カラフル キッチン） 669-2531 丹波篠山市垂水421-2 795505002 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一般社団法人Ｃｏｌｏｒｆｕｌ　Ｂｅａｎｓ 代表理事 西村 源 669-2531 兵庫県丹波篠山市垂水421-2 795505002 丹波(丹健)第1-2 平成30年4月18日 令和6年5月31日 平成30年4月18日
000028 8000167247 アーユス Ayus 669-2343 丹波篠山市風深225 795541772 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社 guuDhaarthaa 代表取締役 朴 良華 669-2343 兵庫県丹波篠山市風深225 795541772 丹波(丹健)第1-9 平成30年4月25日 令和6年5月31日 平成30年4月25日
000028 8000167248 アーユス Ayus 669-2343 丹波篠山市風深225 795541772 菓子製造業 一般 株式会社 guuDhaarthaa 代表取締役 朴 良華 669-2343 兵庫県丹波篠山市風深225 795541772 丹波(丹健)第3-3 平成30年4月25日 令和6年5月31日 平成30年4月25日
000028 8000167249 アーユス Ayus 669-2343 丹波篠山市風深225 795541772 そうざい製造業 一般 株式会社 guuDhaarthaa 代表取締役 朴 良華 669-2343 兵庫県丹波篠山市風深225 795541772 丹波(丹健)第9-1 平成30年4月25日 令和6年5月31日 平成30年4月25日
000028 8000167341 舞鶴若狭自動車道西紀サービスエリア下り線 669-2737 丹波篠山市東木之部1 795931133 飲食店営業(4)その他 一般 光明興業株式会社 代表取締役 段 正峰 542-0076 大阪府大阪市中央区難波4-2-1 666318055 丹波(丹健)第1-16 平成30年4月25日 令和6年5月31日 平成30年4月25日
000028 8000167418 BUTTER CRAPE LAB. 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 志戸岡 みのり 丹波(丹健)第3-9 平成30年5月2日 令和5年5月31日 平成30年5月2日
000028 8000167426 幸甚縁 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 藤原 明広 丹波(丹健)第3-10 平成30年5月7日 令和5年5月31日 平成30年5月7日
000028 8000167498 ローソン篠山西紀店 669-2721 丹波篠山市西谷286-1 795908705 飲食店営業(4)その他 一般 宮下 正彦 丹波(丹健)第1-40 平成30年5月11日 令和7年5月31日 平成30年5月11日
000028 8000167503 みやこ商会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 小﨑 慎也 丹波(丹健)第1-41 平成30年5月11日 令和5年5月31日 平成30年5月11日
000028 8000167520 EGOISTE 669-3311 丹波市柏原町母坪431-1 795702227 飲食店営業(4)その他 一般 長澤 由佳里 丹波(丹健)第1-34 平成30年5月11日 令和6年5月31日 平成30年5月11日
000028 8000167537 手づくりアイス「和」 669-2153 丹波篠山市今田町今田新田21-10 795903377 喫茶店営業 一般 藤森 洋子 丹波(丹健)第2-9 平成30年5月14日 令和7年5月31日 平成30年5月14日
000028 8000167596 カンナン山菜ファーム 669-2201 丹波篠山市東古佐73 795941674 みそ製造業 一般 丹波(丹健)第11-2 平成30年5月17日 令和6年5月31日 平成30年5月17日
000028 8000167617 慶　Kei 669-2334 丹波篠山市西新町50-4 喫茶店営業 一般 姜 七美子 丹波(丹健)第2-10 平成30年5月21日 令和6年5月31日 平成30年5月21日
000028 8000167618 トラットリア　アル　ラグー 669-2513 丹波篠山市福住384 795063070 菓子製造業 一般 兼井 昌二 丹波(丹健)第3-16 平成30年5月21日 令和6年5月31日 平成30年5月21日
000028 8000167687 空猫堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 泉水 雄太 丹波(丹健)第1-52 平成30年5月24日 令和5年5月31日 平成30年5月24日
000028 8000167688 空猫堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 泉水 雄太 丹波(丹健)第3-18 平成30年5月24日 令和5年5月31日 平成30年5月24日
000028 8000167698 和み工房 669-2724 丹波篠山市川北503 795930235 菓子製造業 一般 山本 季代子 丹波(丹健)第3-19 平成30年5月24日 令和6年5月31日 平成30年5月24日
000028 8000167699 和み工房 669-2724 丹波篠山市川北503 795930235 みそ製造業 一般 山本 季代子 丹波(丹健)第11-3 平成30年5月24日 令和6年5月31日 平成30年5月24日
000028 8000167766 株式会社 京都庵  篠山工場 669-2827 丹波篠山市大山新34 795906030 豆腐製造業 一般 株式会社京都庵 代表取締役 松田 清克 620-1313 京都府福知山市三和町下川合37-4 773583366 丹波(丹健)第15-1 平成30年5月30日 令和6年5月31日 平成30年5月30日
000028 8000167786 3ROASTERY 669-3812 丹波市青垣町小倉422-1 飲食店営業(4)その他 一般 トイ マイケル　フリンダーズ 丹波(丹健)第1-53 平成30年5月31日 令和6年5月31日 平成30年5月31日
000028 8000167879 美和地区自治振興会 669-4337 丹波市市島町酒梨156-2 795850030 飲食店営業(4)その他 露店 美和地区自治振興会 会長 渕上 利美 669-4337 兵庫県丹波市市島町酒梨156-2美和ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ内 795850030 丹波(丹健)第1-54 平成30年6月5日 令和5年8月31日 平成30年6月5日
000028 8000168094 ＨＯＫＫＯＲＩ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 西尾 雅子 丹波(丹健)第3-22 平成30年6月21日 令和5年8月31日 平成30年6月21日
000028 8000168123 丹波の幸 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 幸畑 香菜子 丹波(丹健)第1-56 平成30年6月21日 令和5年8月31日 平成30年6月21日
000028 8000168157 Les hirondelles (レ・ジロンデル) 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社飛燕 代表取締役 前原 彩 620-0000 京都府福知山市字堀1296-3 773215015 丹波(丹健)第1-57 平成30年6月25日 令和5年8月31日 平成30年6月25日
000028 8000168182 いろり処　若 669-3463 丹波市氷上町北野308 飲食店営業(4)その他 一般 若林 悦子 丹波(丹健)第1-58 平成30年6月27日 令和6年8月31日 平成30年6月27日
000028 8000168385 ゆかいな仲間 669-2605 丹波篠山市藤坂894-1 菓子製造業 一般 井上 めぐみ 丹波(丹健)第3-23 平成30年7月9日 令和6年8月31日 平成30年7月9日
000028 8000168402 ピッツェリア　ジェンティーレ 669-3461 丹波市氷上町市辺587-1氷上Jタウンテナント 795885230 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉積 悠 丹波(丹健)第1-59 平成30年7月10日 令和6年8月31日 平成30年7月10日
000028 8000168459 ファミリーマート丹波青垣店 669-3842 丹波市青垣町沢野111-1 795874821 飲食店営業(4)その他 一般 足立 庸匡 丹波(丹健)第1-60 平成30年7月17日 令和6年8月31日 平成30年7月17日
000028 8000168574 Wan Cafe Tamba 669-4122 丹波市春日町小多利358 795740114 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤田 敬子 丹波(丹健)第1-65 平成30年7月25日 令和6年8月31日 平成30年7月25日
000028 8000168575 Wan Cafe Tamba 669-4122 丹波市春日町小多利358 795740114 菓子製造業 一般 藤田 敬子 丹波(丹健)第3-26 平成30年7月25日 令和6年8月31日 平成30年7月25日
000028 8000168576 宮東農園 669-4123 丹波市春日町多利1563 795885822 菓子製造業 一般 宮東 佳子 丹波(丹健)第3-27 平成30年7月25日 令和6年8月31日 平成30年7月25日
000028 8000168693 お菓子の里丹波　本館 669-2202 丹波篠山市東吹416 795902133 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 原田 太七郎 丹波(丹健)第20-7 平成30年8月2日 令和5年8月31日 平成30年8月2日
000028 8000168751 ひなたぼっこ 669-2551 丹波篠山市安田西404-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田村 えり子 丹波(丹健)第1-89 平成30年8月6日 令和5年8月31日 平成30年8月6日
000028 8000168807 バブルワッフル店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 水野 慎介 丹波(丹健)第3-37 平成30年8月9日 令和5年8月31日 平成30年8月9日
000028 8000168815 ローソン篠山安田店 669-2551 丹波篠山市安田392-1 795571700 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＣＶＳ内田 代表取締役 内田 伸二 669-1337 兵庫県三田市学園6-5-13 795658250 丹波(丹健)第1-88 平成30年8月10日 令和7年8月31日 平成30年8月10日
000028 8000168866 ダベリバ 669-4123 丹波市春日町多利1799-1 795742223 飲食店営業(4)その他 一般 三井 和俊 丹波(丹健)第1-94 平成30年8月15日 令和6年8月31日 平成30年8月15日
000028 8000168878 futaba cafe 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 西田 博一 丹波(丹健)第1-95 平成30年8月15日 令和5年8月31日 平成30年8月15日
000028 8000168932 愛菜館 669-3822 丹波市青垣町大名草759-1 795875240 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 足立 はつみ 丹波(丹健)第1-98 平成30年8月21日 令和6年8月31日 平成30年8月21日
000028 8000168978 なかゆくい　bar　がちまやー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 菅村 修 丹波(丹健)第3-40 平成30年8月28日 令和5年8月31日 平成30年8月28日
000028 8000169142 カフェ・ピア 669-4302 丹波市市島町中竹田1585-1 喫茶店営業 一般 塩見 留理子 丹波(丹健)第2-30 平成30年9月5日 令和6年11月30日 平成30年9月5日
000028 8000169150 無鹿リゾート 669-4252 丹波市春日町下三井庄1017-1 795885252 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社　葉山 代表取締役 鴻谷 佳彦 669-3841 兵庫県丹波市青垣町口塩久447-1 795870038 丹波(丹健)第1-101 平成30年9月5日 令和6年11月30日 平成30年9月5日
000028 8000169151 無鹿リゾート 669-4252 丹波市春日町下三井庄1017-1 795885252 菓子製造業 一般 株式会社　葉山 代表取締役 鴻谷 佳彦 669-3841 兵庫県丹波市青垣町口塩久447-1 795870038 丹波(丹健)第3-41 平成30年9月5日 令和6年11月30日 平成30年9月5日
000028 8000169184 狩場一酒造株式会社 669-2103 丹波篠山市波賀野500 795950040 酒類製造業 一般 狩場一酒造株式会社 狩場 一龍 669-2103 兵庫県丹波篠山市波賀野500 795950040 丹波(丹健)第14-3 平成30年9月7日 令和5年11月30日 平成30年9月7日
000028 8000169185 丹波チーズ工房 669-4132 丹波市春日町野村83 795740820 乳製品製造業 一般 婦木 敬介 丹波(丹健)第23-2 平成30年9月7日 令和6年11月30日 平成30年9月7日
000028 8000169242 sasarai 669-2441 丹波篠山市日置397 795062280 そうざい製造業 一般 合同会社とあっせ 代表社員 藤岡 亜樹子 669-2441 兵庫県丹波篠山市日置397 795062280 丹波(丹健)第9-4 平成30年9月11日 令和6年11月30日 平成30年9月11日
000028 8000169243 sasarai 669-2441 丹波篠山市日置397 795062280 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 合同会社とあっせ 代表社員 藤岡 亜樹子 669-2441 兵庫県丹波篠山市日置397 795062280 丹波(丹健)第19-3 平成30年9月11日 令和6年11月30日 平成30年9月11日
000028 8000169245 里山レストラン 669-3131 丹波市山南町谷川2787-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 竹岡 正行 丹波(丹健)第1-102 平成30年9月12日 令和6年11月30日 平成30年9月12日
000028 8000169248 丹南食品加工センター株式会社 669-2824 丹波篠山市北野63 795960798 魚介類販売業 一般 丹南食品加工センター株式会社 代表取締役 松永 匡史 669-2824 兵庫県丹波篠山市北野63 795960798 丹波(丹健)第29-10 平成30年9月12日 令和6年11月30日 平成30年9月12日
000028 8000169249 丹南食品加工センター株式会社 669-2824 丹波篠山市北野63 795960798 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 丹南食品加工センター株式会社 代表取締役 松永 匡史 669-2824 兵庫県丹波篠山市北野63 795960798 丹波(丹健)第19-4 平成30年9月12日 令和6年11月30日 平成30年9月12日
000028 8000169310 バザールタウン篠山（鮮魚寿司） 669-2204 丹波篠山市杉265 795943000 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0045 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第1-103 平成30年9月18日 令和6年11月30日 平成30年9月18日
000028 8000169311 バザールタウン篠山（第二惣菜寿司） 669-2204 丹波篠山市杉265 795943000 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0045 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第1-104 平成30年9月18日 令和6年11月30日 平成30年9月18日
000028 8000169363 669-3811 丹波市青垣町佐治608 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 出町 慎 丹波(丹健)第1-105 平成30年9月21日 令和6年11月30日 平成30年9月21日
000028 8000169510 株式会社 丹波の里本舗 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 吉田 亜子 丹波(丹健)第1-107 平成30年10月3日 令和5年11月30日 平成30年10月3日
000028 8000169543 スナック　ギャルソン 669-3614 丹波市氷上町下新庄426 795827845 飲食店営業(4)その他 一般 山本 節子 丹波(丹健)第1-109 平成30年10月9日 令和6年11月30日 平成30年10月9日
000028 8000169569 ビリオン珈琲　バザールタウン篠山店 669-2203 丹波篠山市吹新62-1 795565300 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社新建開発 代表取締役 杉本 寛 612-8456 京都府京都市伏見区中島中道町27 756062464 丹波(丹健)第1-110 平成30年10月10日 令和6年11月30日 平成30年10月10日
000028 8000169678 国領第八隣保集会所 669-4273 丹波市春日町国領2010-3 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 山王自治会 代表者 細田 勉 669-4273 兵庫県丹波市春日町国領2010-3　国領第八隣保集会所 795750296 丹波(丹健)第1-119 平成30年10月19日 令和6年11月30日 平成30年10月19日
000028 8000169679 国領第八隣保集会所 669-4273 丹波市春日町国領2010-3 菓子製造業 一般 山王自治会 代表者 細田 勉 669-4273 兵庫県丹波市春日町国領2010-3　国領第八隣保集会所 795750296 丹波(丹健)第3-43 平成30年10月19日 令和6年11月30日 平成30年10月19日
000028 8000169721 Joan 669-2331 丹波篠山市二階町9-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前田 拓己 丹波(丹健)第1-127 平成30年10月23日 令和6年11月30日 平成30年10月23日
000028 8000169725 ヤマザキＹショップ おぎの 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 荻野 幸一朗 丹波(丹健)第1-128 平成30年10月23日 令和5年11月30日 平成30年10月23日
000028 8000169787 selen 669-2133 丹波篠山市今田町下小野原3-7 795063101 菓子製造業 一般 𠮷田 菜々美 丹波(丹健)第3-46 平成30年10月29日 令和6年11月30日 平成30年10月29日
000028 8000169788 colissimo_cafe selen 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 𠮷田 菜々美 丹波(丹健)第1-134 平成30年10月29日 令和5年11月30日 平成30年10月29日
000028 8000169805 マニフィーク・グラース 669-3467 丹波市氷上町本郷102-8 飲食店営業(4)その他 一般 根田 敬介 丹波(丹健)第1-136 平成30年10月29日 令和6年11月30日 平成30年10月29日
000028 8000169814 丹波ささやま農業協同組合2 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 丹波ささやま農業協同組合 代表理事組合長 澤本 辰夫 669-2212 兵庫県丹波篠山市大沢438-1 795941121 丹波(丹健)第1-140 平成30年10月29日 令和5年11月30日 平成30年10月29日
000028 8000169815 丹波ささやま農業協同組合3 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 795901185 飲食店営業(4)その他 露店 丹波ささやま農業協同組合 代表理事組合長 澤本 辰夫 669-2212 兵庫県丹波篠山市大沢438-1 795941121 丹波(丹健)第1-141 平成30年10月29日 令和5年11月30日 平成30年10月29日
000028 8000169822 うおけんまえだ 669-2211 丹波篠山市大沢新131 795940111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前田 拓也 丹波(丹健)第1-144 平成30年10月29日 令和6年11月30日 平成30年10月29日
000028 8000169890 3ROASTERY 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 トイ マイケル　フリンダーズ 丹波(丹健)第2-35 平成30年11月1日 令和5年11月30日 平成30年11月1日
000028 8000169892 有限会社まるきん農林 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 有限会社まるきん農林 代表取締役 堀 謙吾 669-3834 兵庫県丹波市青垣町中佐治690-2 795880230 丹波(丹健)第3-52 平成30年11月1日 令和5年11月30日 平成30年11月1日
000028 8000169897 レストラン・ローベルジュ 669-3142 丹波市山南町村森8-3 795771184 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 黒田 家正 丹波(丹健)第1-148 平成30年11月2日 令和6年11月30日 平成30年11月2日
000028 8000169898 マクドナルド篠山ファーカス店 669-2202 丹波篠山市東吹330-3 795902672 菓子製造業 一般 株式会社ベルエポック 代表取締役 佐藤 明 560-0003 大阪府豊中市東豊中町1-32-40 727285127 丹波(丹健)第3-53 平成30年11月2日 令和7年11月30日 平成30年11月2日
000028 8000170022 ひぐち商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 丹波(丹健)第1-155 平成30年11月13日 令和5年11月30日 平成30年11月13日
000028 8000170046 丹波みやざきふぁーむ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 宮﨑 早織 丹波(丹健)第1-154 平成30年11月13日 令和5年11月30日 平成30年11月13日
000028 8000170047 荒木食品第２工場 669-4323 丹波市市島町梶原870 795850388 そうざい製造業 一般 荒木食品株式会社 代表取締役 荒木 洋二 669-4323 兵庫県丹波市市島町梶原871 795850388 丹波(丹健)第9-10 令和3年10月26日 令和9年11月30日 令和3年10月26日
000028 8000170235 大阪屋 669-3464 丹波市氷上町石生1783-6 飲食店営業(4)その他 一般 大垣 和男 丹波(丹健)第1-162 平成30年11月26日 令和6年11月30日 平成30年11月26日
000028 8000170236 大阪屋 669-3464 丹波市氷上町石生1783-6 菓子製造業 一般 大垣 和男 丹波(丹健)第3-56 平成30年11月26日 令和6年11月30日 平成30年11月26日
000028 8000170251 レストラン　パラパラ 669-2213 丹波篠山市中野79-1 795901333 菓子製造業 一般 有限会社サンデー 取締役 山下 由晶 669-2213 兵庫県丹波篠山市中野76-4 795942611 丹波(丹健)第3-57 平成30年11月26日 令和6年11月30日 平成30年11月26日
000028 8000170348 レストラン　ウッディハウス 669-3312 丹波市柏原町田路102-3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社ウッディハウス 代表社員 大田 忠信 669-3312 兵庫県丹波市柏原町田路102-3 丹波(丹健)第1-165 平成30年11月29日 令和6年11月30日 平成30年11月29日
000028 8000170349 お食事処　夫婦橋 669-3574 丹波市氷上町朝阪274-1 795824313 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森口 清子 丹波(丹健)第1-164 平成30年11月28日 令和6年11月30日 平成30年11月28日
000028 8000170423 YUTARI　ぱん 669-2542 丹波篠山市細工所487-7 菓子製造業 一般 藤井 明美 丹波(丹健)第3-58 平成30年12月5日 令和7年2月28日 平成30年12月5日
000028 8000170429 カフェ フェミニテ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社フェミニテ 代表取締役 669-3575 兵庫県丹波市氷上町小野672 795867045 丹波(丹健)第1-166 平成30年12月5日 令和6年2月29日 平成30年12月5日
000028 8000170571 まごころ弁当柏原店 669-3309 丹波市柏原町柏原3188-2 795733755 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 豆田 裕之 丹波(丹健)第1-167 平成30年12月18日 令和7年2月28日 平成30年12月18日
000028 8000170609 メガデルガーデン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 一般社団法人峰松農園 代表理事 峰松 眞 662-0011 兵庫県西宮市甲陽園目神山町11-18 798707753 丹波(丹健)第1-168 平成30年12月21日 令和6年2月29日 平成30年12月21日
000028 8000170611 蕎麦切　ゆる里 669-2151 丹波篠山市今田町今田3-16 795973723 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前田 直人 丹波(丹健)第1-169 平成30年12月21日 令和7年2月28日 平成30年12月21日
000028 8000170612 カフェ　フェミニテ 669-3575 丹波市氷上町小野672 795867045 菓子製造業 一般 株式会社フェミニテ 代表取締役 669-3575 兵庫県丹波市氷上町小野672 795716350 丹波(丹健)第3-59 平成30年12月21日 令和7年2月28日 平成30年12月21日
000028 8000170620 企業組合　元気村かみくげ 669-3101 丹波市山南町上滝1913-1 795780003 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 企業組合　元気村かみくげ 代表理事 村上 正昭 669-3102 兵庫県丹波市山南町下滝205 795780003 丹波(丹健)第1-170 平成30年12月26日 令和7年2月28日 平成30年12月26日
000028 8000170621 企業組合　元気村かみくげ 669-3101 丹波市山南町上滝1913-1 795780003 菓子製造業 一般 企業組合　元気村かみくげ 代表理事 村上 正昭 669-3102 兵庫県丹波市山南町下滝205 795780003 丹波(丹健)第3-60 平成30年12月26日 令和7年2月28日 平成30年12月26日
000028 8000170694 JA丹波ひかみ 000-0000 丹波市内 飲食店営業(4)その他 露店 丹波ひかみ農業協同組合 代表理事組合長 藤原 昌和 669-3461 兵庫県丹波市氷上町市辺440 795820170 丹波(丹健)第1-173 平成31年1月8日 令和6年2月29日 平成31年1月8日
000028 8000170702 谷甲賀堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 谷 和浩 丹波(丹健)第3-61 平成31年1月10日 令和6年2月29日 平成31年1月10日
000028 8000170714 諏訪園インター店 669-2204 丹波篠山市杉164-2 795942226 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社諏訪園 代表取締役 酒井 一行 669-2223 兵庫県丹波篠山市味間奥1463 795940855 丹波(丹健)第19-6 平成31年1月11日 令和7年2月28日 平成31年1月11日
000028 8000170749 新井自治協議会 669-3313 丹波市柏原町北山211-1 795722818 菓子製造業 一般 徳田 八洲男 丹波(丹健)第3-63 平成31年1月17日 令和7年2月28日 平成31年1月17日
000028 8000170764 猪義 669-2162 丹波篠山市今田町黒石573-4 795972833 食肉処理業 一般 藤中 良祐 丹波(丹健)第26-2 平成31年1月17日 令和7年2月28日 平成31年1月17日
000028 8000170765 猪義 669-2162 丹波篠山市今田町黒石573-4 795972833 食肉販売業 一般 藤中 良祐 丹波(丹健)第27-24 平成31年1月17日 令和7年2月28日 平成31年1月17日
000028 8000170794 ふれあいカフェ　おなざ喜楽亭 669-3822 丹波市青垣町大名草759-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 𠮷田 享一 丹波(丹健)第1-181 平成31年1月21日 令和7年2月28日 平成31年1月21日
000028 8000170809 HIYORI BROT 669-3603 丹波市氷上町西中493 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 中山 久美 丹波(丹健)第19-7 平成31年1月22日 令和8年2月28日 平成31年1月22日
000028 8000170826 鴨内　さ久ら庵 669-3645 丹波市氷上町鴨内144 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 上 丹波(丹健)第1-183 平成31年1月24日 令和7年2月28日 平成31年1月24日
000028 8000170897 みっちゅん家 669-2335 丹波篠山市乾新町220-8 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橋本 光江 丹波(丹健)第1-187 平成31年1月30日 令和7年2月28日 平成31年1月30日
000028 8000170898 五節舎やまゆ 669-2205 丹波篠山市網掛81 795901262 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　河南勇商店 代表取締役 河南 直樹 669-2221 兵庫県丹波篠山市西古佐954-4 795940803 丹波(丹健)第1-186 平成31年1月30日 令和7年2月28日 平成31年1月30日
000028 8000170899 五節舎やまゆ 669-2205 丹波篠山市網掛81 795901262 菓子製造業 一般 株式会社　河南勇商店 代表取締役 河南 直樹 669-2221 兵庫県丹波篠山市西古佐954-4 795940803 丹波(丹健)第3-65 平成31年1月30日 令和7年2月28日 平成31年1月30日
000028 8000170960 田中醤油店 669-2311 丹波篠山市新荘432-1 795520247 そうざい製造業 一般 田中 弘毅 丹波(丹健)第9-8 平成31年1月31日 令和7年2月28日 平成31年1月31日
000028 8000170961 田中醤油店 669-2311 丹波篠山市新荘432-1 795520247 醤油製造業 一般 田中 弘毅 丹波(丹健)第12-1 平成31年1月31日 令和7年2月28日 平成31年1月31日
000028 8000170975 cafe Moani 669-2223 丹波篠山市味間奥632 795065007 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 桒垣 美雪 丹波(丹健)第1-191 平成31年2月4日 令和7年2月28日 平成31年2月4日
000028 8000171004 かたおか 669-2231 丹波篠山市住吉台80-9 795943837 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 片岡 光子 丹波(丹健)第1-195 平成31年2月4日 令和7年2月28日 平成31年2月4日
000028 8000171177 喫茶 お多福 669-3301 丹波市柏原町南多田200-1タウン沖田101号 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷田 治 丹波(丹健)第1-198 平成31年2月20日 令和7年2月28日 平成31年2月20日
000028 8000171222 篠丹工房 669-2333 丹波篠山市南新町197-3 飲食店営業(4)その他 一般 渋谷 啓子 丹波(丹健)第1-199 平成31年2月21日 令和7年2月28日 平成31年2月21日
000028 8000171265 茶房 悠遊庵 669-2335 丹波篠山市乾新町174 飲食店営業(4)その他 一般 上田 周二 丹波(丹健)第1-201 平成31年2月21日 令和7年2月28日 平成31年2月21日
000028 8000171275 ROUTE 77 669-2823 丹波篠山市大山下982-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 男谷 泰子 丹波(丹健)第1-200 平成31年2月21日 令和7年2月28日 平成31年2月21日
000028 8000171303 丹波 みなと 669-3312 丹波市柏原町田路28-1 795732838 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社 港project 代表取締役 松浦 甲子郎 679-0211 兵庫県加東市上滝野2347 795480255 丹波(丹健)第1-203 平成31年2月25日 令和7年2月28日 平成31年2月25日
000028 8000171330 喫茶 でんでん夢詩 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 東野 和彦 丹波(丹健)第3-68 平成31年2月26日 令和6年2月29日 平成31年2月26日
000028 8000171331 柏原町ふくちあん 669-3309 丹波市柏原町柏原1139-10 795722720 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社新福知庵 代表取締役 岡島 拓 620-0000 京都府福知山市駅南町3-48 773228741 丹波(丹健)第1-204 平成31年2月26日 令和7年2月28日 平成31年2月26日
000028 8000171353 西紀サービスエリア下り線（ベーカリー販売） 669-2737 丹波篠山市東木之部1 795931133 菓子製造業 一般 光明興業株式会社 代表取締役 段 正峰 542-0076 大阪府大阪市中央区難波4-2-1 666318055 丹波(丹健)第3-69 平成31年2月27日 令和7年2月28日 平成31年2月27日
000028 8000171386 丹波フレッシュチキン 669-4131 丹波市春日町七日市75 795740451 食肉処理業 一般 株式会社丹波フレッシュチキン 代表取締役 瀧下 正和 669-4131 兵庫県丹波市春日町七日市75 795740451 丹波(丹健)第26-3 平成31年2月27日 令和7年2月28日 平成31年2月27日
000028 8000171440 Story 669-3311 丹波市柏原町母坪397-1 飲食店営業(4)その他 一般 高橋 ひろみ 丹波(丹健)第1-206 平成31年3月5日 令和7年5月31日 平成31年3月5日
000028 8000171459 ダンニャワード 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社Ｈｕｇｇ 代表取締役 坂番 かおり 590-0061 大阪府堺市堺区翁橋町1-8-6ＡＲＫⅢ201 722381010 丹波(丹健)第1-207 平成31年3月7日 令和6年5月31日 平成31年3月7日



000028 8000171469 丹波の蕎麦処　たかはし 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 髙橋 扶美雄 丹波(丹健)第1-208 平成31年3月8日 令和6年5月31日 平成31年3月8日
000028 8000171532 （株）ハイレックスコーポレーション6K2774 669-3309 丹波市柏原町柏原1700 飲食店営業(4)その他 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 363040501 丹波(丹健)第1-209 平成31年3月12日 令和6年5月31日 平成31年3月12日
000028 8000171533 （株）ハイレックスコーポレーション6K2777 669-3309 丹波市柏原町柏原1700 喫茶店営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-6111 東京都新宿区西新宿8-17-1 363040501 丹波(丹健)第2-56 平成31年3月12日 令和6年5月31日 平成31年3月12日
000028 8000171563 フレッシュバザール氷上町店　寿司作業室 669-3602 丹波市氷上町常楽555 795825111 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第1-211 平成31年3月13日 令和8年5月31日 平成31年3月13日
000028 8000171564 フレッシュバザール氷上町店　焼魚室 669-3602 丹波市氷上町常楽555 795825111 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第1-212 平成31年3月13日 令和8年5月31日 平成31年3月13日
000028 8000171679 和み工房 669-2724 丹波篠山市川北503 795930235 そうざい製造業 一般 山本 季代子 丹波(丹健)第9-9 平成31年3月20日 令和7年5月31日 平成31年3月20日
000028 8000171681 結良里 669-2803 丹波篠山市大山上728 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 丹波(丹健)第1-213 平成31年3月20日 令和7年5月31日 平成31年3月20日
000028 8000171738 丹波アルベロ 669-4271 丹波市春日町柚津67-1 飲食店営業(4)その他 一般 宮谷 由紀子 丹波(丹健)第1-216 平成31年3月26日 令和7年5月31日 平成31年3月26日
000028 8000171753 ロカッセ　チャレンジショップ 669-4271 丹波市春日町柚津67-1 飲食店営業(4)その他 一般 合同会社丹波地域活性協議会 代表社員 清水 浩美 669-4271 兵庫県丹波市春日町柚津67-1 丹波(丹健)第1-214 平成31年3月26日 令和7年5月31日 平成31年3月26日
000028 8000171758 ヤマネベーカリー 669-4271 丹波市春日町柚津67-1 795814008 菓子製造業 一般 山根 陽子 丹波(丹健)第3-70 平成31年3月28日 令和7年5月31日 平成31年3月28日
000028 8000171759 ヤマネベーカリー 669-4271 丹波市春日町柚津67-1 795814008 喫茶店営業 一般 山根 陽子 丹波(丹健)第2-57 平成31年3月28日 令和7年5月31日 平成31年3月28日
000028 8000171762 カフェ ロカッセ 669-4271 丹波市春日町柚津67-1 飲食店営業(4)その他 一般 合同会社丹波地域活性協議会 代表社員 清水 浩美 669-4271 兵庫県丹波市春日町柚津67-1 丹波(丹健)第1-215 平成31年3月27日 令和7年5月31日 平成31年3月27日
000028 8000171771 フレッシュバザール氷上町店 669-3602 丹波市氷上町常楽555 795825111 魚介類販売業 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第29-16 平成31年3月27日 令和8年5月31日 平成31年3月27日
000028 8000171772 フレッシュバザール氷上町店 669-3602 丹波市氷上町常楽555 795825111 菓子製造業 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第3-71 平成31年3月27日 令和8年5月31日 平成31年3月27日
000028 8000171807 あしだメディケアホームズ　ハルモニア 669-3311 丹波市柏原町母坪327-1 795728070 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 医療法人社団アシダメディカルパートナーズ 理事長 芦田 孔 669-3311 兵庫県丹波市柏原町母坪327-1 795728070 丹波(丹健)第1-217 平成31年3月28日 令和7年5月31日 平成31年3月28日
000028 8000171909 satoyama base 669-2132 丹波篠山市今田町上小野原459-5 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一般社団法人グッドラック・ジャパン 代表理事 八畑 政良 669-2132 兵庫県丹波篠山市今田町上小野原459-5 丹波(丹健)第1-1 平成31年4月4日 令和7年5月31日 平成31年4月4日
000028 8000171917 バイエリッシャーホーフ 669-3464 丹波市氷上町石生764-1 795802983 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社清水 代表取締役 清水 吉孝 669-3464 兵庫県丹波市氷上町石生757-2 795802983 丹波(丹健)第1-3 平成31年4月5日 令和7年5月31日 平成31年4月5日
000028 8000171956 りょうり舎やまゆ 669-2205 丹波篠山市網掛81 795901261 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社河南勇商店 代表取締役 河南 直樹 669-2221 兵庫県丹波篠山市西古佐954-4 795940803 丹波(丹健)第1-5 平成31年4月10日 令和7年5月31日 平成31年4月10日
000028 8000172006 TOUYA CAFE 669-2134 丹波篠山市今田町休場241-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ランドテック建築設計事務所 代表取締役 佐々木 洋賢 669-1323 兵庫県三田市あかしあ台3-1-7 795589877 丹波(丹健)第1-8 平成31年4月18日 令和7年5月31日 平成31年4月18日
000028 8000172031 Accor 669-3311 丹波市柏原町母坪376-2井上テナント202 飲食店営業(4)その他 一般 大津 賢士 丹波(丹健)第1-9 平成31年4月18日 令和7年5月31日 平成31年4月18日
000028 8000172048 味間北活性化センター 669-2224 丹波篠山市味間北1127-1 みそ製造業 一般 谷後 幸一 丹波(丹健)第11-1 平成31年4月18日 令和7年5月31日 平成31年4月18日
000028 8000172049 味間北活性化センター 669-2224 丹波篠山市味間北1127-1 菓子製造業 一般 谷後 幸一 丹波(丹健)第3-3 平成31年4月18日 令和7年5月31日 平成31年4月18日
000028 8000172050 味間北活性化センター 669-2224 丹波篠山市味間北1127-1 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 谷後 幸一 丹波(丹健)第1-6 平成31年4月18日 令和7年5月31日 平成31年4月18日
000028 8000172051 味間北活性化センター 669-2224 丹波篠山市味間北1127-1 そうざい製造業 一般 谷後 幸一 丹波(丹健)第9-1 平成31年4月18日 令和7年5月31日 平成31年4月18日
000028 8000172053 西田屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 西田 幸司 丹波(丹健)第3-5 平成31年4月18日 令和6年5月31日 平成31年4月18日
000028 8000172056 舞鶴若狭自動車道西紀サービスエリア下り線 669-2737 丹波篠山市東木之部1 795931133 菓子製造業 一般 光明興業株式会社 代表取締役 段 正峰 542-0076 大阪府大阪市中央区難波4-2-1 666318055 丹波(丹健)第3-7 平成31年4月18日 令和7年5月31日 平成31年4月18日
000028 8000172079 焼き鳥　松本 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 松本 真 丹波(丹健)第1-15 平成31年4月22日 令和6年5月31日 平成31年4月22日
000028 8000172112 とっちゃん 669-4125 丹波市春日町多田38 795741337 飲食店営業(4)その他 一般 大槻 安寿子 丹波(丹健)第1-19 平成31年4月22日 令和7年5月31日 平成31年4月22日
000028 8000172160 棚原本上田邸 669-4274 丹波市春日町棚原1220 795789975 飲食店営業(4)その他 一般 上田 正三 丹波(丹健)第1-17 平成31年4月24日 令和7年5月31日 平成31年4月24日
000028 8000172183 カーリマン 669-2306 丹波篠山市大上219 食肉処理業 一般 新田 哲也 丹波(丹健)第26-1 平成31年4月25日 令和7年5月31日 平成31年4月25日
000028 8000172184 カーリマン 669-2306 丹波篠山市大上219 食肉販売業 一般 新田 哲也 丹波(丹健)第27-1 平成31年4月25日 令和7年5月31日 平成31年4月25日
000028 8000172185 カーリマン 669-2306 丹波篠山市大上219 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 新田 哲也 丹波(丹健)第19-1 平成31年4月25日 令和7年5月31日 平成31年4月25日
000028 8000172214 カフェ ファイン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 河南 晴喜 丹波(丹健)第3-13 平成31年4月26日 令和6年5月31日 平成31年4月26日
000028 8000172250 一般財団法人ひょうご憩の宿　新たんば荘 669-2341 丹波篠山市郡家451-4 795523111 飲食店営業(4)その他 一般 一般社団法人ひょうご憩の宿 代表理事 林 直樹 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通6-3-28 783815250 丹波(丹健)第1-29 令和1年5月8日 令和7年5月31日 令和1年5月8日
000028 8000172299 ペッパーまきの 669-3306 丹波市柏原町北中473 795721669 ソース類製造業 一般 西野 裕子 丹波(丹健)第13-1 令和1年5月10日 令和7年5月31日 令和1年5月10日
000028 8000172326 669-3416 丹波市春日町野山370-1 795740801 飲食店営業(4)その他 一般 丹波(丹健)第1-40 令和1年5月14日 令和7年5月31日 令和1年5月14日
000028 8000172339 うまけん号 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 左山 敏基 丹波(丹健)第1-44 令和1年5月15日 令和6年5月31日 令和1年5月15日
000028 8000172369 丹波篠山ジビエ専門店　山大 669-2125 丹波篠山市住山556-1 795060777 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 西村 大二郎 丹波(丹健)第19-3 令和1年5月17日 令和7年5月31日 令和1年5月17日
000028 8000172386 喫茶かもん 669-4317 丹波市市島町上牧711-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一般社団法人Ｏｎｅ　Ｔｈｒｅｅ 代表理事 髙見 忠寿 669-4317 兵庫県丹波市市島町上牧703 795868177 丹波(丹健)第1-49 令和1年5月17日 令和7年5月31日 令和1年5月17日
000028 8000172404 ㈱喜作 669-3309 丹波市柏原町柏原77-1 795721044 魚介類販売業 一般 株式会社喜作 代表取締役 足立 陽次 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原77-1 795721044 丹波(丹健)第29-1 令和1年5月20日 令和7年5月31日 令和1年5月20日
000028 8000172405 ㈱喜作 669-3309 丹波市柏原町柏原77-1 795721044 食肉販売業 一般 株式会社喜作 代表取締役 足立 陽次 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原77-1 795721044 丹波(丹健)第27-4 令和1年5月20日 令和7年5月31日 令和1年5月20日
000028 8000172444 129 Bakery 669-3141 丹波市山南町岩屋450 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 持留 恵 丹波(丹健)第1-53 令和1年5月22日 令和7年5月31日 令和1年5月22日
000028 8000172445 129 Bakery 669-3141 丹波市山南町岩屋450 菓子製造業 一般 持留 恵 丹波(丹健)第3-20 令和1年5月22日 令和7年5月31日 令和1年5月22日
000028 8000172446 藤屋 669-3143 丹波市山南町井原411 795770146 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 後藤 紀行 丹波(丹健)第19-4 令和1年5月22日 令和7年5月31日 令和1年5月22日
000028 8000172473 風和 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 特定非営利活動法人風和 理事 波部 秀夫 669-2414 兵庫県丹波篠山市宮ノ前264 795562258 丹波(丹健)第1-54 令和1年5月22日 令和6年5月31日 令和1年5月22日
000028 8000172501 KIRARA 669-4302 丹波市市島町中竹田803-1 795861129 喫茶店営業 露店 吉良 友紀子 丹波(丹健)第2-6 令和1年5月23日 令和6年5月31日 令和1年5月23日
000028 8000172528 山名酒造株式会社 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山名酒造株式会社 山名 洋一朗 669-4322 兵庫県丹波市市島町上田211 795850015 丹波(丹健)第1-56 令和1年5月27日 令和6年5月31日 令和1年5月27日
000028 8000172547 おくも丹波黒豆肉粽 669-2603 丹波篠山市福井26 795061061 そうざい製造業 一般 株式会社ナカタニ 代表取締役 仲谷 洋介 669-2602 兵庫県丹波篠山市三熊98 795061061 丹波(丹健)第9-7 令和1年5月28日 令和7年5月31日 令和1年5月28日
000028 8000172556 三光堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社三光堂 代表取締役 竹内 孝志 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原3080-1 795720003 丹波(丹健)第1-167 令和3年10月29日 令和8年11月30日 令和3年10月29日
000028 8000172577 株式会社益田商事 669-2332 丹波篠山市北新町118-1 795507079 菓子製造業 一般 株式会社益田商事 代表取締役 椋 弘士 669-2332 兵庫県丹波篠山市北新町118-1 795507079 丹波(丹健)第3-21 令和1年5月30日 令和7年5月31日 令和1年5月30日
000028 8000172578 株式会社益田商事 669-2332 丹波篠山市北新町118-1 795507079 そうざい製造業 一般 株式会社益田商事 代表取締役 椋 弘士 669-2332 兵庫県丹波篠山市北新町118-1 795507079 丹波(丹健)第9-8 令和1年5月30日 令和7年5月31日 令和1年5月30日
000028 8000172579 株式会社益田商事 669-2332 丹波篠山市北新町118-1 795507079 あん類製造業 一般 株式会社益田商事 代表取締役 椋 弘士 669-2332 兵庫県丹波篠山市北新町118-1 795507079 丹波(丹健)第4-1 令和1年5月30日 令和7年5月31日 令和1年5月30日
000028 8000172658 丹波篠山　旅路のブルワリー 669-2513 丹波篠山市福住385 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＮＯＴＥ　ＪＡＰＡＮ 代表取締役 藤原 岳史 669-2331 兵庫県丹波篠山市二階町18-1 5068776141 丹波(丹健)第1-62 令和1年5月30日 令和7年5月31日 令和1年5月30日
000028 8000172659 丹波篠山　旅路のブルワリー 669-2513 丹波篠山市福住385 酒類製造業 一般 株式会社ＮＯＴＥ　ＪＡＰＡＮ 代表取締役 藤原 岳史 669-2331 兵庫県丹波篠山市二階町18-1 5068776141 丹波(丹健)第14-1 令和1年5月30日 令和7年5月31日 令和1年5月30日
000028 8000172736 ふるいち夢カフェ 669-2102 丹波篠山市南矢代602 喫茶店営業 一般 長澤 美代子 丹波(丹健)第2-13 令和1年6月5日 令和7年8月31日 令和1年6月5日
000028 8000172759 丹波篠山ジグザグブルワリー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 Ｙａｍａ－Ｄｒｅａｍ株式会社 代表取締役 山取 直樹 669-2513 兵庫県丹波篠山市福住191-1 795061263 丹波(丹健)第1-63 令和1年6月6日 令和6年8月31日 令和1年6月6日
000028 8000172761 tiny twig 669-3645 丹波市氷上町鴨内226 795827196 菓子製造業 一般 本庄 朱佳音 丹波(丹健)第3-22 令和1年6月7日 令和7年8月31日 令和1年6月7日
000028 8000172762 薪火野 669-3623 丹波市氷上町中野40 菓子製造業 一般 中山 大輔 丹波(丹健)第3-23 令和1年6月7日 令和7年8月31日 令和1年6月7日
000028 8000172790 株式会社大福堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社大福堂 代表取締役 小林 豊治 669-2332 兵庫県丹波篠山市北新町121-1 795520453 丹波(丹健)第1-64 令和1年6月12日 令和6年8月31日 令和1年6月12日
000028 8000172800 喫茶　美貴 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 合資会社畑休商事 代表社員 畑 雄司 669-2324 兵庫県丹波篠山市東新町81 795520370 丹波(丹健)第1-65 令和1年6月12日 令和6年8月31日 令和1年6月12日
000028 8000172801 喫茶　美貴 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 合資会社畑休商事 代表社員 畑 雄司 669-2324 兵庫県丹波篠山市東新町81 795520370 丹波(丹健)第3-25 令和1年6月12日 令和6年8月31日 令和1年6月12日
000028 8000172813 ノームフィールズ 669-3626 丹波市氷上町清住186-2 795711002 菓子製造業 一般 平松 由香子 丹波(丹健)第3-24 令和1年6月12日 令和7年8月31日 令和1年6月12日
000028 8000172859 ぎゅっと丹波篠山おにぎり 669-2713 丹波篠山市倉本210 795930627 飲食店営業(4)その他 一般 井貝 敏夫 丹波(丹健)第1-67 令和1年6月17日 令和7年8月31日 令和1年6月17日
000028 8000172990 ヒマラヤンワルツ 669-2803 丹波篠山市大山上860 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 東 拓夫 丹波(丹健)第1-68 令和1年6月21日 令和7年8月31日 令和1年6月21日
000028 8000173005 兵庫県立丹波医療センター 669-3464 丹波市氷上町石生2002-7 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-0005 東京都千代田区丸の内2-7-3 332873611 丹波(丹健)第1-69 令和1年6月24日 令和7年8月31日 令和1年6月24日
000028 8000173047 関西電力　篠山寮 669-2204 丹波篠山市杉80-1 795943564 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社関電アメニックス 代表取締役 奥田 直人 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場4-11-12 662530081 丹波(丹健)第1-70 令和1年6月26日 令和7年8月31日 令和1年6月26日
000028 8000173065 ヤマザキYショップ丹波医療センター店 669-3464 丹波市氷上町石生2002-7丹波医療センター内1F 飲食店営業(4)その他 一般 荻野 幸一朗 丹波(丹健)第1-72 令和1年6月27日 令和7年8月31日 令和1年6月27日
000028 8000173079 兵庫県立丹波医療センター内職員食堂 669-3464 丹波市氷上町石生2002-7丹波医療センター内2F 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 荻野 幸一朗 丹波(丹健)第1-71 令和1年6月27日 令和7年8月31日 令和1年6月27日
000028 8000173170 甚 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山本 秀則 丹波(丹健)第1-74 令和1年7月4日 令和6年8月31日 令和1年7月4日
000028 8000173205 レストラン・ローベルジュ 669-3142 丹波市山南町村森8-3 795771184 菓子製造業 一般 黒田 家正 丹波(丹健)第3-27 令和1年7月10日 令和7年8月31日 令和1年7月10日
000028 8000173217 カーリマン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 新田 哲也 丹波(丹健)第1-75 令和1年7月10日 令和6年8月31日 令和1年7月10日
000028 8000173227 AND ROOM 669-3461 丹波市氷上町市辺589-1 Uビル1-2 飲食店営業(4)その他 一般 植野 善朗 丹波(丹健)第1-76 令和1年7月16日 令和7年8月31日 令和1年7月16日
000028 8000173270 OZ's BROADWAY CAFE 669-2101 丹波篠山市南矢代106-6 795066200 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一般社団法人ＯＺｗａｙｓ 代表理事 665-0003 兵庫県宝塚市湯本町1-36 797851106 丹波(丹健)第1-78 令和1年7月12日 令和7年8月31日 令和1年7月12日
000028 8000173375 アンジョリーノ ジェラート カフェ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 有限会社スタジオーネ 代表取締役 山下 龍哉 669-3603 兵庫県丹波市氷上町西中493-1 795731136 丹波(丹健)第1-87 令和1年7月25日 令和6年8月31日 令和1年7月25日
000028 8000173388 cafe ma-no 669-3311 丹波市柏原町母坪402-1 795714110 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 KITAYA合同会社 代表社員 北 信也 669-3311 兵庫県丹波市柏原町母坪402-1 795714110 丹波(丹健)第1-89 令和1年7月25日 令和7年8月31日 令和1年7月25日
000028 8000173389 cafe ma-no 669-3311 丹波市柏原町母坪402-1 795714110 菓子製造業 一般 KITAYA合同会社 代表社員 北 信也 669-3311 兵庫県丹波市柏原町母坪402-1 795714110 丹波(丹健)第3-29 令和1年7月25日 令和7年8月31日 令和1年7月25日
000028 8000173392 丹波篠山キャンプ場　やまもりサーキット 669-2704 丹波篠山市遠方41-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社大谷開発 代表取締役 669-2704 兵庫県丹波篠山市遠方119-1 795920331 丹波(丹健)第1-88 令和1年7月25日 令和7年8月31日 令和1年7月25日
000028 8000173416 篠山ハム株式会社 669-2452 丹波篠山市野中521 795902200 かん詰又はびん詰食品製造業 一般 篠山ハム株式会社 代表取締役 岡邉 真樹 669-2452 兵庫県丹波篠山市野中521 795902200 丹波(丹健)第18-1 令和1年7月25日 令和7年8月31日 令和1年7月25日
000028 8000173452 奏00かなで00Cafe 669-2533 丹波篠山市山田245番地245番地1合併 795581710 飲食店営業(3)旅館 一般 一般社団法人ぷらねっと・けあぺん 代表理事 平田 博之 669-2533 兵庫県丹波篠山市山田245番地245番地1合併 795581710 丹波(丹健)第1-90 令和1年7月26日 令和7年8月31日 令和1年7月26日
000028 8000173530 Specialty yeast Beer  ZIGZAG Brewery BAR 669-2513 丹波篠山市福住1355 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Local PR Plan 代表取締役 安達 鷹矢 669-2513 兵庫県丹波篠山市福住1355 丹波(丹健)第1-97 令和1年7月31日 令和7年8月31日 令和1年7月31日
000028 8000173533 もりもと 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 森本 崇 丹波(丹健)第1-102 令和1年7月31日 令和6年8月31日 令和1年7月31日
000028 8000173553 colissimo 669-2133 丹波篠山市今田町下小野原3-7 795063101 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 𠮷田 菜々美 丹波(丹健)第1-105 令和1年8月6日 令和7年8月31日 令和1年8月6日
000028 8000173576 129 Bakery 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 持留 恵 丹波(丹健)第1-107 令和1年8月7日 令和6年8月31日 令和1年8月7日
000028 8000173585 農家民宿はるり haruri 669-3803 丹波市青垣町西芦田1013-1 飲食店営業(3)旅館 一般 蘆田 真博 丹波(丹健)第1-108 令和1年8月8日 令和7年8月31日 令和1年8月8日
000028 8000173612 SHUKUBA福住 daidocolab. 669-2513 丹波篠山市福住342 そうざい製造業 一般 NPO法人SHUKUBA 理事 佐々木 幹夫 669-2513 兵庫県丹波篠山市福住342 丹波(丹健)第9-12 令和1年8月9日 令和7年8月31日 令和1年8月9日
000028 8000173613 SHUKUBA福住 daidocolab. 669-2513 丹波篠山市福住342 かん詰又はびん詰食品製造業 一般 NPO法人SHUKUBA 理事 佐々木 幹夫 669-2513 兵庫県丹波篠山市福住342 丹波(丹健)第18-2 令和1年8月9日 令和7年8月31日 令和1年8月9日
000028 8000173615 丹波市立　農の学校 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 丹波(丹健)第1-112 令和1年8月15日 令和6年8月31日 令和1年8月15日
000028 8000173616 SHUKUBA カフェ 669-2513 丹波篠山市福住342 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 NPO法人SHUKUBA 理事 佐々木 幹夫 669-2513 兵庫県丹波篠山市福住342 丹波(丹健)第1-110 令和1年8月9日 令和7年8月31日 令和1年8月9日
000028 8000173617 SHUKUBA カフェ 669-2513 丹波篠山市福住342 菓子製造業 一般 NPO法人SHUKUBA 理事 佐々木 幹夫 669-2513 兵庫県丹波篠山市福住342 丹波(丹健)第3-32 令和1年8月9日 令和7年8月31日 令和1年8月9日
000028 8000173630 丹波篠山 旅路のブルワリー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社ＮＯＴＥ　ＪＡＰＡＮ 代表取締役 藤原 岳史 669-2331 兵庫県丹波篠山市二階町18-1 5068776141 丹波(丹健)第1-113 令和1年8月13日 令和6年8月31日 令和1年8月13日
000028 8000173675 大正ロマン館 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 795526668 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社アクト篠山 代表取締役 圓増 亮介 669-2332 兵庫県丹波篠山市北新町97 795526668 丹波(丹健)第1-117 令和1年8月16日 令和6年8月31日 令和1年8月16日
000028 8000173704 ノウカナガイ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 長井 拓馬 丹波(丹健)第1-119 令和1年8月20日 令和6年8月31日 令和1年8月20日
000028 8000173725 道の駅丹波おばあちゃんの里　トイレ前 669-4131 丹波市春日町七日市710 喫茶店営業 自動販売機 株式会社　アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665349024 丹波(丹健)第2-20 令和1年8月21日 令和6年8月31日 令和1年8月21日
000028 8000173728 アルインコ　兵庫第二工場 669-4321 丹波市市島町上垣849-6 喫茶店営業 自動販売機 株式会社　アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 664455518 丹波(丹健)第2-21 令和1年8月21日 令和6年8月31日 令和1年8月21日
000028 8000173733 うめたんＦＵＪＩ 669-2611 丹波篠山市大藤65-3 飲食店営業(3)旅館 一般 梅谷 美知子 丹波(丹健)第1-121 令和1年8月22日 令和7年8月31日 令和1年8月22日
000028 8000173734 うめたんＦＵＪＩ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 梅谷 美知子 丹波(丹健)第1-122 令和1年8月22日 令和6年8月31日 令和1年8月22日
000028 8000173754 Ｓ．ＤＩＶＡ 669-2204 丹波篠山市杉271-3 飲食店営業(4)その他 一般 河合 千種 丹波(丹健)第1-125 令和1年8月22日 令和7年8月31日 令和1年8月22日
000028 8000173795 丹南精明園 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 理事長 藪本 訓弘 651-2134 兵庫県神戸市西区曙町1070 789295655 丹波(丹健)第3-35 令和1年8月27日 令和6年8月31日 令和1年8月27日
000028 8000173797 まえ川 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 前川 友章 丹波(丹健)第1-126 令和1年8月27日 令和6年8月31日 令和1年8月27日
000028 8000173877 ライフデリ丹波篠山店 669-2341 丹波篠山市郡家849-1 795565855 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 杉本 弘樹 丹波(丹健)第1-131 令和1年9月4日 令和7年11月30日 令和1年9月4日
000028 8000173932 小麦工房　麦の穂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 大地 友代 丹波(丹健)第1-132 令和1年9月9日 令和6年11月30日 令和1年9月9日
000028 8000173933 小麦工房　麦の穂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 大地 友代 丹波(丹健)第3-36 令和1年9月9日 令和6年11月30日 令和1年9月9日
000028 8000173968 篠山ハム株式会社 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 篠山ハム株式会社 代表取締役 岡邉 真樹 669-2452 兵庫県丹波篠山市野中521 795902200 丹波(丹健)第1-133 令和1年9月11日 令和6年11月30日 令和1年9月11日
000028 8000174030 アトリエはぁもにぃ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 795521388 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社酒井工務店 代表取締役 酒井 裕 669-2355 兵庫県丹波篠山市大野281 795520710 丹波(丹健)第1-134 令和1年9月18日 令和6年11月30日 令和1年9月18日
000028 8000174031 アトリエはぁもにぃ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 795521388 菓子製造業 露店 株式会社酒井工務店 代表取締役 酒井 裕 669-2355 兵庫県丹波篠山市大野281 795520710 丹波(丹健)第3-38 令和1年9月18日 令和6年11月30日 令和1年9月18日
000028 8000174069 ダルシャン 669-2133 丹波篠山市今田町下小野原21-1 795973298 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ダルシャン 代表取締役 藤森 成正 669-2133 兵庫県丹波篠山市今田町下小野原21-1 795973298 丹波(丹健)第1-135 令和1年9月24日 令和7年11月30日 令和1年9月24日
000028 8000174093 Island Bloom　（アイランドブルーム) 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 大栢 馨 丹波(丹健)第2-28 令和1年9月25日 令和6年11月30日 令和1年9月25日
000028 8000174178 ピッツェリア　ジェンティーレ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 吉積 悠 丹波(丹健)第1-136 令和1年9月30日 令和6年11月30日 令和1年9月30日
000028 8000174198 イタリアンレストラン　テッラドーノ 669-4337 丹波市市島町酒梨153 795854755 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 羽生 裕行 丹波(丹健)第1-137 令和1年10月1日 令和7年11月30日 令和1年10月1日
000028 8000174220 おでん 669-2336 丹波篠山市魚屋町14 飲食店営業(4)その他 露店 三崎 龍人 丹波(丹健)第1-138 令和1年10月2日 令和6年11月30日 令和1年10月2日
000028 8000174250 Caferret's 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 雨堤 美佳 丹波(丹健)第1-140 令和1年10月3日 令和6年11月30日 令和1年10月3日
000028 8000174252 焼肉　鍋ホルモン　いわもと 669-3601 丹波市氷上町成松573-8 795824797 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩本 三郎 丹波(丹健)第1-139 令和1年10月3日 令和7年11月30日 令和1年10月3日



000028 8000174260 chiritumori 669-2331 丹波篠山市二階町64 飲食店営業(4)その他 一般 小山 彩可 丹波(丹健)第1-141 令和1年10月4日 令和7年11月30日 令和1年10月4日
000028 8000174311 ひぐち商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 丹波(丹健)第3-39 令和1年10月10日 令和6年11月30日 令和1年10月10日
000028 8000174315 cafe　NOAH 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 安田 佐枝子 丹波(丹健)第1-142 令和1年10月11日 令和6年11月30日 令和1年10月11日
000028 8000174372 にしき荘 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社西紀荘 水口 義人 669-2704 兵庫県丹波篠山市遠方122-1 795920045 丹波(丹健)第1-144 令和1年10月16日 令和6年11月30日 令和1年10月16日
000028 8000174391 無添加リンゴケーキ　コサカケーキ 669-3464 丹波市氷上町石生1382-3 795714726 菓子製造業 一般 小坂 裕子 丹波(丹健)第3-40 令和1年10月21日 令和7年11月30日 令和1年10月21日
000028 8000174414 創作イタリア料理　ＤＥＮ 669-3466 丹波市氷上町稲継67-1 795825571 菓子製造業 一般 土田 浩一 丹波(丹健)第3-41 令和1年10月21日 令和7年11月30日 令和1年10月21日
000028 8000174415 創作イタリア料理　ＤＥＮ 669-3466 丹波市氷上町稲継67-1 795825571 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 土田 浩一 丹波(丹健)第19-6 令和1年10月21日 令和7年11月30日 令和1年10月21日
000028 8000174449 兵庫県立 ささやまの森公園 669-2512 丹波篠山市川原511-1 795570045 喫茶店営業 露店 公益財団法人 兵庫丹波の森協会 理事長 酒井 隆明 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原5600 795730933 丹波(丹健)第2-30 令和1年10月24日 令和6年11月30日 令和1年10月24日
000028 8000174460 ＨｉＢｉＫｉ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 田村 睦美 丹波(丹健)第1-153 令和1年10月24日 令和6年11月30日 令和1年10月24日
000028 8000174495 フレッシュバザール市島店（惣菜） 669-4322 丹波市市島町上田501-6 795853100 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第1-155 令和1年10月28日 令和8年11月30日 令和1年10月28日
000028 8000174497 フレッシュバザール市島店 669-4322 丹波市市島町上田501-6 795853100 魚介類販売業 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第29-9 令和1年10月28日 令和8年11月30日 令和1年10月28日
000028 8000174498 フレッシュバザール市島店 669-4322 丹波市市島町上田501-6 795853100 菓子製造業 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第3-44 令和1年10月28日 令和8年11月30日 令和1年10月28日
000028 8000174521 フレッシュバザール市島店（寿司） 669-4322 丹波市市島町上田501-6 795853100 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第1-156 令和1年10月28日 令和8年11月30日 令和1年10月28日
000028 8000174522 フレッシュバザール市島店（焼魚） 669-4322 丹波市市島町上田501-6 795853100 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第1-157 令和1年10月28日 令和8年11月30日 令和1年10月28日
000028 8000174564 ine 珈琲 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 稲山 晃司 丹波(丹健)第2-35 令和1年10月31日 令和6年11月30日 令和1年10月31日
000028 8000174586 おいでや 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 土居 真二 丹波(丹健)第3-52 令和1年11月6日 令和6年11月30日 令和1年11月6日
000028 8000174600 Snack　れん 669-2343 丹波篠山市風深75-1城西ビル1F 飲食店営業(4)その他 一般 髙木 ひとみ 丹波(丹健)第1-173 令和1年11月6日 令和7年11月30日 令和1年11月6日
000028 8000174609 丹波篠山懐古レトロ  洋食レストラン　あんず 669-2336 丹波篠山市魚屋町15-1 795520501 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中道 浩 丹波(丹健)第1-175 令和1年11月6日 令和7年11月30日 令和1年11月6日
000028 8000174610 丹波篠山懐古レトロ  洋食レストラン　あんず 669-2336 丹波篠山市魚屋町15-1 795520501 菓子製造業 一般 中道 浩 丹波(丹健)第3-54 令和1年11月6日 令和7年11月30日 令和1年11月6日
000028 8000174632 cafe ma-no 669-3311 丹波市柏原町母坪402-1 795714110 清涼飲料水製造業 一般 KITAYA合同会社 代表社員 北 信也 669-3311 兵庫県丹波市柏原町母坪402-1 795714110 丹波(丹健)第5-1 令和1年11月6日 令和7年11月30日 令和1年11月6日
000028 8000174638 わかさや商店 669-3309 丹波市柏原町柏原214 795720133 喫茶店営業 一般 合資会社わかさや商店 代表社員 西山 輝彦 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原214 795720133 丹波(丹健)第2-37 令和1年11月6日 令和7年11月30日 令和1年11月6日
000028 8000174695 みのり 669-2336 丹波篠山市魚屋町4-3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 丸山 卓郎 丹波(丹健)第1-182 令和1年11月13日 令和7年11月30日 令和1年11月13日
000028 8000174696 みのり 669-2336 丹波篠山市魚屋町4-3 菓子製造業 一般 丸山 卓郎 丹波(丹健)第3-55 令和1年11月13日 令和7年11月30日 令和1年11月13日
000028 8000174734 ら・ぱん工房　来古里 669-4317 丹波市市島町上牧708 795853800 飲食店営業(4)その他 一般 一般社団法人One Three 代表理事 髙見 忠寿 669-4317 兵庫県丹波市市島町上牧703 795868177 丹波(丹健)第1-187 令和1年11月15日 令和7年11月30日 令和1年11月15日
000028 8000174768 山口屋 669-3144 丹波市山南町奥202-10 飲食店営業(4)その他 一般 山口 安夫 丹波(丹健)第1-193 令和1年11月15日 令和6年11月30日 令和1年11月15日
000028 8000174769 山口屋 669-3144 丹波市山南町奥202-10 菓子製造業 一般 山口 安夫 丹波(丹健)第3-59 令和1年11月15日 令和6年11月30日 令和1年11月15日
000028 8000174915 CAFE MAROCOCO 669-4141 丹波市春日町黒井693-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 増田 美咲 丹波(丹健)第1-198 令和1年11月28日 令和7年11月30日 令和1年11月28日
000028 8000174916 いづも庵 669-3461 丹波市氷上町市辺361-1 795824073 めん類製造業 一般 株式会社いづも庵 代表取締役 福田 縁 669-3461 兵庫県丹波市氷上町市辺361-1 795824073 丹波(丹健)第17-3 令和1年11月28日 令和7年11月30日 令和1年11月28日
000028 8000175036 林商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 林 美好 丹波(丹健)第1-200 令和1年12月4日 令和7年2月28日 令和1年12月4日
000028 8000175037 林商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 林 美好 丹波(丹健)第3-60 令和1年12月4日 令和7年2月28日 令和1年12月4日
000028 8000175042 J's hill garden _okkini_ 669-2702 丹波篠山市本郷632 795907317 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷掛 美智子 丹波(丹健)第1-201 令和1年12月4日 令和8年2月28日 令和1年12月4日
000028 8000175043 まめ黒工房 669-2724 丹波篠山市川北218 795930767 そうざい製造業 一般 北川 和代 丹波(丹健)第9-15 令和1年12月5日 令和8年2月28日 令和1年12月5日
000028 8000175123 Cafe Lily 669-2322 丹波篠山市呉服町75 795556039 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社リリー 代表取締役 岸本 英夫 669-2322 兵庫県丹波篠山市呉服町75 795522900 丹波(丹健)第1-202 令和1年12月11日 令和8年2月28日 令和1年12月11日
000028 8000175170 みつおおじ 669-4264 丹波市春日町松森908 795751777 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一般社団法人みつおおじ 代表理事 田村 庄一 669-4264 兵庫県丹波市春日町松森908 795751777 丹波(丹健)第1-203 令和1年12月17日 令和8年2月28日 令和1年12月17日
000028 8000175196 ikedaya BBQ style 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 新城 司 丹波(丹健)第1-204 令和1年12月18日 令和7年2月28日 令和1年12月18日
000028 8000175428 丹波篠山 ファームMaegawa 669-2105 丹波篠山市犬飼258-2 飲食店営業(4)その他 一般 前川 康幸 丹波(丹健)第1-205 令和1年12月24日 令和8年2月28日 令和1年12月24日
000028 8000175429 丹波篠山 ファームMaegawa 669-2105 丹波篠山市犬飼258-2 みそ製造業 一般 前川 康幸 丹波(丹健)第11-3 令和1年12月24日 令和8年2月28日 令和1年12月24日
000028 8000175442 たんば 古民家キッチン 志en 669-3601 丹波市氷上町成松285 795714075 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 荒上 麻美 丹波(丹健)第1-206 令和1年12月24日 令和8年2月28日 令和1年12月24日
000028 8000175457 トマト＆オニオン柏原店 669-3311 丹波市柏原町母坪335-1 795731278 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＳＯＷＬ 代表取締役 園田 浩之 669-4321 兵庫県丹波市市島町上垣2012-3 丹波(丹健)第1-207 令和1年12月26日 令和8年2月28日 令和1年12月26日
000028 8000175556 れもんたいむ 669-2433 丹波篠山市西八上378 みそ製造業 一般 酒井 雅子 丹波(丹健)第11-4 令和2年1月8日 令和8年2月28日 令和2年1月8日
000028 8000175572 柚津茶屋 669-4271 丹波市春日町柚津67-1 飲食店営業(4)その他 一般 三澤 孝夫 丹波(丹健)第1-208 令和2年1月10日 令和8年2月28日 令和2年1月10日
000028 8000175587 羽馬２ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 羽馬 政英 丹波(丹健)第1-209 令和2年1月15日 令和7年2月28日 令和2年1月15日
000028 8000175588 羽馬４ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 羽馬 政英 丹波(丹健)第1-210 令和2年1月15日 令和7年2月28日 令和2年1月15日
000028 8000175604 konoha 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 大木 敦子 丹波(丹健)第1-211 令和2年1月17日 令和7年2月28日 令和2年1月17日
000028 8000175619 嘉一 669-2322 丹波篠山市呉服町59-17 795522258 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社谷口農産 代表取締役 谷口 和也 669-2202 兵庫県丹波篠山市東吹108 795940398 丹波(丹健)第1-214 令和2年1月17日 令和8年2月28日 令和2年1月17日
000028 8000175669 なりとぱん 669-2513 丹波篠山市福住353 飲食店営業(4)その他 一般 伊勢 成人 丹波(丹健)第1-220 令和2年1月24日 令和8年2月28日 令和2年1月24日
000028 8000175670 なりとぱん 669-2513 丹波篠山市福住353 菓子製造業 一般 伊勢 成人 丹波(丹健)第3-62 令和2年1月24日 令和8年2月28日 令和2年1月24日
000028 8000175691 諏訪園 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 株式会社諏訪園 代表取締役 酒井 一行 669-2223 兵庫県丹波篠山市味間奥1463 795940855 丹波(丹健)第3-63 令和2年1月27日 令和7年2月28日 令和2年1月27日
000028 8000175693 Come Cafe hana 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 佐久本 仁美 丹波(丹健)第1-222 令和2年1月28日 令和7年2月28日 令和2年1月28日
000028 8000175749 山門 669-2821 丹波篠山市東河地116 795960820 魚介類販売業 一般 大前 修一 丹波(丹健)第29-16 令和2年1月30日 令和8年2月28日 令和2年1月30日
000028 8000175750 山門 669-2821 丹波篠山市東河地116 795960820 そうざい製造業 一般 大前 修一 丹波(丹健)第9-17 令和2年1月30日 令和8年2月28日 令和2年1月30日
000028 8000175780 麺屋昌運 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 玉置 昌洋 丹波(丹健)第1-233 令和2年2月3日 令和7年2月28日 令和2年2月3日
000028 8000175793 総合露天商　「祭り畑」 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 似吹 美智子 丹波(丹健)第1-234 令和2年2月4日 令和7年2月28日 令和2年2月4日
000028 8000175862 スギモト菓子店 669-2202 丹波篠山市東吹391-1 795069520 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 杉本 憲重 丹波(丹健)第1-238 令和2年2月12日 令和8年2月28日 令和2年2月12日
000028 8000175863 スギモト菓子店 669-2202 丹波篠山市東吹391-1 795069520 菓子製造業 一般 杉本 憲重 丹波(丹健)第3-66 令和2年2月12日 令和8年2月28日 令和2年2月12日
000028 8000175889 ゲストハウス　オセヨ　韓国家庭料理 669-3309 丹波市柏原町柏原3460-4 795730028 飲食店営業(4)その他 露店 森口 珠榮 丹波(丹健)第1-240 令和2年2月13日 令和7年2月28日 令和2年2月13日
000028 8000175898 ローディーズカフェ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 長村 哲郎 丹波(丹健)第1-241 令和2年2月14日 令和7年2月28日 令和2年2月14日
000028 8000175915 光屋 669-2436 丹波篠山市池上356 飲食店営業(4)その他 露店 滝本 秀児 丹波(丹健)第1-242 令和2年2月14日 令和7年2月28日 令和2年2月14日
000028 8000175931 宮東農園 669-4123 丹波市春日町多利1563 795885822 あん類製造業 一般 宮東 佳子 丹波(丹健)第4-2 令和2年2月14日 令和8年2月28日 令和2年2月14日
000028 8000176043 貴久　KIKYU 669-2325 丹波篠山市河原町93-2 795068871 飲食店営業(4)その他 一般 貴村 隆久 丹波(丹健)第1-246 令和2年2月21日 令和8年2月28日 令和2年2月21日
000028 8000176044 阪本屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社阪本屋 代表取締役 阪本 和成 669-2323 兵庫県丹波篠山市立町101-1 795521018 丹波(丹健)第1-247 令和2年2月25日 令和7年2月28日 令和2年2月25日
000028 8000176099 やまんなか 669-4311 丹波市市島町戸平273 飲食店営業(4)その他 一般 栁川 雅宏 丹波(丹健)第1-249 令和2年2月25日 令和8年2月28日 令和2年2月25日
000028 8000176203 丹波篠山Cafe　夢商人 669-2124 丹波篠山市不来坂6-4 795505748 菓子製造業 一般 福原 専二 丹波(丹健)第3-72 令和2年3月4日 令和8年5月31日 令和2年3月4日
000028 8000176311 泊まれる学校　おくも村 669-2601 丹波篠山市中500 795580014 飲食店営業(3)旅館 一般 一般社団法人おくも村 代表理事 勝木 誠 669-2601 兵庫県丹波篠山市中500 795580014 丹波(丹健)第1-251 令和2年3月12日 令和8年5月31日 令和2年3月12日
000028 8000176387 bo.ni 669-4265 丹波市春日町中山1295 795750437 菓子製造業 一般 前田 安城 丹波(丹健)第3-74 令和2年3月18日 令和8年5月31日 令和2年3月18日
000028 8000176414 にこにこキッチン 669-3601 丹波市氷上町成松347 795829800 飲食店営業(4)その他 一般 清水 明 丹波(丹健)第1-252 令和2年3月24日 令和8年5月31日 令和2年3月24日
000028 8000176469 まえ川 669-2323 丹波篠山市立町93-1 食肉処理業 一般 前川 友章 丹波(丹健)第26-5 令和2年3月30日 令和8年5月31日 令和2年3月30日
000028 8000176470 まえ川 669-2323 丹波篠山市立町93-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前川 友章 丹波(丹健)第1-254 令和2年3月30日 令和8年5月31日 令和2年3月30日
000028 8000176514 ミニストップ篠山細工所店 669-2542 丹波篠山市細工所37-1 795571288 飲食店営業(4)その他 一般 中井 馨 丹波(丹健)第1-253 令和2年3月30日 令和8年5月31日 令和2年3月30日
000028 8000176518 ミニストップ篠山細工所店 669-2542 丹波篠山市細工所37-1 795571288 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 中井 馨 丹波(丹健)第20-5 令和2年3月30日 令和7年5月31日 令和2年3月30日
000028 8000176532 Sun Rice Kitchen 669-2526 丹波篠山市向井319-3 795570570 飲食店営業(4)その他 一般 村上 悟 丹波(丹健)第1-255 令和2年3月30日 令和8年5月31日 令和2年3月30日
000028 8000176533 Sun Rice Kitchen 669-2526 丹波篠山市向井319-3 795570570 菓子製造業 一般 村上 悟 丹波(丹健)第3-75 令和2年3月30日 令和8年5月31日 令和2年3月30日
000028 8000176534 Sun Rice Kitchen 669-2526 丹波篠山市向井319-3 795570570 みそ製造業 一般 村上 悟 丹波(丹健)第11-7 令和2年3月30日 令和8年5月31日 令和2年3月30日
000028 8000176535 Sun Rice Kitchen 669-2526 丹波篠山市向井319-3 795570570 そうざい製造業 一般 村上 悟 丹波(丹健)第9-18 令和2年3月30日 令和8年5月31日 令和2年3月30日
000028 8000176589 tete 669-3571 丹波市氷上町新郷1339 飲食店営業(4)その他 一般 岡田 美穂 丹波(丹健)第1-1 令和2年4月3日 令和8年5月31日 令和2年4月3日
000028 8000176590 tete 669-3571 丹波市氷上町新郷1339 菓子製造業 一般 岡田 美穂 丹波(丹健)第3-1 令和2年4月3日 令和8年5月31日 令和2年4月3日
000028 8000176611 焼肉いっちゃん 669-3811 丹波市青垣町佐治105-1 795871129 飲食店営業(4)その他 一般 足立 剛史 丹波(丹健)第1-2 令和2年4月6日 令和8年5月31日 令和2年4月6日
000028 8000176612 青垣ミートセンター 669-3811 丹波市青垣町佐治105-1 795871129 食肉販売業 一般 足立 剛史 丹波(丹健)第27-1 令和2年4月6日 令和8年5月31日 令和2年4月6日
000028 8000176644 水分れ茶屋 by Amhara Coffee Stand. 669-3464 丹波市氷上町石生526 飲食店営業(4)その他 一般 清水 健矢 丹波(丹健)第1-4 令和2年4月9日 令和8年5月31日 令和2年4月9日
000028 8000176673 ささやま玉水 669-2335 丹波篠山市乾新町148 795520884 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社デカンショ村 代表取締役 安田 和典 669-2335 兵庫県丹波篠山市乾新町148 795520884 丹波(丹健)第1-5 令和2年4月10日 令和8年5月31日 令和2年4月10日
000028 8000176681 丹波青垣ワイナリー 669-3803 丹波市青垣町西芦田1070 清涼飲料水製造業 一般 上山 一雄 丹波(丹健)第5-1 令和2年4月14日 令和8年5月31日 令和2年4月14日
000028 8000176777 パンのプー 669-2331 丹波篠山市二階町57-1 飲食店営業(4)その他 一般 久村 正博 丹波(丹健)第1-19 令和2年4月22日 令和8年5月31日 令和2年4月22日
000028 8000176780 Aoashi GUEST HOUSE 669-2512 丹波篠山市川原223 飲食店営業(3)旅館 一般 仲田 友香 丹波(丹健)第1-20 令和2年4月22日 令和8年5月31日 令和2年4月22日
000028 8000176800 丹丘荘 669-3821 丹波市青垣町桧倉13外 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 足立 浩 丹波(丹健)第1-27 令和2年4月23日 令和8年5月31日 令和2年4月23日
000028 8000176901 ゲストハウス　環 669-2163 丹波篠山市今田町本荘629 795068214 飲食店営業(3)旅館 一般 荒木 耕祐 丹波(丹健)第1-30 令和2年5月1日 令和8年5月31日 令和2年5月1日
000028 8000176927 organic space ＫＵＮＫＵＮ 669-2231 丹波篠山市住吉台22-18 菓子製造業 一般 﨑田 薫 丹波(丹健)第3-6 令和2年5月8日 令和8年5月31日 令和2年5月8日
000028 8000177031 画廊アートカフェ木津 669-2145 丹波篠山市今田町木津867 飲食店営業(4)その他 一般 伴 直子 丹波(丹健)第1-46 令和2年5月19日 令和8年5月31日 令和2年5月19日
000028 8000177042 ささやま暮らし開き・風味里 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 加古 佳与子 丹波(丹健)第3-13 令和2年5月21日 令和7年5月31日 令和2年5月21日
000028 8000177045 槙原商店 669-2524 丹波篠山市箱谷232 795571100 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 槙原 克利 丹波(丹健)第1-47 令和2年5月21日 令和8年5月31日 令和2年5月21日
000028 8000177046 農家れすとらん福住 669-2551 丹波篠山市安田字上の山450 飲食店営業(4)その他 一般 槙原 克利 丹波(丹健)第1-48 令和2年5月21日 令和8年5月31日 令和2年5月21日
000028 8000177139 オータニにしきカントリークラブ内レストラン  （株）ダイナックパートナーズ 669-2704 丹波篠山市遠方119-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ダイナックパートナーズ 代表取締役 松井 正博 135-0091 東京都港区台場2-3-3 333414216 丹波(丹健)第1-60 令和2年5月28日 令和8年5月31日 令和2年5月28日
000028 8000177185 たまきカフェ 669-2163 丹波篠山市今田町本荘629 795068214 菓子製造業 一般 荒木 あすみ 丹波(丹健)第3-19 令和2年6月1日 令和8年8月31日 令和2年6月1日
000028 8000177195 スナック　ＬＯＶＥ 669-3311 丹波市柏原町母坪402-1 795730950 飲食店営業(4)その他 一般 嘉藤 明美 丹波(丹健)第1-63 令和2年6月1日 令和8年8月31日 令和2年6月1日
000028 8000177223 岡田八郎商店 669-4124 丹波市春日町野上野1954-2 795740596 あん類製造業 一般 岡田 智代野 丹波(丹健)第4-1 令和2年6月4日 令和8年8月31日 令和2年6月4日
000028 8000177256 スギモト菓子店 669-2202 丹波篠山市東吹391-1 795069520 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 杉本 憲重 丹波(丹健)第19-4 令和2年6月5日 令和8年8月31日 令和2年6月5日
000028 8000177262 黒猫屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 末松 弘美 丹波(丹健)第1-64 令和2年6月8日 令和7年8月31日 令和2年6月8日
000028 8000177268 おいでや丹波篠山店 669-2123 丹波篠山市古市79 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 土居 真二 丹波(丹健)第1-65 令和2年6月8日 令和8年8月31日 令和2年6月8日
000028 8000177335 りょうり舎やまゆ 669-2205 丹波篠山市網掛81 795901261 そうざい製造業 一般 株式会社河南勇商店 代表取締役 河南 直樹 669-2221 兵庫県丹波篠山市西古佐954-4 795940803 丹波(丹健)第9-5 令和2年6月12日 令和8年8月31日 令和2年6月12日
000028 8000177354 本家かまどや　柏原店 669-3311 丹波市柏原町母坪404-1 795737550 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 大崎 省吾 丹波(丹健)第1-67 令和2年6月16日 令和8年8月31日 令和2年6月16日
000028 8000177378 森本屋 669-2734 丹波篠山市宮田441 795930004 魚介類販売業 一般 西田 豊 丹波(丹健)第29-3 令和2年6月17日 令和8年8月31日 令和2年6月17日
000028 8000177384 Field B 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 臼井 亮史 丹波(丹健)第1-68 令和2年6月18日 令和7年8月31日 令和2年6月18日
000028 8000177454 サカイヤ食堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 酒井 克之 丹波(丹健)第1-69 令和2年6月26日 令和7年8月31日 令和2年6月26日
000028 8000177546 愛犬と泊まれる丹波の宿　華格子 669-3801 丹波市青垣町東芦田1221 795719002 飲食店営業(3)旅館 一般 山尾 光昭 丹波(丹健)第1-70 令和2年7月3日 令和8年8月31日 令和2年7月3日
000028 8000177680 槙原商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 槙原 克利 丹波(丹健)第1-78 令和2年7月16日 令和7年8月31日 令和2年7月16日
000028 8000177690 SHUKUBA福住 daidocolab. 669-2513 丹波篠山市福住342 795509082 菓子製造業 一般 NPO法人SHUKUBA 理事 佐々木 幹夫 669-2513 兵庫県丹波篠山市福住342 丹波(丹健)第3-20 令和2年7月17日 令和8年8月31日 令和2年7月17日
000028 8000177712 レストランにしき 669-2704 丹波篠山市遠方122-1 795920045 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社西紀荘 代表取締役 水口 義人 669-2704 兵庫県丹波篠山市遠方122-1 795920045 丹波(丹健)第1-80 令和2年7月21日 令和8年8月31日 令和2年7月21日
000028 8000177713 レストランにしき 669-2704 丹波篠山市遠方122-1 795920045 食肉販売業 一般 株式会社西紀荘 代表取締役 水口 義人 669-2704 兵庫県丹波篠山市遠方122-1 795920045 丹波(丹健)第27-8 令和2年7月21日 令和8年8月31日 令和2年7月21日
000028 8000177727 丹波菓子　Hiro正栄 669-3571 丹波市氷上町新郷1458 795820019 菓子製造業 一般 進藤 裕樹 丹波(丹健)第3-23 令和2年7月21日 令和8年8月31日 令和2年7月21日
000028 8000177729 久下自治振興会 669-3131 丹波市山南町谷川1710 795773333 飲食店営業(4)その他 一般 竹内 安紀 丹波(丹健)第1-81 令和2年7月22日 令和8年8月31日 令和2年7月22日
000028 8000177738 旨辛Lab.美膳香坊 669-2222 丹波篠山市味間南1007-1 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社かつの縁 代表取締役 竹内 章 660-0884 兵庫県尼崎市神田中通2-28 664119297 丹波(丹健)第1-94 令和2年7月27日 令和8年8月31日 令和2年7月27日
000028 8000177784 珈琲屋　無為 669-2352 丹波篠山市西浜谷154 795565566 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岸 哲生 丹波(丹健)第1-102 令和2年7月31日 令和8年8月31日 令和2年7月31日
000028 8000177785 珈琲屋　無為 669-2352 丹波篠山市西浜谷154 795565566 菓子製造業 一般 岸 哲生 丹波(丹健)第3-24 令和2年7月31日 令和8年8月31日 令和2年7月31日



000028 8000177797 ヒマラヤンワルツ 669-2803 丹波篠山市大山上860 795062028 そうざい製造業 一般 東 拓夫 丹波(丹健)第9-9 令和2年7月31日 令和8年8月31日 令和2年7月31日
000028 8000177813 M ANGEL 669-3311 丹波市柏原町母坪376-2 飲食店営業(4)その他 一般 ユラ　ロサリンダ サントラル 丹波(丹健)第1-106 令和2年7月31日 令和8年8月31日 令和2年7月31日
000028 8000177831 Harukana 669-2141 丹波篠山市今田町下立杭40 795972127 菓子製造業 一般 大西 理香 丹波(丹健)第3-26 令和2年8月4日 令和8年8月31日 令和2年8月4日
000028 8000177898 かふぇいなぽんて 669-2331 丹波篠山市二階町58 795525555 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社アクト篠山 代表取締役 圓増 亮介 669-2332 兵庫県丹波篠山市北新町97 795526668 丹波(丹健)第20-4 令和2年8月12日 令和7年8月31日 令和2年8月12日
000028 8000177906 センバヤ 669-3811 丹波市青垣町佐治548 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 出町 慎 丹波(丹健)第1-119 令和2年8月11日 令和8年8月31日 令和2年8月11日
000028 8000177915 鹿生堂 669-2335 丹波篠山市乾新町59 795520314 菓子製造業 一般 畑 茂樹 丹波(丹健)第3-30 令和2年8月12日 令和8年8月31日 令和2年8月12日
000028 8000177916 古民家カフェ　まめっこ 669-2716 丹波篠山市乗竹214-1 795066512 菓子製造業 一般 山本 ひさこ 丹波(丹健)第3-31 令和2年8月12日 令和8年8月31日 令和2年8月12日
000028 8000177917 松井乳刨冰 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 松井 信吉 丹波(丹健)第1-120 令和2年8月13日 令和7年8月31日 令和2年8月13日
000028 8000177918 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾋﾞﾚｯｼﾞｺﾞﾙﾌ倶楽部南ｺｰｽ茶店 669-2162 丹波篠山市今田町黒石釘貫191-1 795973883 喫茶店営業 露店 株式会社ジャパンビレッジゴルフ倶楽部 代表取締役 川上 義裕 669-2162 兵庫県丹波篠山市今田町黒石釘貫191-1 795973888 丹波(丹健)第2-7 令和2年8月17日 令和7年8月31日 令和2年8月17日
000028 8000177919 ｼﾞｬﾊﾟﾝﾋﾞﾚｯｼﾞｺﾞﾙﾌ倶楽部西ｺｰｽ茶店 669-2162 丹波篠山市今田町黒石釘貫191-1 795973883 喫茶店営業 露店 株式会社ジャパンビレッジゴルフ倶楽部 代表取締役 川上 義裕 669-2162 兵庫県丹波篠山市今田町黒石釘貫191-1 795973888 丹波(丹健)第2-6 令和2年8月17日 令和7年8月31日 令和2年8月17日
000028 8000177924 株式会社 京都庵  篠山工場 669-2827 丹波篠山市大山新34 795906030 そうざい製造業 一般 株式会社京都庵 代表取締役 松田 清克 620-1313 京都府福知山市三和町下川合37-4 773583366 丹波(丹健)第9-12 令和2年8月14日 令和9年8月31日 令和2年8月14日
000028 8000177941 ジェイ農園 669-4274 丹波市春日町棚原78 795752250 みそ製造業 一般 株式会社ジェイ農園 代表取締役 上野 元久 669-4274 兵庫県丹波市春日町棚原78 795752250 丹波(丹健)第11-1 令和2年8月14日 令和8年8月31日 令和2年8月14日
000028 8000177942 ジェイ農園 669-4274 丹波市春日町棚原78 795752250 醤油製造業 一般 株式会社ジェイ農園 代表取締役 上野 元久 669-4274 兵庫県丹波市春日町棚原78 795752250 丹波(丹健)第12-1 令和2年8月14日 令和8年8月31日 令和2年8月14日
000028 8000177943 ジェイ農園 669-4274 丹波市春日町棚原78 795752250 菓子製造業 一般 株式会社ジェイ農園 代表取締役 上野 元久 669-4274 兵庫県丹波市春日町棚原78 795752250 丹波(丹健)第3-32 令和2年8月14日 令和8年8月31日 令和2年8月14日
000028 8000177944 珈琲豆誠 669-2342 丹波篠山市西町1 飲食店営業(4)その他 一般 佐藤 誠一 丹波(丹健)第1-122 令和2年8月14日 令和8年8月31日 令和2年8月14日
000028 8000178025 ギャラリー　惠山 669-2323 丹波篠山市立町32-1 795527500 喫茶店営業 一般 中道 幹枝 丹波(丹健)第2-14 令和2年8月24日 令和8年8月31日 令和2年8月24日
000028 8000178027 ひかみカントリークラブ 669-3571 丹波市氷上町新郷92-1 795823140 飲食店営業(4)その他 一般 サンケイ開発株式会社 代表取締役 寒川 健二 550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-17-21清和ビル内 665323566 丹波(丹健)第1-126 令和2年8月24日 令和8年8月31日 令和2年8月24日
000028 8000178076 POMPOZO BAR 669-2436 丹波篠山市池上345-1 飲食店営業(4)その他 一般 片桐 イサオ 丹波(丹健)第1-127 令和2年8月27日 令和8年8月31日 令和2年8月27日
000028 8000178171 NIPPONIA BURGER SASAYAMA 669-2331 丹波篠山市二階町18-1 678788983 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＮＯＴＥ 代表取締役 藤原 岳史 669-2331 兵庫県丹波篠山市二階町18-1 678788983 丹波(丹健)第1-131 令和2年9月7日 令和8年11月30日 令和2年9月7日
000028 8000178178 くろまめ六夢叶・初田屋 669-2325 丹波篠山市河原町128 飲食店営業(4)その他 一般 酒井 香代 丹波(丹健)第1-132 令和2年9月7日 令和8年11月30日 令和2年9月7日
000028 8000178179 くろまめ六夢叶・初田屋 669-2325 丹波篠山市河原町128 菓子製造業 一般 酒井 香代 丹波(丹健)第3-33 令和2年9月7日 令和8年11月30日 令和2年9月7日
000028 8000178196 ロッヂ　Ｓ.Ｐ.Ｈ 669-2202 丹波篠山市東吹956-1 795942093 みそ製造業 一般 稲山 圭吾 丹波(丹健)第11-2 令和2年9月8日 令和8年11月30日 令和2年9月8日
000028 8000178233 農家民宿はるり　haruri 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 蘆田 真博 丹波(丹健)第1-133 令和2年9月15日 令和7年11月30日 令和2年9月15日
000028 8000178302 ｍｏｃｃａ 669-2802 丹波篠山市大山宮510 795064033 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社デカンショ林業 代表取締役 669-2367 兵庫県丹波篠山市熊谷50 795064033 丹波(丹健)第1-134 令和2年9月23日 令和8年11月30日 令和2年9月23日
000028 8000178308 西紀サービスエリア下り線  （露店・飲食物販売） 669-2737 丹波篠山市東木之部1 795931133 飲食店営業(4)その他 露店 光明興業株式会社 代表取締役 段 正峰 542-0076 大阪府大阪市中央区難波4-2-1 666318055 丹波(丹健)第1-135 令和2年9月24日 令和7年11月30日 令和2年9月24日
000028 8000178309 つばめ食堂 669-2331 丹波篠山市二階町1 飲食店営業(4)その他 一般 大地 友代 丹波(丹健)第1-136 令和2年9月24日 令和8年11月30日 令和2年9月24日
000028 8000178310 輪の里 669-2424 丹波篠山市後川下516 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社エコすまいる 代表取締役 岡田 常彦 669-2441 兵庫県丹波篠山市日置37-3 丹波(丹健)第1-137 令和2年9月24日 令和8年11月30日 令和2年9月24日
000028 8000178396 サニー・サン（sunny・sun) 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 社会福祉法人みつみ福祉会 理事長 吉見 直人 669-4132 兵庫県丹波市春日町野村65-1 795750314 丹波(丹健)第3-35 令和2年10月2日 令和7年11月30日 令和2年10月2日
000028 8000178406 くい処　仁 669-3464 丹波市氷上町石生741-1 飲食店営業(4)その他 一般 善積 和也 丹波(丹健)第1-139 令和2年9月30日 令和8年11月30日 令和2年9月30日
000028 8000178435 ヒロちゃん栗園 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山本 浩子 丹波(丹健)第1-141 令和2年10月2日 令和7年11月30日 令和2年10月2日
000028 8000178481 宝魚園 669-2725 丹波篠山市川北新田52 795931341 魚介類販売業 一般 有限会社宝魚園 代表取締役 田中 義治 669-2725 兵庫県丹波篠山市川北新田52 795931341 丹波(丹健)第29-10 令和2年10月13日 令和8年11月30日 令和2年10月13日
000028 8000178529 株式会社ギフト丹波篠山工場 669-2202 丹波篠山市東吹370-1 795556050 めん類製造業 一般 株式会社ギフトフードマテリアル 代表取締役 寺田 三男 194-0022 東京都町田市森野1-23-19 428518330 丹波(丹健)第17-3 令和2年10月15日 令和9年11月30日 令和2年10月15日
000028 8000178540 黒mame庵 669-3574 丹波市氷上町朝阪280-2 飲食店営業(3)旅館 一般 谷池 康子 丹波(丹健)第1-147 令和2年10月19日 令和8年11月30日 令和2年10月19日
000028 8000178607 フードラボ 669-4132 丹波市春日町野村2359 795789620 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社足立商事 代表取締役 足立 健実 550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-22-4 795789620 丹波(丹健)第1-164 令和2年10月23日 令和8年11月30日 令和2年10月23日
000028 8000178608 フードラボ 669-4132 丹波市春日町野村2359 795789620 菓子製造業 一般 株式会社足立商事 代表取締役 足立 健実 550-0014 大阪府大阪市西区北堀江1-22-4 795789620 丹波(丹健)第3-39 令和2年10月23日 令和8年11月30日 令和2年10月23日
000028 8000178627 miso汁香房（味噌製造室） 669-2454 丹波篠山市岩崎555 みそ製造業 一般 天野 恭子 丹波(丹健)第11-4 令和2年10月27日 令和8年11月30日 令和2年10月27日
000028 8000178644 まるきん 669-3834 丹波市青垣町中佐治690-2 795880051 食肉販売業 一般 堀 ひろ代 丹波(丹健)第27-21 令和2年10月27日 令和8年11月30日 令和2年10月27日
000028 8000178645 まるきん 669-3834 丹波市青垣町中佐治690-2 795880051 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 堀 ひろ代 丹波(丹健)第19-8 令和2年10月27日 令和8年11月30日 令和2年10月27日
000028 8000178646 丹波悠遊の森　レストラン  ベルピーマン 669-3315 丹波市柏原町大新屋1153-2 795723285 清涼飲料水製造業 一般 株式会社丹波悠遊の森協会 代表取締役 山口 嘉幸 669-3315 兵庫県丹波市柏原町大新屋1114 795723285 丹波(丹健)第5-2 令和2年10月27日 令和8年11月30日 令和2年10月27日
000028 8000178727 bonappetit 669-2163 丹波篠山市今田町本荘1094 菓子製造業 一般 藤本 久美子 丹波(丹健)第3-40 令和2年10月30日 令和8年11月30日 令和2年10月30日
000028 8000178747 とり屋 669-2223 丹波篠山市味間奥1342 飲食店営業(4)その他 一般 細見 良典 丹波(丹健)第1-174 令和2年11月4日 令和8年11月30日 令和2年11月4日
000028 8000178748 とり屋 669-2223 丹波篠山市味間奥1342 食肉販売業 一般 細見 良典 丹波(丹健)第27-22 令和2年11月4日 令和8年11月30日 令和2年11月4日
000028 8000178749 とり屋 669-2223 丹波篠山市味間奥1342 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 細見 良典 丹波(丹健)第19-9 令和2年11月4日 令和8年11月30日 令和2年11月4日
000028 8000178803 黒猫屋 669-2533 丹波篠山市山田227 飲食店営業(4)その他 一般 末松 弘美 丹波(丹健)第1-186 令和2年11月9日 令和8年11月30日 令和2年11月9日
000028 8000178820 手作りケーキのお店アリス 669-2231 丹波篠山市住吉台23ｰ19 795943963 菓子製造業 一般 大江 與吏子 丹波(丹健)第3-44 令和2年11月11日 令和8年11月30日 令和2年11月11日
000028 8000178863 きみちゃん 669-2125 丹波篠山市住山417 795950334 そうざい製造業 一般 松木 貴美子 丹波(丹健)第9-14 令和2年11月16日 令和8年11月30日 令和2年11月16日
000028 8000178900 丹波篠山キャンプ場　やまもりサーキット 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社大谷開発 代表取締役 669-2704 兵庫県丹波篠山市遠方119-1 7023084405 丹波(丹健)第1-194 令和2年11月18日 令和7年11月30日 令和2年11月18日
000028 8000178927 手作りケーキのお店アリス 669-2231 丹波篠山市住吉台23ｰ19 795943963 喫茶店営業 一般 大江 與吏子 丹波(丹健)第2-15 令和2年11月20日 令和8年11月30日 令和2年11月20日
000028 8000178933 ことぶき 669-3822 丹波市青垣町大名草903-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 足立 和美 丹波(丹健)第1-198 令和2年11月20日 令和8年11月30日 令和2年11月20日
000028 8000178955 レストラン　味喰藩 669-2203 丹波篠山市吹新2-3　バザールタウン篠山 795943311 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 東門 正宣 丹波(丹健)第1-200 令和2年11月24日 令和8年11月30日 令和2年11月24日
000028 8000178960 ヒロちゃん栗園 669-3574 丹波市氷上町朝阪273-5 795868133 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 浩子 丹波(丹健)第1-202 令和2年11月24日 令和8年11月30日 令和2年11月24日
000028 8000178976 山肉おおまえ　二階町店 669-2331 丹波篠山市二階町53 食肉販売業 一般 大前 修一 丹波(丹健)第27-27 令和2年11月26日 令和8年11月30日 令和2年11月26日
000028 8000178977 くぅ＆こた 669-4132 丹波市春日町野村137-2 795741259 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 青木 美子 丹波(丹健)第1-203 令和2年11月26日 令和8年11月30日 令和2年11月26日
000028 8000178978 くぅ＆こた 669-4132 丹波市春日町野村137-2 795741259 菓子製造業 一般 青木 美子 丹波(丹健)第3-48 令和2年11月26日 令和8年11月30日 令和2年11月26日
000028 8000178994 喫茶.軽食　ベア 669-2367 丹波篠山市熊谷321 795061869 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社ナオ産業 代表取締役 名尾 昭人 669-2451 兵庫県丹波篠山市北40-1 795941095 丹波(丹健)第1-204 令和2年11月26日 令和8年11月30日 令和2年11月26日
000028 8000179128 ヒロちゃん栗園 669-3574 丹波市氷上町朝阪273-5 795868133 菓子製造業 一般 山本 浩子 丹波(丹健)第3-49 令和2年12月9日 令和9年2月28日 令和2年12月9日
000028 8000179137 おばんざいダイニング　福－ＦＵＫＵ－ 669-2513 丹波篠山市福住367 飲食店営業(4)その他 一般 谷村 直美 丹波(丹健)第1-205 令和2年12月9日 令和9年2月28日 令和2年12月9日
000028 8000179156 丹波ささやま「村の駅真南条」 669-2462 丹波篠山市真南条上800-1 そうざい製造業 一般 農事組合法人真南条営農組合 代表理事 堀井 聡 669-2462 兵庫県丹波篠山市真南条上167-1 795950719 丹波(丹健)第9-16 令和2年12月11日 令和9年2月28日 令和2年12月11日
000028 8000179157 丹波ささやま「村の駅真南条」 669-2462 丹波篠山市真南条上800-1 みそ製造業 一般 農事組合法人真南条営農組合 代表理事 堀井 聡 669-2462 兵庫県丹波篠山市真南条上167-1 795950719 丹波(丹健)第11-5 令和2年12月11日 令和9年2月28日 令和2年12月11日
000028 8000179160 株式会社 京都庵  篠山工場 669-2827 丹波篠山市大山新34 795906030 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社京都庵 代表取締役 松田 清克 620-1313 京都府福知山市三和町下川合37-4 773583366 丹波(丹健)第1-206 令和2年12月11日 令和9年2月28日 令和2年12月11日
000028 8000179337 レストラン山の駅 669-3309 丹波市柏原町柏原1146-1ＪＲ柏原駅構内 795724402 菓子製造業 一般 奥畑 治信 丹波(丹健)第3-50 令和3年1月7日 令和9年2月28日 令和3年1月7日
000028 8000179346 Colorful Kitchen（カラフル キッチン） 669-2531 丹波篠山市垂水421-2 795505002 菓子製造業 一般 一般社団法人Ｃｏｌｏｒｆｕｌ　Ｂｅａｎｓ 代表理事 西村 源 669-2531 兵庫県丹波篠山市垂水421-2 795505002 丹波(丹健)第3-51 令和3年1月8日 令和9年2月28日 令和3年1月8日
000028 8000179353 アグリネット丹波 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 南 信江 丹波(丹健)第1-207 令和3年1月12日 令和8年2月28日 令和3年1月12日
000028 8000179372 肉の東門 669-2334 丹波篠山市西新町182-1 795522914 食肉販売業 一般 肉の東門株式会社 代表取締役 東門 昭喜 669-2300 兵庫県丹波篠山市西新町182-1 795522914 丹波(丹健)第27-29 令和3年1月13日 令和9年2月28日 令和3年1月13日
000028 8000179373 肉の東門 669-2334 丹波篠山市西新町182-1 795522914 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 肉の東門株式会社 代表取締役 東門 昭喜 669-2300 兵庫県丹波篠山市西新町182-1 795522914 丹波(丹健)第1-208 令和3年1月13日 令和9年2月28日 令和3年1月13日
000028 8000179374 肉の東門 669-2334 丹波篠山市西新町182-1 795522914 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 肉の東門株式会社 代表取締役 東門 昭喜 669-2300 兵庫県丹波篠山市西新町182-1 795522914 丹波(丹健)第19-12 令和3年1月13日 令和9年2月28日 令和3年1月13日
000028 8000179375 SAKURAI 669-2141 丹波篠山市今田町下立杭44 795067735 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 櫻井 龍弥 丹波(丹健)第1-209 令和3年1月13日 令和9年2月28日 令和3年1月13日
000028 8000179381 玉川旅館 669-2322 丹波篠山市呉服町32 795542266 飲食店営業(3)旅館 一般 東門 輝昭 丹波(丹健)第1-210 令和3年1月14日 令和9年2月28日 令和3年1月14日
000028 8000179468 ゲストハウス　DEN 669-2614 丹波篠山市小倉342 795069677 飲食店営業(3)旅館 一般 田川 剛 丹波(丹健)第1-215 令和3年1月21日 令和9年2月28日 令和3年1月21日
000028 8000179513 茶房　一煎 669-3602 丹波市氷上町常楽1077 795821301 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 本庄 みゆき 丹波(丹健)第1-222 令和3年1月28日 令和9年2月28日 令和3年1月28日
000028 8000179548 ドックラン＆ドックカフェ jolijoli 669-3575 丹波市氷上町小野399-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 崇晃 丹波(丹健)第1-227 令和3年1月29日 令和9年2月28日 令和3年1月29日
000028 8000179551 竹田食料品店 669-3157 丹波市山南町和田289-2 795761616 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 竹田 正人 丹波(丹健)第1-225 令和3年2月1日 令和9年2月28日 令和3年2月1日
000028 8000179574 ル･アンジュ 669-3801 丹波市青垣町東芦田2138 795871859 飲食店営業(4)その他 一般 前川 大和 丹波(丹健)第1-234 令和3年2月1日 令和9年2月28日 令和3年2月1日
000028 8000179596 セルフ篠山インターサービスステーション 669-2214 丹波篠山市味間新56-1 795941050 喫茶店営業 自動販売機 株式会社ミツワ 代表取締役 船岡 史朗 666-0024 兵庫県川西市久代2-2-1 727561770 丹波(丹健)第2-22 令和3年2月3日 令和8年2月28日 令和3年2月3日
000028 8000179597 まえ川 669-2323 丹波篠山市立町93-1 みそ製造業 一般 前川 友章 丹波(丹健)第11-6 令和3年2月3日 令和9年2月28日 令和3年2月3日
000028 8000179618 669-3309 丹波市柏原町柏原124 795723121 喫茶店営業 一般 代表社員 池畑 太士郎 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原124 795723121 丹波(丹健)第2-23 令和3年2月4日 令和9年2月28日 令和3年2月4日
000028 8000179624 上久下地域づくりセンター 669-3102 丹波市山南町下滝205 795780001 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 野垣 克已 丹波(丹健)第1-241 令和3年2月4日 令和9年2月28日 令和3年2月4日
000028 8000179693 みたけの里舎 669-2308 丹波篠山市和田41 795521616 あん類製造業 一般 有限会社みたけの里舎 代表取締役 石田 英正 669-2308 兵庫県丹波篠山市和田41 795521616 丹波(丹健)第4-3 令和3年2月15日 令和9年2月28日 令和3年2月15日
000028 8000179694 神田農園 669-2145 丹波篠山市今田町木津986-1 みそ製造業 一般 神田 里美 丹波(丹健)第11-8 令和3年2月15日 令和9年2月28日 令和3年2月15日
000028 8000179730 くくる家 669-3131 丹波市山南町谷川1110 菓子製造業 一般 牧野 尚子 丹波(丹健)第3-58 令和3年2月17日 令和9年2月28日 令和3年2月17日
000028 8000179732 きみちゃん 669-2125 丹波篠山市住山417 795950334 菓子製造業 一般 松木 貴美子 丹波(丹健)第3-59 令和3年2月17日 令和9年2月28日 令和3年2月17日
000028 8000179769 平和発條(株)　第2工場 669-2823 丹波篠山市大山下380 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第2-29 令和3年2月22日 令和8年2月28日 令和3年2月22日
000028 8000179776 株式会社 京都庵  篠山工場 669-2827 丹波篠山市大山新34 795906030 食肉製品製造業 一般 株式会社京都庵 代表取締役 松田 清克 620-1313 京都府福知山市三和町下川合37-4 773583366 丹波(丹健)第28-1 令和3年2月19日 令和9年2月28日 令和3年2月19日
000028 8000179782 ＳｙｎｅｒＧｙｍ丹波氷上店 669-3465 丹波市氷上町横田300 795885550 喫茶店営業 自動販売機 株式会社ＳｙｎｅｒＧｙｍ 代表取締役 安永 周一 661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2-35-17 649500327 丹波(丹健)第2-33 令和3年2月22日 令和8年2月28日 令和3年2月22日
000028 8000179808 グリーン・エコー 669-2206 丹波篠山市西吹577-3 飲食店営業(4)その他 一般 平澤 務 丹波(丹健)第1-253 令和3年2月22日 令和9年2月28日 令和3年2月22日
000028 8000179810 株式会社カミチク丹波センター 669-4314 丹波市市島町南1105-1 795852771 食肉処理業 一般 株式会社カミチク 代表取締役 山下 大三 891-0116 鹿児島県鹿児島市上福元町6921-1 992685296 丹波(丹健)第26-6 令和3年2月24日 令和10年2月29日 令和3年2月24日
000028 8000179811 株式会社カミチク丹波センター 669-4314 丹波市市島町南1105-1 795852771 そうざい製造業 一般 株式会社カミチク 代表取締役 山下 大三 891-0116 鹿児島県鹿児島市上福元町6921-1 992685296 丹波(丹健)第9-18 令和3年2月24日 令和10年2月29日 令和3年2月24日
000028 8000179812 株式会社カミチク丹波センター 669-4314 丹波市市島町南1105-1 795852771 食肉製品製造業 一般 株式会社カミチク 代表取締役 山下 大三 891-0116 鹿児島県鹿児島市上福元町6921-1 992685296 丹波(丹健)第28-2 令和3年2月24日 令和10年2月29日 令和3年2月24日
000028 8000179813 株式会社カミチク丹波センター 669-4314 丹波市市島町南1105-1 795852771 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社カミチク 代表取締役 山下 大三 891-0116 鹿児島県鹿児島市上福元町6921-1 992685296 丹波(丹健)第19-14 令和3年2月24日 令和10年2月29日 令和3年2月24日
000028 8000179851 お菓子工房　あん 669-3631 丹波市氷上町賀茂427 菓子製造業 一般 安達 久二 丹波(丹健)第3-61 令和3年2月26日 令和9年2月28日 令和3年2月26日
000028 8000179873 LegumeNero 669-2336 丹波篠山市魚屋町31-1井本ビル　ハ号室 飲食店営業(4)その他 一般 倉垣 順 丹波(丹健)第1-254 令和3年2月26日 令和9年2月28日 令和3年2月26日
000028 8000179874 LegumeNero 669-2336 丹波篠山市魚屋町31-1井本ビル　ハ号室 菓子製造業 一般 倉垣 順 丹波(丹健)第3-62 令和3年2月26日 令和9年2月28日 令和3年2月26日
000028 8000179934 和ごころダイニング　たんぽぽの家  丹波篠山 669-2345 丹波篠山市東岡屋174-1 795542772 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ジャポネックス 取締役 迫井 圭二 672-8045 兵庫県姫路市飾磨区中野田1-21 丹波(丹健)第1-255 令和3年3月3日 令和9年5月31日 令和3年3月3日
000028 8000179943 丹寿荘 669-4341 丹波市市島町上竹田2336-1 795853251 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 淀川食品株式会社 代表取締役 田村 隆 532-0036 大阪府大阪市淀川区三津屋中1-1-2 663016831 丹波(丹健)第1-256 令和3年3月5日 令和9年5月31日 令和3年3月5日
000028 8000179980 喫茶oito 669-2325 丹波篠山市河原町186 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 Ｋｉｂｂｕｔｚ株式会社 代表取締役 吉成 佳泰 651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通4-1-14三宮スカイビル７Ｆ 丹波(丹健)第1-257 令和3年3月9日 令和9年5月31日 令和3年3月9日
000028 8000180034 黒風堂 669-2332 丹波篠山市北新町118-1 795507079 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社益田商事 代表取締役 椋 弘士 669-2332 兵庫県丹波篠山市北新町118-1 795507079 丹波(丹健)第1-258 令和3年3月10日 令和9年5月31日 令和3年3月10日
000028 8000180035 黒風堂 669-2332 丹波篠山市北新町118-1 795507079 菓子製造業 一般 株式会社益田商事 代表取締役 椋 弘士 669-2332 兵庫県丹波篠山市北新町118-1 795507079 丹波(丹健)第3-63 令和3年3月10日 令和9年5月31日 令和3年3月10日
000028 8000180036 黒風堂 669-2332 丹波篠山市北新町118-1 795507079 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社益田商事 代表取締役 椋 弘士 669-2332 兵庫県丹波篠山市北新町118-1 795507079 丹波(丹健)第20-7 令和3年3月10日 令和8年5月31日 令和3年3月10日
000028 8000180079 La Cocotte CHAMPÊTRE 669-3841 丹波市青垣町口塩久1128-9 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 イメージドット株式会社 代表取締役 谷川 卓巳 593-8326 大阪府堺市西区鳳西町1-85-10 722477663 丹波(丹健)第1-259 令和3年3月16日 令和9年5月31日 令和3年3月16日
000028 8000180080 La Cocotte CHAMPÊTRE 669-3841 丹波市青垣町口塩久1128-9 菓子製造業 一般 イメージドット株式会社 代表取締役 谷川 卓巳 593-8326 大阪府堺市西区鳳西町1-85-10 722477663 丹波(丹健)第3-64 令和3年3月16日 令和9年5月31日 令和3年3月16日
000028 8000180104 舞鶴若狭自動車道　西紀サービスエリア上り線  (レストラン) 669-2736 丹波篠山市西木之部字江ノ田ノ坪 795931291 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 光明興業株式会社 代表取締役 段 正峰 542-0076 大阪府大阪市中央区難波4-2-1 666318055 丹波(丹健)第1-260 令和3年3月19日 令和9年5月31日 令和3年3月19日
000028 8000180105 舞鶴若狭自動車道　西紀サービスエリア上り線  (スナック) 669-2736 丹波篠山市西木之部字江ノ田ノ坪 795931291 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 光明興業株式会社 代表取締役 段 正峰 542-0076 大阪府大阪市中央区難波4-2-1 666318055 丹波(丹健)第1-261 令和3年3月19日 令和10年5月31日 令和3年3月19日
000028 8000180106 舞鶴若狭自動車道　西紀サービスエリア上り線 669-2736 丹波篠山市西木之部字江ノ田ノ坪 795931291 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 光明興業株式会社 代表取締役 段 正峰 542-0076 大阪府大阪市中央区難波4-2-1 666318055 丹波(丹健)第20-8 令和3年3月19日 令和9年5月31日 令和3年3月19日
000028 8000180148 ピエトラ　グランデ 669-3131 丹波市山南町谷川2318-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大石 豊和 丹波(丹健)第1-262 令和3年3月22日 令和9年5月31日 令和3年3月22日
000028 8000180195 手打ちそば　木琴 669-3146 丹波市山南町南中115-6 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前川 美希 丹波(丹健)第1-266 令和3年3月25日 令和9年5月31日 令和3年3月25日
000028 8000180221 真田家 669-4315 丹波市市島町喜多313 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 慎 淑恵 丹波(丹健)第1-267 令和3年3月25日 令和9年5月31日 令和3年3月25日
000028 8000180226 篠山チルドレンズミュージアム 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 一般財団法人ポジティブアースネイチャーズスクール 代表理事 砂山 真一 604-8423 京都府京都市中京区西ノ京西月光町18-2-1 753546388 丹波(丹健)第1-265 令和3年3月26日 令和8年5月31日 令和3年3月26日
000028 8000180237 株式会社阪本屋 669-2323 丹波篠山市立町101-1 795521018 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社阪本屋 代表取締役 阪本 和成 669-2323 兵庫県丹波篠山市立町101-1 795521018 丹波(丹健)第1-269 令和3年3月30日 令和9年5月31日 令和3年3月30日
000028 8000180238 株式会社阪本屋 669-2323 丹波篠山市立町101-1 795521018 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社阪本屋 代表取締役 阪本 和成 669-2323 兵庫県丹波篠山市立町101-1 795521018 丹波(丹健)第19-15 令和3年3月30日 令和9年5月31日 令和3年3月30日
000028 8000180239 篠山チルドレンズミュージアム  カフェ　ホー 669-2545 丹波篠山市小田中572 795546000 喫茶店営業 一般 一般財団法人ポジティブアースネイチャーズスクール 代表理事 砂山 真一 604-8423 京都府京都市中京区西ノ京西月光町18-2-1 753546388 丹波(丹健)第2-34 令和3年3月26日 令和9年5月31日 令和3年3月26日
000028 8000180240 篠山チルドレンズミュージアム  リストランテ・ブー 669-2545 丹波篠山市小田中572 795546000 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一般財団法人ポジティブアースネイチャーズスクール 代表理事 砂山 真一 604-8423 京都府京都市中京区西ノ京西月光町18-2-1 753546388 丹波(丹健)第1-263 令和3年3月26日 令和9年5月31日 令和3年3月26日
000028 8000180241 篠山チルドレンズミュージアム  テイクアウトカフェ 669-2545 丹波篠山市小田中572 795546000 飲食店営業(4)その他 一般 一般財団法人ポジティブアースネイチャーズスクール 代表理事 砂山 真一 604-8423 京都府京都市中京区西ノ京西月光町18-2-1 753546388 丹波(丹健)第1-264 令和3年3月26日 令和9年5月31日 令和3年3月26日



000028 8000180269 あすか農房 669-2727 丹波篠山市高屋253-3 795069792 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社あすか 代表取締役 五十嵐 俊治 669-2735 兵庫県丹波篠山市川西104-1 795908771 丹波(丹健)第1-268 令和3年3月26日 令和9年5月31日 令和3年3月26日
000028 8000180342 医療法人社団　みどり会　にしき記念病院 669-2721 丹波篠山市西谷575-1 795931352 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 柏原マルタマフーズ株式会社 代表取締役 鶴巻 秀雄 583-0001 大阪府藤井寺市川北3-4-23 729720568 丹波(丹健)第1-1 令和3年4月2日 令和8年5月31日 令和3年4月2日
000028 8000180357 小田垣豆堂 669-2323 丹波篠山市立町19 795522369 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社小田垣商店 代表取締役 小田垣 昇 669-2323 兵庫県丹波篠山市立町9 795522369 丹波(丹健)第1-2 令和3年4月7日 令和9年5月31日 令和3年4月7日
000028 8000180358 小田垣豆堂 669-2323 丹波篠山市立町19 795522369 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社小田垣商店 代表取締役 小田垣 昇 669-2323 兵庫県丹波篠山市立町9 795522369 丹波(丹健)第20-1 令和3年4月7日 令和8年5月31日 令和3年4月7日
000028 8000180385 UDON STORE 669-2202 丹波篠山市東吹351-4 795587400 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｒｅｄｂｒｉｄｇｅ　Ｊ 代表取締役 チェ・カァンヨン 170-0004 東京都豊島区北大塚2-9-4IM互栄大塚ビル303 丹波(丹健)第1-4 令和3年4月8日 令和9年5月31日 令和3年4月8日
000028 8000180436 醸 669-2323 丹波篠山市立町106-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 居相 聡 丹波(丹健)第1-5 令和3年4月13日 令和9年5月31日 令和3年4月13日
000028 8000180437 プティボヌール 669-2321 丹波篠山市黒岡304-5 795567313 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 丹波(丹健)第1-6 令和3年4月13日 令和9年5月31日 令和3年4月13日
000028 8000180449 カラオケ花 669-3131 丹波市山南町谷川2526-1 795773312 喫茶店営業 一般 笹倉 みさ子 丹波(丹健)第2-2 令和3年4月13日 令和9年5月31日 令和3年4月13日
000028 8000180472 サテバリ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 栁川 雅宏 丹波(丹健)第1-7 令和3年4月15日 令和8年5月31日 令和3年4月15日
000028 8000180473 CAFE LAID BACK 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中井 さやか 丹波(丹健)第1-8 令和3年4月15日 令和8年5月31日 令和3年4月15日
000028 8000180478 京FUJIHARUカレー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社藤大 代表取締役 藤田 章子 621-0011 京都府亀岡市大井町土田1-23-13 丹波(丹健)第1-9 令和3年4月16日 令和8年5月31日 令和3年4月16日
000028 8000180512 Mellow Bakery Cafe　(ﾒﾛｳ ﾍﾞｰｶﾘｰ ｶﾌｪ) 669-3113 丹波市山南町太田583 飲食店営業(4)その他 一般 小山 千穂 丹波(丹健)第1-10 令和3年4月19日 令和9年5月31日 令和3年4月19日
000028 8000180513 Mellow Bakery Cafe　(ﾒﾛｳ ﾍﾞｰｶﾘｰ ｶﾌｪ) 669-3113 丹波市山南町太田583 菓子製造業 一般 小山 千穂 丹波(丹健)第3-1 令和3年4月19日 令和9年5月31日 令和3年4月19日
000028 8000180566 ＯＲＧＡＮＩＣ　ＨＯＵＳＥ 669-3309 丹波市柏原町柏原90-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社プラスリジョン 代表取締役 福井 由美子 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原90-1 丹波(丹健)第1-20 令和3年4月23日 令和9年5月31日 令和3年4月23日
000028 8000180567 ＯＲＧＡＮＩＣ　ＨＯＵＳＥ 669-3309 丹波市柏原町柏原90-1 菓子製造業 一般 株式会社プラスリジョン 代表取締役 福井 由美子 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原90-1 丹波(丹健)第3-5 令和3年4月23日 令和9年5月31日 令和3年4月23日
000028 8000180568 ＯＲＧＡＮＩＣ　ＨＯＵＳＥ 669-3309 丹波市柏原町柏原90-1 そうざい製造業 一般 株式会社プラスリジョン 代表取締役 福井 由美子 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原90-1 丹波(丹健)第9-1 令和3年4月23日 令和9年5月31日 令和3年4月23日
000028 8000180573 ＳＡＮＲＡＫＵ 669-2212 丹波篠山市大沢2-11-1 795940253 菓子製造業 一般 森 蓮音 丹波(丹健)第3-7 令和3年4月23日 令和9年5月31日 令和3年4月23日
000028 8000180575 星月夜 669-2343 丹波篠山市風深214-1 飲食店営業(4)その他 一般 岡 美津子 丹波(丹健)第1-21 令和3年4月26日 令和9年5月31日 令和3年4月26日
000028 8000180576 星月夜 669-2343 丹波篠山市風深214-1 菓子製造業 一般 岡 美津子 丹波(丹健)第3-6 令和3年4月26日 令和9年5月31日 令和3年4月26日
000028 8000180581 ふれあい喫茶「ほの里」 669-2702 丹波篠山市本郷159 795920003 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 細見 みさ子 丹波(丹健)第1-23 令和3年4月26日 令和9年5月31日 令和3年4月26日
000028 8000180602 REDQUEEN 669-3465 丹波市氷上町横田706-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社しょろぢ屋 代表取締役 正呂地 優喜 669-3465 兵庫県丹波市氷上町横田706-2 5035573557 丹波(丹健)第1-28 令和3年4月26日 令和9年5月31日 令和3年4月26日
000028 8000180634 道の駅　青垣 669-3803 丹波市青垣町西芦田541 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第2-4 令和3年4月23日 令和8年5月31日 令和3年4月23日
000028 8000180638 春の家 669-3152 丹波市山南町北和田1053-3 795760301 飲食店営業(4)その他 一般 川上 英生 丹波(丹健)第1-29 令和3年4月26日 令和9年5月31日 令和3年4月26日
000028 8000180686 篠山ハム株式会社 669-2452 丹波篠山市野中521 795902200 食肉販売業 一般 篠山ハム株式会社 代表取締役 岡邉 真樹 669-2452 兵庫県丹波篠山市野中521 795902200 丹波(丹健)第27-2 令和3年4月28日 令和9年5月31日 令和3年4月28日
000028 8000180720 名古屋コーチン専門店　とりしん 669-2203 丹波篠山市吹新20-1 食肉販売業 一般 田野 伸二 丹波(丹健)第27-3 令和3年5月6日 令和9年5月31日 令和3年5月6日
000028 8000180721 名古屋コーチン専門店　とりしん 669-2203 丹波篠山市吹新20-1 食肉処理業 一般 田野 伸二 丹波(丹健)第26-1 令和3年5月6日 令和9年5月31日 令和3年5月6日
000028 8000180820 田庭 669-3302 丹波市柏原町東奥228 795716411 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 細谷 祐司 丹波(丹健)第1-48 令和3年5月13日 令和9年5月31日 令和3年5月13日
000028 8000180821 田庭 669-3302 丹波市柏原町東奥228 795716411 菓子製造業 一般 細谷 祐司 丹波(丹健)第3-16 令和3年5月13日 令和9年5月31日 令和3年5月13日
000028 8000180834 とり料理専門店　ととり 669-3309 丹波市柏原町柏原143 795721747 そうざい製造業 一般 足立 知也 丹波(丹健)第9-4 令和3年5月17日 令和9年5月31日 令和3年5月17日
000028 8000180897 Cafe Beat 669-2105 丹波篠山市犬飼411-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鹿島 悟志 丹波(丹健)第1-61 令和3年5月21日 令和9年5月31日 令和3年5月21日
000028 8000180898 フレッシュバザール氷上インター店（惣菜） 669-3465 丹波市氷上町横田287-2 795801600 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第1-59 令和3年5月21日 令和10年5月31日 令和3年5月21日
000028 8000180899 フレッシュバザール氷上インター店（鮮魚） 669-3465 丹波市氷上町横田287-2 795801600 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第1-60 令和3年5月21日 令和10年5月31日 令和3年5月21日
000028 8000180900 フレッシュバザール氷上インター店 669-3465 丹波市氷上町横田287-2 795801600 菓子製造業 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第3-20 令和3年5月21日 令和10年5月31日 令和3年5月21日
000028 8000180901 フレッシュバザール氷上インター店 669-3465 丹波市氷上町横田287-2 795801600 魚介類販売業 一般 株式会社さとう 代表取締役社長 佐藤 総二郎 620-0033 京都府福知山市上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第29-1 令和3年5月21日 令和10年5月31日 令和3年5月21日
000028 8000180939 あっとかいばら 669-3309 丹波市柏原町柏原63-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社まちづくり柏原 代表取締役 岡林 利幸 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原688-3 795733800 丹波(丹健)第1-62 令和3年5月24日 令和9年5月31日 令和3年5月24日
000028 8000180940 虚空蔵 669-2135 丹波篠山市今田町上立杭4 795903633 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社獅子銀 代表取締役 溝畑 敏樹 669-1339 兵庫県三田市テクノパーク18-13 795607575 丹波(丹健)第1-63 令和3年5月24日 令和10年5月31日 令和3年5月24日
000028 8000180941 ルーとこめ 669-2438 丹波篠山市京町68-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 横田 純一郎 丹波(丹健)第1-64 令和3年5月24日 令和9年5月31日 令和3年5月24日
000028 8000180955 ヒロちゃん栗園 669-3574 丹波市氷上町朝阪273-5 795868133 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 山本 浩子 丹波(丹健)第20-4 令和3年5月24日 令和8年5月31日 令和3年5月24日
000028 8000180965 舞鶴若狭自動車道　西紀SA上り  外自販機コーナー 669-2736 丹波篠山市西木之部字江の田の坪 795931335 喫茶店営業 自動販売機 株式会社　アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665349024 丹波(丹健)第2-6 令和3年5月24日 令和8年5月31日 令和3年5月24日
000028 8000181086 ローソン篠山西古佐店 669-2221 丹波篠山市西古佐265 795945216 飲食店営業(4)その他 一般 足立 秀之 丹波(丹健)第1-72 令和3年5月31日 令和10年5月31日 令和3年5月31日
000028 8000181087 ローソン篠山長安寺店 669-2814 丹波篠山市長安寺4-3 795906911 飲食店営業(4)その他 一般 足立 秀之 丹波(丹健)第1-71 令和3年5月31日 令和10年5月31日 令和3年5月31日
000028 8000181088 ローソン氷上町石生店 669-3464 丹波市氷上町石生55 795822522 飲食店営業(4)その他 一般 足立 秀之 丹波(丹健)第1-73 令和3年5月31日 令和10年5月31日 令和3年5月31日
000028 8000181089 ローソン丹波市南多田店 669-3301 丹波市柏原町南多田134-1 795720207 飲食店営業(4)その他 一般 足立 秀之 丹波(丹健)第1-74 令和3年5月31日 令和10年5月31日 令和3年5月31日
000028 8000181116 キャリー焼菓子店 669-4265 丹波市春日町中山373 菓子製造業 一般 藤本 理恵 丹波(丹健)第3-21 令和3年6月2日 令和9年8月31日 令和3年6月2日
000028 8000181119 ル・クロ丹波邸 669-3309 丹波市柏原町柏原688-3　2F 795730096 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社クロフーディング 代表取締役 黒岩 功 542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-3-22 662111644 丹波(丹健)第1-76 令和3年6月2日 令和9年8月31日 令和3年6月2日
000028 8000181121 株式会社ティー・ユー・ティー　てらミート 669-3144 丹波市山南町奥182-9 795705100 そうざい製造業 一般 株式会社ティー・ユー・ティー 代表取締役 清水 正和 669-3144 兵庫県丹波市山南町奥182-9 795705100 丹波(丹健)第9-5 令和3年6月2日 令和9年8月31日 令和3年6月2日
000028 8000181133 篠山kitchen 669-2461 丹波篠山市小枕93 795565997 菓子製造業 一般 中野 朋子 丹波(丹健)第3-22 令和3年6月2日 令和9年8月31日 令和3年6月2日
000028 8000181137 韓美食堂　舎廊房 669-2331 丹波篠山市二階町41 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三上 尚子 丹波(丹健)第1-77 令和3年6月4日 令和9年8月31日 令和3年6月4日
000028 8000181139 篠山ふく健康支援 669-2335 丹波篠山市乾新町70-2 795509090 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 機能訓練株式会社 西 英紀 669-2321 兵庫県丹波篠山市黒岡316-10 795568573 丹波(丹健)第1-79 令和3年6月4日 令和9年8月31日 令和3年6月4日
000028 8000181141 キナ・ヌプリ 669-2704 丹波篠山市遠方717 飲食店営業(3)旅館 一般 谷木 美智子 丹波(丹健)第1-78 令和3年6月3日 令和9年8月31日 令和3年6月3日
000028 8000181247 ＨｉＢｉＫｉ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 田村 睦美 丹波(丹健)第1-80 令和3年6月10日 令和8年8月31日 令和3年6月10日
000028 8000181315 ほっともっと丹波柏原町店 669-3301 丹波市柏原町南多田141 795732260 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 黒川 正栄 丹波(丹健)第1-81 令和3年6月16日 令和9年8月31日 令和3年6月16日
000028 8000181408 まる。とん。 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 中本 文太 丹波(丹健)第1-82 令和3年6月21日 令和8年8月31日 令和3年6月21日
000028 8000181435 カラオケ・ダイニング　HaruHaru（하루하루） 669-3601 丹波市氷上町成松518-2 B号室 795822850 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷本 孝美 丹波(丹健)第1-83 令和3年6月22日 令和9年8月31日 令和3年6月22日
000028 8000181483 ｅｖｅｒＨｅｒｂ 669-2105 丹波篠山市犬飼147 漬物製造業 一般 林 尚司 丹波(丹健)第12-1 令和3年6月24日 令和9年8月31日 令和3年6月24日
000028 8000181506 株式会社阪本屋 669-2323 丹波篠山市立町101-1 795521018 そうざい製造業 一般 株式会社阪本屋 代表取締役 阪本 和成 669-2323 兵庫県丹波篠山市立町101-1 795521018 丹波(丹健)第9-6 令和3年6月28日 令和9年8月31日 令和3年6月28日
000028 8000181536 株式会社やながわ　特産加工場 669-4124 丹波市春日町野上野889-1 795740010 菓子製造業 一般 株式会社やながわ 代表取締役 柳川 拓三 669-4124 兵庫県丹波市春日町野上野209-1 795740010 丹波(丹健)第3-23 令和3年6月29日 令和9年8月31日 令和3年6月29日
000028 8000181537 株式会社やながわ　特産加工場 669-4124 丹波市春日町野上野889-1 795740010 乳製品製造業 一般 株式会社やながわ 代表取締役 柳川 拓三 669-4124 兵庫県丹波市春日町野上野209-1 795740010 丹波(丹健)第23-1 令和3年6月29日 令和9年8月31日 令和3年6月29日
000028 8000181539 丹波の幸 669-3464 丹波市氷上町石生2514-3 795718788 菓子製造業 一般 幸畑 孫 丹波(丹健)第3-24 令和3年6月29日 令和9年8月31日 令和3年6月29日
000028 8000181547 名古屋コーチン専門店　とりしん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 田野 伸二 丹波(丹健)第1-84 令和3年6月29日 令和8年8月31日 令和3年6月29日
000028 8000181731 釣具屋まるしん 669-3163 丹波市山南町山本184 795760148 飲食店営業(4)その他 一般 Ｏｆｆｉｃｅ　Ｍｏｒｉｙａｍａ株式会社 代表取締役 竹安 香 669-3163 兵庫県丹波市山南町山本759 795760148 丹波(丹健)第1-88 令和3年7月9日 令和9年8月31日 令和3年7月9日
000028 8000181758 西山酒造場 669-4302 丹波市市島町中竹田1171 795860331 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社西山酒造場 代表取締役 西山 周三 669-4302 兵庫県丹波市市島町中竹田1171 795860331 丹波(丹健)第1-89 令和3年7月9日 令和9年8月31日 令和3年7月9日
000028 8000181759 西山酒造場 669-4302 丹波市市島町中竹田1171 795860331 菓子製造業 一般 株式会社西山酒造場 代表取締役 西山 周三 669-4302 兵庫県丹波市市島町中竹田1171 795860331 丹波(丹健)第3-25 令和3年7月9日 令和9年8月31日 令和3年7月9日
000028 8000181931 セブン-イレブン篠山黒岡店 669-2321 丹波篠山市黒岡504-1 795527002 飲食店営業(4)その他 一般 合同会社Ｆｏｕｒ　Ｗｅａｌｔｈｙ 代表社員 西ケ開 護 669-2321 兵庫県丹波篠山市黒岡504-1 795527002 丹波(丹健)第1-96 令和3年7月19日 令和9年8月31日 令和3年7月19日
000028 8000181979 セブン-イレブン丹波市辺南店 669-3461 丹波市氷上町市辺200-4 795527002 飲食店営業(4)その他 一般 合同会社Ｆｏｕｒ　Ｗｅａｌｔｈｙ 代表社員 西ケ開 護 669-2321 兵庫県丹波篠山市黒岡504-1 795527002 丹波(丹健)第1-100 令和3年7月26日 令和10年8月31日 令和3年7月26日
000028 8000181991 (有)カンナンファーム　ＬＥセンター 669-4262 丹波市春日町栢野867-1 795750933 液卵製造業 一般 有限会社カンナンファーム 代表取締役 河南 一夫 669-4262 兵庫県丹波市春日町栢野701-1 795750933 丹波(丹健)第8-1 令和3年7月28日 令和9年8月31日 令和3年7月28日
000028 8000181993 ヱビスシネマ。 669-3601 丹波市氷上町成松263-3 795885910 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社コドルニス 代表取締役 近兼 拓史 669-3833 兵庫県丹波市青垣町山垣1250-2 795789397 丹波(丹健)第1-87 令和3年7月7日 令和9年8月31日 令和3年7月7日
000028 8000182170 ごきげんキッチン 669-3601 丹波市氷上町成松366 菓子製造業 一般 一般社団法人ａｍ・ａｍ 代表理事 八尾 由江 669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽1137-5 795885701 丹波(丹健)第3-27 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 8000182171 ごきげんキッチン 669-3601 丹波市氷上町成松366 そうざい製造業 一般 一般社団法人ａｍ・ａｍ 代表理事 八尾 由江 669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽1137-5 795885701 丹波(丹健)第9-8 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 8000182192 宮東農園 669-4123 丹波市春日町多利1563 795885822 食品の小分け業 一般 宮東 佳子 丹波(丹健)第13-1 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 8000182193 Luma 669-2331 丹波篠山市二階町12-2 795556850 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中島 武史 丹波(丹健)第1-110 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 8000182355 焼処　じゅうばん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 平井 将大 丹波(丹健)第1-126 令和3年8月11日 令和8年8月31日 令和3年8月11日
000028 8000182492 さくらベーカリー 669-2133 丹波篠山市今田町下小野原46-4　さくらこどもセンター内 菓子製造業 一般 永濱 由紀 丹波(丹健)第3-33 令和3年8月18日 令和9年8月31日 令和3年8月18日
000028 8000182602 スイーツシュエット 669-4273 丹波市春日町国領964 菓子製造業 一般 吉住 知容 丹波(丹健)第3-34 令和3年8月25日 令和9年8月31日 令和3年8月25日
000028 8000182781 YOU＆CO.　Cafè⁺Zakka 669-2461 丹波篠山市小枕743 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 宅和 優子 丹波(丹健)第1-132 令和3年9月3日 令和9年11月30日 令和3年9月3日
000028 8000182783 ＵＥＫＩ 669-3157 丹波市山南町和田1249-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 植木 夏子 丹波(丹健)第1-133 令和3年9月2日 令和9年11月30日 令和3年9月2日
000028 8000182874 丹波篠山郷土料理　懐 669-2331 丹波篠山市二階町58 795527773 食肉販売業 一般 株式会社懐 代表取締役 酒井 芳博 669-2331 兵庫県丹波篠山市二階町58 795527773 丹波(丹健)第27-6 令和3年9月10日 令和9年11月30日 令和3年9月10日
000028 8000182905 福田観光くり園 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 横田 賢太郎 丹波(丹健)第1-134 令和3年9月9日 令和8年11月30日 令和3年9月9日
000028 8000182913 結良里 669-2803 丹波篠山市大山上728 菓子製造業 一般 俣野 信子 丹波(丹健)第3-35 令和3年9月9日 令和9年11月30日 令和3年9月9日
000028 8000182927 山内農産 669-4262 丹波市春日町栢野469 漬物製造業 一般 山内 宏之 丹波(丹健)第12-2 令和3年9月10日 令和9年11月30日 令和3年9月10日
000028 8000182958 株式会社丹波姫もみじ 669-3572 丹波市氷上町谷村1812-10 795826333 菓子製造業 一般 株式会社丹波姫もみじ 柳川瀬 正夫 669-3572 兵庫県丹波市山南町畑内17-4 795770520 丹波(丹健)第3-36 令和3年9月13日 令和9年11月30日 令和3年9月13日
000028 8000183152 だいじょうぶ屋 669-2322 丹波篠山市呉服町51-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩下 八司 丹波(丹健)第1-135 令和3年9月21日 令和9年11月30日 令和3年9月21日
000028 8000183248 おかしなこうじや 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 野口 速 丹波(丹健)第1-136 令和3年9月27日 令和8年11月30日 令和3年9月27日
000028 8000183335 KM Dog Garden & Cafeteria 669-3832 丹波市青垣町遠阪413-6 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ケイ・エム企画 取締役 松原 一美 530-0047 大阪府大阪市北区西天満6-4-8 663673813 丹波(丹健)第1-137 令和3年9月28日 令和9年11月30日 令和3年9月28日
000028 8000183340 喫茶室ハイランダー 669-2513 丹波篠山市福住372自転車工房ハイランダー内 飲食店営業(4)その他 一般 越中 圭介 丹波(丹健)第1-138 令和3年9月29日 令和9年11月30日 令和3年9月29日
000028 8000183458 丹波篠山 ファームMaegawa 669-2105 丹波篠山市犬飼258-2 そうざい製造業 一般 前川 康幸 丹波(丹健)第9-9 令和3年10月1日 令和9年11月30日 令和3年10月1日
000028 8000183506 Toi toi toi 夢みるお菓子 669-3305 丹波市柏原町下小倉712 菓子製造業 一般 長澤 明美 丹波(丹健)第3-37 令和3年10月4日 令和9年11月30日 令和3年10月4日
000028 8000183615 ＲＥＬＯＡＤ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 松井 まゆみ 丹波(丹健)第1-139 令和3年10月6日 令和8年11月30日 令和3年10月6日
000028 8000183731 ペサパロ　デリカ・チッキン 669-2464 丹波篠山市真南条下329 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小倉 英彦 丹波(丹健)第1-140 令和3年10月8日 令和9年11月30日 令和3年10月8日
000028 8000183757 TAMBA MAGOKORO 669-2213 丹波篠山市中野38-4　グループホームだいち1F 795902234 乳製品製造業 一般 社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 理事長 藪本 訓弘 651-2134 兵庫県神戸市西区曙町1070 789295655 丹波(丹健)第23-2 令和3年10月11日 令和9年11月30日 令和3年10月11日
000028 8000183796 條鐵庵　Fine Food ＆ Bar 669-2325 丹波篠山市河原町93-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 今西 泰之 丹波(丹健)第1-141 令和3年10月11日 令和9年11月30日 令和3年10月11日
000028 8000183841 まろうど 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 足立 初美 丹波(丹健)第1-142 令和3年10月12日 令和8年11月30日 令和3年10月12日
000028 8000183851 JR篠山口鉄道部 669-2212 丹波篠山市大沢248-3 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第25-1 令和3年10月12日 令和9年11月30日 令和3年10月12日
000028 8000183929 うすいくに 669-2331 丹波篠山市二階町100 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社うすいくに 代表社員 酒井 欣吾 669-2331 兵庫県丹波篠山市二階町100 丹波(丹健)第1-143 令和3年10月18日 令和9年11月30日 令和3年10月18日
000028 8000183930 うすいくに 669-2331 丹波篠山市二階町100 菓子製造業 一般 合同会社うすいくに 代表社員 酒井 欣吾 669-2331 兵庫県丹波篠山市二階町100 丹波(丹健)第3-38 令和3年10月18日 令和9年11月30日 令和3年10月18日
000028 8000183931 うすいくに 669-2331 丹波篠山市二階町100 漬物製造業 一般 合同会社うすいくに 代表社員 酒井 欣吾 669-2331 兵庫県丹波篠山市二階町100 丹波(丹健)第12-3 令和3年10月18日 令和9年11月30日 令和3年10月18日
000028 8000183938 Ｈｏｍｅ　ｔｏｗｎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 三牧 恭之 丹波(丹健)第1-144 令和3年10月18日 令和8年11月30日 令和3年10月18日
000028 8000184035 大連飯店 669-3303 丹波市柏原町見長5 795721306 菓子製造業 一般 株式会社友縁 友常 美智代 669-3303 兵庫県丹波市柏原町見長5 795721306 丹波(丹健)第3-39 令和3年10月18日 令和9年11月30日 令和3年10月18日
000028 8000184115 大樹カフェ　六根 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 藤田 由里 丹波(丹健)第1-151 令和3年10月21日 令和8年11月30日 令和3年10月21日
000028 8000184150 ミニストップ市島町上竹田店 669-4341 丹波市市島町上竹田1122 795854266 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｍ.Ｍ.Ｂ 代表取締役 村山 幸則 621-0834 京都府亀岡市篠町広田2-31-7 771224392 丹波(丹健)第1-150 令和3年10月21日 令和9年11月30日 令和3年10月21日
000028 8000184188 余田商店 669-4337 丹波市市島町酒梨200-1 795850150 飲食店営業(4)その他 一般 余田 とみ子 丹波(丹健)第1-156 令和3年10月22日 令和9年11月30日 令和3年10月22日
000028 8000184275 ㈱グルメフーズおゝみや第２工場 669-2335 丹波篠山市乾新町40 795520352 食肉処理業 一般 株式会社グルメフーズおゝみや 大見 春樹 669-2203 兵庫県丹波篠山市乾新町39-3 795520352 丹波(丹健)第26-3 令和3年10月28日 令和9年11月30日 令和3年10月28日
000028 8000184313 篠山里山本舗 669-2726 丹波篠山市黒田486 菓子製造業 一般 中山 史夫 丹波(丹健)第3-41 令和3年10月27日 令和9年11月30日 令和3年10月27日
000028 8000184354 Ｈeart beats coffee 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 岸上 将博 丹波(丹健)第1-163 令和3年10月29日 令和8年11月30日 令和3年10月29日
000028 8000184503 焼肉　けーちゃん 669-2343 丹波篠山市風深94-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 𠮷田 圭介 丹波(丹健)第1-170 令和3年11月1日 令和9年11月30日 令和3年11月1日
000028 8000184523 うなぎ辻判 669-4273 丹波市春日町国領1131 795750029 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社辻判 代表社員 上田 隆 669-4273 兵庫県丹波市春日町国領1131 795750029 丹波(丹健)第1-172 令和3年11月2日 令和9年11月30日 令和3年11月2日
000028 8000184600 珈琲店ＥＱＵＡＴＯＲ 669-2325 丹波篠山市河原町403 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 河野 遼太 丹波(丹健)第1-173 令和3年11月4日 令和9年11月30日 令和3年11月4日
000028 8000184639 山之魚屋 669-3311 丹波市柏原町母坪431-1 795814022 魚介類販売業 一般 株式会社八蔵水産 代表取締役 竹野 望 673-0891 兵庫県明石市大明石町1-7-27-503 789397822 丹波(丹健)第29-7 令和3年11月5日 令和9年11月30日 令和3年11月5日
000028 8000184658 紡 669-2441 丹波篠山市日置209-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 仲里 由佳 丹波(丹健)第1-179 令和3年11月8日 令和9年11月30日 令和3年11月8日
000028 8000184668 （株）かね徳　篠山工場 669-2406 丹波篠山市泉字脇谷2-10 795562861 水産製品製造業 一般 株式会社かね徳 代表取締役 東村 具德 659-0068 兵庫県芦屋市業平町4-1 797357900 丹波(丹健)第31-1 令和3年11月8日 令和9年11月30日 令和3年11月8日
000028 8000184783 ｄｒｏｐ　ｄｒｏｐ 669-2353 丹波篠山市野尻226-3 菓子製造業 一般 寺本 龍輔 丹波(丹健)第3-45 令和3年11月11日 令和9年11月30日 令和3年11月11日
000028 8000184893 こだわり野菜工房 669-4122 丹波市春日町小多利626 そうざい製造業 一般 善積 良至 丹波(丹健)第9-14 令和3年11月17日 令和9年11月30日 令和3年11月17日



000028 8000184894 こだわり野菜工房 669-4122 丹波市春日町小多利626 菓子製造業 一般 善積 良至 丹波(丹健)第3-47 令和3年11月17日 令和9年11月30日 令和3年11月17日
000028 8000184895 こだわり野菜工房 669-4122 丹波市春日町小多利626 漬物製造業 一般 善積 良至 丹波(丹健)第12-4 令和3年11月17日 令和9年11月30日 令和3年11月17日
000028 8000184959 うりの郷(上等カレー丹波店･みんなの焼肉屋さん  もぶたん･カラオケ歌里坊 柏原店) 669-3301 丹波市柏原町南多田493-1 795725005 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 新聞総合企画有限会社 取締役 田中 英輝 669-1346 兵庫県三田市上相野186-4 795600444 丹波(丹健)第1-187 令和3年11月17日 令和9年11月30日 令和3年11月17日
000028 8000185015 丹波ささやま「村の駅真南条」 669-2462 丹波篠山市真南条上800-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 農事組合法人真南条営農組合 代表理事 堀井 聡 669-2462 兵庫県丹波篠山市真南条上167-1 795950719 丹波(丹健)第1-188 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 8000185016 丹波ささやま「村の駅真南条」 669-2462 丹波篠山市真南条上800-1 漬物製造業 一般 農事組合法人真南条営農組合 代表理事 堀井 聡 669-2462 兵庫県丹波篠山市真南条上167-1 795950719 丹波(丹健)第12-5 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 8000185165 スナック　ＳＵＧＡＲ 669-3311 丹波市柏原町母坪402-1タカテナント２号 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社フジヤデンキ 代表取締役 細谷 彰 669-3601 兵庫県丹波市氷上町成松250-1 795821120 丹波(丹健)第1-190 令和3年11月22日 令和9年11月30日 令和3年11月22日
000028 8000185266 株式会社ＧＯＯＤ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社ＧＯＯＤ 代表取締役 吉森 満穂 669-4132 兵庫県丹波市春日町野村2569-1 795741407 丹波(丹健)第1-192 令和3年11月22日 令和8年11月30日 令和3年11月22日
000028 8000185422 ことぶき 669-3822 丹波市青垣町大名草903-2 菓子製造業 一般 足立 和美 丹波(丹健)第3-50 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 8000185551 お食事処　和多作 669-2204 丹波篠山市杉271-3 795090355 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 和田 光司 丹波(丹健)第1-195 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 8000185652 アグリステーション丹波ささやま 669-2461 丹波篠山市小枕93 795565997 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一般社団法人アグリステーション丹波ささやま 代表理事 西尾 雅子 669-2461 兵庫県丹波篠山市小枕93 795565997 丹波(丹健)第1-198 令和3年11月30日 令和9年11月30日 令和3年11月30日
000028 8000185774 mamimumemo BOOKBOOK 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。)明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 足立 光洋 丹波(丹健)第1-199 令和3年12月2日 令和9年2月28日 令和3年12月2日
000028 8000185813 ノームフィールズ 669-3626 丹波市氷上町清住186-2 795711002 漬物製造業 一般 平松 由香子 丹波(丹健)第12-6 令和3年12月2日 令和10年2月29日 令和3年12月2日
000028 8000185872 ninmari marche 669-2434 丹波篠山市殿町470 菓子製造業 一般 黒瀬 まり 丹波(丹健)第3-51 令和3年12月3日 令和10年2月29日 令和3年12月3日
000028 8000186305 おやつ晴レノ日 669-2711 丹波篠山市栗柄306-2 菓子製造業 一般 西村 未来 丹波(丹健)第3-52 令和3年12月13日 令和10年2月29日 令和3年12月13日
000028 8000186354 前畑農産 669-3152 丹波市山南町北和田1054 795760219 菓子製造業 一般 藤原 隆男 丹波(丹健)第3-53 令和3年12月15日 令和10年2月29日 令和3年12月15日
000028 8000186488 スナック　さくら 669-3312 丹波市柏原町田路28-1柏原Jタウンテナント10号 795868757 飲食店営業(4)その他 一般 安井 エドナ 丹波(丹健)第1-200 令和3年12月20日 令和10年2月29日 令和3年12月20日
000028 8000186496 アグリステーション丹波ささやま 669-2461 丹波篠山市小枕93 795565997 菓子製造業 一般 一般社団法人アグリステーション丹波ささやま 代表理事 西尾 雅子 669-2461 兵庫県丹波篠山市小枕93 795565997 丹波(丹健)第3-54 令和3年12月21日 令和10年2月29日 令和3年12月21日
000028 8000186497 アグリステーション丹波ささやま 669-2461 丹波篠山市小枕93 795565997 そうざい製造業 一般 一般社団法人アグリステーション丹波ささやま 代表理事 西尾 雅子 669-2461 兵庫県丹波篠山市小枕93 795565997 丹波(丹健)第9-15 令和3年12月21日 令和10年2月29日 令和3年12月21日
000028 8000186552 丹波ＰＩＺＺＡ　ＫＩＴＣＨＥＮ　のこのこ 669-4124 丹波市春日町野上野983 そうざい製造業 一般 株式会社ＢＡＮＣＯ 代表取締役 平安 弘英 661-0953 兵庫県尼崎市東園田町5-47-10 675025373 丹波(丹健)第9-16 令和3年12月22日 令和10年2月29日 令和3年12月22日
000028 8000186553 きっと 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 西井 由美 丹波(丹健)第1-202 令和3年12月22日 令和9年2月28日 令和3年12月22日
000028 8000186589 前畑農産 669-3152 丹波市山南町北和田1054 795760219 漬物製造業 一般 藤原 隆男 丹波(丹健)第12-7 令和3年12月24日 令和10年2月29日 令和3年12月24日
000028 8000186590 前畑農産 669-3152 丹波市山南町北和田1054 795760219 そうざい製造業 一般 藤原 隆男 丹波(丹健)第9-18 令和3年12月24日 令和10年2月29日 令和3年12月24日
000028 8000186623 そば処　大名草庵 669-3822 丹波市青垣町大名草1003 795875205 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木村 良恵 丹波(丹健)第1-203 令和3年12月24日 令和9年2月28日 令和3年12月24日
000028 8000186624 そば処　大名草庵 669-3822 丹波市青垣町大名草1003 795875205 そうざい製造業 一般 木村 良恵 丹波(丹健)第9-17 令和3年12月24日 令和9年2月28日 令和3年12月24日
000028 8000186625 そば処　大名草庵 669-3822 丹波市青垣町大名草1003 795875205 麺類製造業 一般 木村 良恵 丹波(丹健)第17-1 令和3年12月24日 令和9年2月28日 令和3年12月24日
000028 8000186626 つち万 669-2336 丹波篠山市魚屋町45 飲食店営業(4)その他 一般 西村 万寿雄 丹波(丹健)第1-204 令和3年12月24日 令和10年2月29日 令和3年12月24日
000028 8000186728 ポテキチ 669-2544 丹波篠山市草ノ上305 菓子製造業 一般 小﨑 慎也 丹波(丹健)第3-56 令和3年12月28日 令和10年2月29日 令和3年12月28日
000028 8000186881 和食さと　氷上店 669-3465 丹波市氷上町横田301-2 795885088 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 サトフードサービス株式会社 代表取締役 重里 政彦 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13大阪国際ビルディング30階 672223104 丹波(丹健)第1-205 令和4年1月11日 令和10年2月29日 令和4年1月11日
000028 8000186945 薪窯ピザとジェラート　オモト 669-2513 丹波篠山市福住366 飲食店営業(4)その他 一般 尾本 直久 丹波(丹健)第1-206 令和4年1月14日 令和10年2月29日 令和4年1月14日
000028 8000186949 Fika 669-2732 丹波篠山市上板井318 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松田 陽子 丹波(丹健)第1-207 令和4年1月17日 令和10年2月29日 令和4年1月17日
000028 8000186950 Fika 669-2732 丹波篠山市上板井318 菓子製造業 一般 松田 陽子 丹波(丹健)第3-57 令和4年1月17日 令和10年2月29日 令和4年1月17日
000028 8000187018 シミュレーションゴルフパートナー 669-4125 丹波市春日町多田39 795711762 飲食店営業(4)その他 一般 笹川 一太郎 丹波(丹健)第1-210 令和4年1月20日 令和10年2月29日 令和4年1月20日
000028 8000187019 マクドナルド氷上店 669-3465 丹波市氷上町横田136-4 795824110 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＺＥＮ 代表取締役 善光 晋 669-3465 兵庫県丹波市氷上町横田136-4 795824110 丹波(丹健)第1-212 令和4年1月20日 令和11年2月28日 令和4年1月20日
000028 8000187074 珈琲豆誠 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 佐藤 誠一 丹波(丹健)第1-215 令和4年1月25日 令和9年2月28日 令和4年1月25日
000028 8000187077 和食さと　氷上店 669-3465 丹波市氷上町横田301-2 795885088 食肉販売業 一般 サトフードサービス株式会社 代表取締役 重里 政彦 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町2-3-13大阪国際ビルディング30階 672223104 丹波(丹健)第27-9 令和4年1月25日 令和10年2月29日 令和4年1月25日
000028 8000187125 お野菜カフェ＆菓子工房ｓａｎｎａｎ 669-3144 丹波市山南町奥175-21 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小村 敦美 丹波(丹健)第1-220 令和4年1月27日 令和10年2月29日 令和4年1月27日
000028 8000187150 農事組合法人 楽らく農園 669-2432 丹波篠山市八上内92-6 菓子製造業 一般 農事組合法人楽らく農園 代表理事 宮城 京子 669-2432 兵庫県丹波篠山市八上内92-6 795525194 丹波(丹健)第3-63 令和4年1月31日 令和10年2月29日 令和4年1月31日
000028 8000187151 農事組合法人 楽らく農園 669-2432 丹波篠山市八上内92-6 そうざい製造業 一般 農事組合法人楽らく農園 代表理事 宮城 京子 669-2432 兵庫県丹波篠山市八上内92-6 795525194 丹波(丹健)第9-19 令和4年1月31日 令和10年2月29日 令和4年1月31日
000028 8000187152 農事組合法人 楽らく農園 669-2432 丹波篠山市八上内92-6 みそ又はしょうゆ製造業 一般 農事組合法人楽らく農園 代表理事 宮城 京子 669-2432 兵庫県丹波篠山市八上内92-6 795525194 丹波(丹健)第11-2 令和4年1月31日 令和10年2月29日 令和4年1月31日
000028 8000187173 ジコモＦａｒｍ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 杉田 かなえ 丹波(丹健)第1-222 令和4年1月31日 令和9年2月28日 令和4年1月31日
000028 8000187220 ＴＷＩＮＫＬＥ ＳＵＧＡＲ 669-3614 丹波市氷上町下新庄36-1 菓子製造業 一般 株式会社タカ 代表取締役 西田 康雄 669-3614 兵庫県丹波市氷上町下新庄36-1 795823430 丹波(丹健)第3-68 令和4年2月3日 令和10年2月29日 令和4年2月3日
000028 8000187227 black beans 669-2726 丹波篠山市黒田852-1 菓子製造業 一般 株式会社ＡＧＲＩ　ＳＴＲＥＥＴ 代表取締役 大坂 宇津実 669-2726 兵庫県丹波篠山市黒田59-1 5037491831 丹波(丹健)第3-69 令和4年2月3日 令和10年2月29日 令和4年2月3日
000028 8000187270 Ｋｕｗａ　Ｍｏｎｐｅ（クワモンペ） 669-2443 丹波篠山市曽地中586-7 795563920 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｔ．Ｅ．Ｄ 代表取締役 榎本 陵 669-2443 兵庫県丹波篠山市曽地中586-7 795563920 丹波(丹健)第1-227 令和4年2月4日 令和10年2月29日 令和4年2月4日
000028 8000187278 ＨＬＡＦＤＩＧＥ 669-2703 丹波篠山市桑原1236 795505898 漬物製造業 一般 伊藤 真美 丹波(丹健)第12-8 令和4年2月4日 令和10年2月29日 令和4年2月4日
000028 8000187294 ステーキハウス松葉 669-3461 丹波市氷上町市辺589-3 795823755 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松場 かおり 丹波(丹健)第1-230 令和4年2月8日 令和10年2月29日 令和4年2月8日
000028 8000187295 ゆめタウン丹波（そうざいコーナー菓子） 669-3467 丹波市氷上町本郷300 795828500 菓子製造業 一般 株式会社イズミ 代表取締役 山西 泰明 732-0057 広島県広島市東区二葉の里3-3-1 822643211 丹波(丹健)第3-71 令和4年2月8日 令和11年2月28日 令和4年2月8日
000028 8000187321 ａｍ×ｃｌｏｓ　ｋｉｔｃｈｅｎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 一般社団法人ａｍ・ａｍ 代表理事 八尾 由江 669-3602 兵庫県丹波市氷上町常楽1137-5 795885701 丹波(丹健)第1-232 令和4年2月10日 令和9年2月28日 令和4年2月10日
000028 8000187496 くろまめ六夢叶・初田屋 669-2325 丹波篠山市河原町125 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 酒井 香代 丹波(丹健)第1-241 令和4年2月21日 令和10年2月29日 令和4年2月21日
000028 8000187503 丹波カリイ　食堂東中 669-4272 丹波市春日町東中1209-2 795885153 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ヴァイラス 代表取締役 家辺 安世 669-4271 兵庫県丹波市春日町東中1209-2 795885153 丹波(丹健)第1-243 令和4年2月21日 令和10年2月29日 令和4年2月21日
000028 8000187574 モーモーカフェ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社guuDhaarthaa 代表取締役 朴 良華 669-2343 兵庫県丹波篠山市風深228 795541772 丹波(丹健)第1-245 令和4年2月28日 令和9年2月28日 令和4年2月28日
000028 8000187640 ㈱喜作 669-3309 丹波市柏原町柏原77-1 795721044 菓子製造業 一般 株式会社喜作 代表取締役 足立 陽次 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原77-1 795721044 丹波(丹健)第3-76 令和4年3月2日 令和10年5月31日 令和4年3月2日
000028 8000187672 素滋食堂 669-2123 丹波篠山市古市14 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＴＯＨＳＡ 代表取締役 佐田 祥毅 669-2123 兵庫県丹波篠山市古市14 丹波(丹健)第1-247 令和4年3月4日 令和10年5月31日 令和4年3月4日
000028 8000187673 素滋食堂 669-2123 丹波篠山市古市14 菓子製造業 一般 株式会社ＴＯＨＳＡ 代表取締役 佐田 祥毅 669-2123 兵庫県丹波篠山市古市14 丹波(丹健)第3-77 令和4年3月4日 令和10年5月31日 令和4年3月4日
000028 8000187693 she′s NUNU 669-3572 丹波市氷上町谷村13 飲食店営業(4)その他 一般 鶴井 紗恵 丹波(丹健)第1-248 令和4年3月4日 令和10年5月31日 令和4年3月4日
000028 8000187694 she′s NUNU 669-3572 丹波市氷上町谷村13 菓子製造業 一般 鶴井 紗恵 丹波(丹健)第3-78 令和4年3月4日 令和10年5月31日 令和4年3月4日
000028 8000187706 俺の駅 669-3803 丹波市青垣町西芦田983-2 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社climb 代表取締役 開 利秋 572-0065 大阪府寝屋川市対馬江西町20-4 728394387 丹波(丹健)第1-249 令和4年3月4日 令和10年5月31日 令和4年3月4日
000028 8000187749 道の駅｢丹波おばあちゃんの里｣ジェラート 669-4131 丹波市春日町七日市710 795703001 飲食店営業(4)その他 一般 丹波ふるさと振興株式会社 代表取締役 柳川 拓三 669-4131 兵庫県丹波市春日町七日市710 795703001 丹波(丹健)第1-250 令和4年3月8日 令和11年5月31日 令和4年3月8日
000028 8000187809 黒豆屋 669-2322 丹波篠山市呉服町59-17 795522258 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｒａｉｎ Ｔｈｅｎ Ｓｕｎｎｙ 代表取締役 大上 郷聡 540-0022 大阪府大阪市中央区糸屋町1-3-9 669458118 丹波(丹健)第1-251 令和4年3月14日 令和10年5月31日 令和4年3月14日
000028 8000187810 黒豆屋 669-2322 丹波篠山市呉服町59-17 795522258 そうざい製造業 一般 株式会社Ｒａｉｎ Ｔｈｅｎ Ｓｕｎｎｙ 代表取締役 大上 郷聡 540-0022 大阪府大阪市中央区糸屋町1-3-9 669458118 丹波(丹健)第9-20 令和4年3月14日 令和10年5月31日 令和4年3月14日
000028 8000187853 ダイニング　福 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 谷村 直美 丹波(丹健)第1-252 令和4年3月14日 令和9年5月31日 令和4年3月14日
000028 8000187870 幸甚縁 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 藤原 明広 丹波(丹健)第1-253 令和4年3月15日 令和10年5月31日 令和4年3月15日
000028 8000187881 まるきん 669-3834 丹波市青垣町中佐治690-2 795880230 飲食店営業(4)その他 一般 堀 ひろ代 丹波(丹健)第1-254 令和4年3月17日 令和10年5月31日 令和4年3月17日
000028 8000187902 おやまの食堂　ぎんもくせい 669-2162 丹波篠山市今田町黒石203-11 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 中園 千夏 丹波(丹健)第1-255 令和4年3月18日 令和10年5月31日 令和4年3月18日
000028 8000187905 いっぷく農園 669-2163 丹波篠山市今田町本荘757 菓子製造業 一般 廣畑 昌江 丹波(丹健)第3-79 令和4年3月17日 令和10年5月31日 令和4年3月17日
000028 8000187906 道の駅丹波おばあちゃんの里春日物販館トイレ前 669-4131 丹波市春日町七日市710 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第25-3 令和4年3月17日 令和10年5月31日 令和4年3月17日
000028 8000187907 道の駅丹波おばあちゃんの里春日物販館駐車場側 669-4131 丹波市春日町七日市710 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第25-4 令和4年3月17日 令和10年5月31日 令和4年3月17日
000028 8000187983 イタリアンレストラン　テッラドーノ 669-4337 丹波市市島町酒梨153 795854755 アイスクリーム類製造業 一般 羽生 裕行 丹波(丹健)第20-6 令和4年3月22日 令和10年5月31日 令和4年3月22日
000028 8000188018 韓cafe+kitchen mil holic 669-3309 丹波市柏原町柏原659 795789888 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 みすづ 丹波(丹健)第1-256 令和4年3月22日 令和10年5月31日 令和4年3月22日
000028 8000188033 焼とり　枯たん 669-3312 丹波市柏原町田路61-4 飲食店営業(4)その他 一般 常吉 志郎 丹波(丹健)第1-257 令和4年3月23日 令和10年5月31日 令和4年3月23日
000028 8000188035 ポプラの家 669-3309 丹波市柏原町柏原4283-4 795730501 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-0005 東京都千代田区丸の内2-7-3 332873611 丹波(丹健)第1-258 令和4年3月23日 令和11年5月31日 令和4年3月23日
000028 8000188069 おやまの食堂　ぎんもくせい 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 中園 千夏 丹波(丹健)第1-259 令和4年3月23日 令和9年5月31日 令和4年3月23日
000028 8000188087 Ｒｅｖｅ 669-2332 丹波篠山市北新町48-13 795520794 菓子製造業 一般 田中 夢津来 丹波(丹健)第3-80 令和4年3月24日 令和10年5月31日 令和4年3月24日
000028 8000188099 ばあばのお惣菜店 669-2345 丹波篠山市東岡屋108-4石田第1ビル2号室 795565673 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 丹波(丹健)第1-260 令和4年3月25日 令和10年5月31日 令和4年3月25日
000028 8000188100 ヒトハタ農園リトルバリスタコーヒーロースターズ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 山本 晋也 丹波(丹健)第1-261 令和4年3月24日 令和9年5月31日 令和4年3月24日
000028 8000188140 蕎麦切　ゆる里 669-2151 丹波篠山市今田町今田3-16 795973723 麺類製造業 一般 前田 直人 丹波(丹健)第17-2 令和4年3月28日 令和10年5月31日 令和4年3月28日
000028 8000188141 篠山ビーフカレー　ＴＡＫＩ 669-2332 丹波篠山市北新町114-5 795556138 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中林 克仁 丹波(丹健)第1-262 令和4年3月28日 令和10年5月31日 令和4年3月28日
000028 8000188150 山路園 669-3145 丹波市山南町野坂181-1 795705007 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小野マルタマフーズ株式会社 代表取締役 畑 昭身 675-1367 兵庫県小野市敷地町1412-1 794631110 丹波(丹健)第1-263 令和4年3月29日 令和11年5月31日 令和4年3月29日
000028 8000188189 湯あみ里山公園　pucapuca　commune 669-2704 丹波篠山市遠方41-1 795920211 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 公益財団法人大谷教育文化振興財団 代表理事 大谷 壽一 662-0951 兵庫県西宮市川西町13-10 798372103 丹波(丹健)第1-264 令和4年3月30日 令和10年5月31日 令和4年3月30日
000028 8000188190 湯あみ里山公園　pucapuca　commune 669-2704 丹波篠山市遠方41-1 795920211 菓子製造業 一般 公益財団法人大谷教育文化振興財団 代表理事 大谷 壽一 662-0951 兵庫県西宮市川西町13-10 798372103 丹波(丹健)第3-81 令和4年3月30日 令和10年5月31日 令和4年3月30日
000028 8000188363 Cafe173 669-2603 丹波篠山市福井1469-4 飲食店営業(4)その他 一般 アウル株式会社 代表取締役 吉田 夏樹 666-0151 兵庫県川西市美山台1-3-80 727953356 丹波(丹健)第1-1 令和4年4月5日 令和10年5月31日 令和4年4月5日
000028 8000188390 ほほえみ畑 669-4252 丹波市春日町下三井庄1467 みそ又はしょうゆ製造業 一般 三井 昭子 丹波(丹健)第8-1 令和4年4月8日 令和10年5月31日 令和4年4月8日
000028 8000188391 ほほえみ畑 669-4252 丹波市春日町下三井庄1467 漬物製造業 一般 三井 昭子 丹波(丹健)第9-1 令和4年4月8日 令和10年5月31日 令和4年4月8日
000028 8000188413 Cafe ＆ Bake Kururi 669-2513 丹波篠山市福住367 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 原田 久美子 丹波(丹健)第1-3 令和4年4月12日 令和10年5月31日 令和4年4月12日
000028 8000188414 Cafe ＆ Bake Kururi 669-2513 丹波篠山市福住367 菓子製造業 一般 原田 久美子 丹波(丹健)第2-1 令和4年4月12日 令和10年5月31日 令和4年4月12日
000028 8000188433 黒豆屋 669-2322 丹波篠山市呉服町59-17 795522258 菓子製造業 一般 株式会社Ｒａｉｎ Ｔｈｅｎ Ｓｕｎｎｙ 代表取締役 大上 郷聡 540-0022 大阪府大阪市中央区糸屋町1-3-9 669458118 丹波(丹健)第2-2 令和4年4月12日 令和10年5月31日 令和4年4月12日
000028 8000188497 ＨＩＮＥＭＯＳ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 蘆田 真博 丹波(丹健)第1-5 令和4年4月18日 令和9年5月31日 令和4年4月18日
000028 8000188518 やい亭氷上店 669-3309 丹波市柏原町柏原3046 食肉販売業 一般 氷上酒販株式会社 代表取締役 荻野 繁 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原3046 795720274 丹波(丹健)第23-2 令和4年4月18日 令和10年5月31日 令和4年4月18日
000028 8000188546 やい亭　篠山店 669-2202 丹波篠山市東吹365-1 795902989 食肉販売業 一般 氷上酒販株式会社 代表取締役 荻野 繁 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原3046 795720274 丹波(丹健)第23-3 令和4年4月19日 令和10年5月31日 令和4年4月19日
000028 8000188552 おやつ晴レノ日 669-2711 丹波篠山市栗柄306-2 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 西村 未来 丹波(丹健)第1-11 令和4年4月19日 令和10年5月31日 令和4年4月19日
000028 8000188556 や～とこせ～ 669-2303 丹波篠山市瀬利92-3 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 關口 則秋 丹波(丹健)第1-10 令和4年4月19日 令和10年5月31日 令和4年4月19日
000028 8000188561 unity 669-4124 丹波市春日町野上野1320-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 芦田 卓海 丹波(丹健)第1-12 令和4年4月21日 令和10年5月31日 令和4年4月21日
000028 8000188589 温森館 669-3309 丹波市柏原町柏原1370-1 795731578 飲食店営業(4)その他 一般 西垣 光世 丹波(丹健)第1-16 令和4年4月21日 令和10年5月31日 令和4年4月21日
000028 8000188592 町家ギャラリー　Ｒｕｒｉ 669-3309 丹波市柏原町柏原291-1 795721608 飲食店営業(4)その他 一般 酒井 るい子 丹波(丹健)第1-15 令和4年4月21日 令和10年5月31日 令和4年4月21日
000028 8000188598 農家体感施設○ 669-4132 丹波市春日町野村212-2 795740820 菓子製造業 一般 株式会社丹波婦木農場 代表取締役 婦木 克則 669-4132 兵庫県丹波市春日町野村83 795740820 丹波(丹健)第2-4 令和4年4月22日 令和10年5月31日 令和4年4月22日
000028 8000188600 丹波チーズ工房ＳＨＯＰ 669-4132 丹波市春日町野村212-2 795740820 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社丹波婦木農場 代表取締役 婦木 克則 669-4132 兵庫県丹波市春日町野村83 795740820 丹波(丹健)第1-20 令和4年4月22日 令和10年5月31日 令和4年4月22日
000028 8000188602 ｍｏｎｏｉｌｅ 669-3305 丹波市柏原町下小倉549-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉竹 宏泰 丹波(丹健)第1-17 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 8000188603 ｍｏｎｏｉｌｅ 669-3305 丹波市柏原町下小倉549-2 菓子製造業 一般 吉竹 宏泰 丹波(丹健)第2-3 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 8000188610 カフェ　ファンズ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 大原 貴祐 丹波(丹健)第1-19 令和4年4月22日 令和9年5月31日 令和4年4月22日
000028 8000188614 Heart beats coffee 669-3309 丹波市柏原町柏原3252-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岸上 将博 丹波(丹健)第1-21 令和4年4月22日 令和10年5月31日 令和4年4月22日
000028 8000188615 Heart beats coffee 669-3309 丹波市柏原町柏原3252-1 菓子製造業 一般 岸上 将博 丹波(丹健)第2-5 令和4年4月22日 令和10年5月31日 令和4年4月22日
000028 8000188636 アンジェ 669-3465 丹波市氷上町横田622-1氷上ﾌｧｰｽﾄﾎﾃﾙ1F 795825887 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 竹内 麻里子 丹波(丹健)第1-22 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 8000188638 ＳＮＡＣＫ　Ｍ 669-3601 丹波市氷上町成松514 795826203 飲食店営業(4)その他 一般 吉見 美和子 丹波(丹健)第1-24 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 8000188639 みのり 669-3812 丹波市青垣町小倉893-2 795871168 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 芦田 均 丹波(丹健)第1-25 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 8000188641 マルク 669-3606 丹波市氷上町上成松210-2 795820527 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 隠岐 八千代 丹波(丹健)第1-23 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 8000188665 ひなたぼっこカフェ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 今井 頼子 丹波(丹健)第1-26 令和4年4月26日 令和9年5月31日 令和4年4月26日
000028 8000188711 たこ焼き　多幸松 669-2141 丹波篠山市今田町下立杭220まるまつ窯　駐車場 飲食店営業(4)その他 露店40L 赤松 晋次 丹波(丹健)第1-31 令和4年4月27日 令和9年5月31日 令和4年4月27日
000028 8000188750 餃子助丸加工場 669-3152 丹波市山南町北和田200-1 そうざい製造業 一般 株式会社日本グロワーズ 代表取締役 堂本 幸信 669-3157 兵庫県丹波市山南町和田1070 795761188 丹波(丹健)第6-2 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 8000188751 餃子助丸丹波本店 669-3144 丹波市山南町奥190-5 795700831 そうざい製造業 一般 株式会社日本グロワーズ 代表取締役 堂本 幸信 669-3157 兵庫県丹波市山南町和田1070 795761188 丹波(丹健)第6-3 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 8000188771 社会福祉法人恩鳥福祉会　ポプラの家 669-3309 丹波市柏原町柏原4283-4 795730501 そうざい製造業 一般 社会福祉法人恩鳥福祉会 理事長 谷口 進一 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原4283-36 795730501 丹波(丹健)第6-1 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 8000188772 株式会社ティー・ユー・ティー　てらミート 669-3144 丹波市山南町奥182-9 795705100 食肉処理業 一般 株式会社ティー・ユー・ティー 代表取締役 清水 正和 669-3144 兵庫県丹波市山南町奥182-9 795705100 丹波(丹健)第22-2 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 8000188775 山内農産 669-4262 丹波市春日町栢野469 そうざい製造業 一般 山内 宏之 丹波(丹健)第6-4 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 8000188778 合同会社農や 669-3401 丹波市春日町山田505 漬物製造業 一般 合同会社農や 代表社員 津田 慎士 669-3401 兵庫県丹波市春日町山田505 795711983 丹波(丹健)第9-2 令和4年5月2日 令和10年5月31日 令和4年5月2日



000028 8000188877 Ｔａｋｅ５ 669-2732 丹波篠山市上板井908 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 武長 伸一郎 丹波(丹健)第1-40 令和4年5月10日 令和10年5月31日 令和4年5月10日
000028 8000188887 ablabo. 669-3573 丹波市氷上町油利272 食用油脂製造業 一般 蔦木 由佳 丹波(丹健)第4-1 令和4年5月10日 令和10年5月31日 令和4年5月10日
000028 8000188923 兵庫県立篠山産業高等学校　食品加工室 669-2341 丹波篠山市郡家403-1 795521194 密封包装食品製造業 一般 兵庫県立篠山産業高等学校 校長 大久保 隆 669-2341 兵庫県丹波篠山市郡家403-1 795521194 丹波(丹健)第15-1 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 8000188924 正子のキッチン 669-2308 丹波篠山市和田32-2 菓子製造業 一般 石田 正子 丹波(丹健)第2-8 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 8000188932 いちご畑 669-4141 丹波市春日町黒井1573-1 795740887 菓子製造業 一般 林 トクヨ 丹波(丹健)第2-7 令和4年5月12日 令和10年5月31日 令和4年5月12日
000028 8000188941 秋月堂 669-2122 丹波篠山市波賀野新田162 菓子製造業 一般 秋月 聖子 丹波(丹健)第2-9 令和4年5月12日 令和10年5月31日 令和4年5月12日
000028 8000188950 青山台ゴルフ倶楽部　レストラン 669-2308 丹波篠山市和田32-1 795588705 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ワンハート 代表取締役 岡元 茂則 665-0822 兵庫県宝塚市安倉中5-25-1 663114886 丹波(丹健)第1-48 令和4年5月13日 令和10年5月31日 令和4年5月13日
000028 8000189010 篠山ビーフ　西村牧場 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 西村 大作 丹波(丹健)第1-53 令和4年5月17日 令和9年5月31日 令和4年5月17日
000028 8000189059 藤森芳酵堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 藤森 由香 丹波(丹健)第1-54 令和4年5月20日 令和9年5月31日 令和4年5月20日
000028 8000189061 レストイン　デカンショ 669-2114 丹波篠山市油井196-5 795950577 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前田 勝治 丹波(丹健)第1-55 令和4年5月20日 令和10年5月31日 令和4年5月20日
000028 8000189075 いっぽし 669-3312 丹波市柏原町田路28-1柏原Ｊタウンテナント3号 795732273 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 杉上 知之 丹波(丹健)第1-56 令和4年5月24日 令和10年5月31日 令和4年5月24日
000028 8000189112 Ｍａｙｉｍ　Ｍａｙｉｍ 669-2513 丹波篠山市福住323 飲食店営業(4)その他 一般 扇 舞夢 丹波(丹健)第1-57 令和4年5月24日 令和10年5月31日 令和4年5月24日
000028 8000189117 髙坂鶏農園 669-2701 丹波篠山市川阪218 795920372 食肉処理業 一般 株式会社髙坂鶏農園 代表取締役 髙坂 由起子 622-0451 京都府船井郡京丹波町下大久保畑ケセ65-1 795920372 丹波(丹健)第22-2 令和4年5月24日 令和10年5月31日 令和4年5月24日
000028 8000189118 株式会社ゼネラルウォーターサービス 669-3142 丹波市山南町村森751-1 795772339 清涼飲料水製造業 一般 株式会社ゼネラルウォーターサービス 代表取締役 黒田 憲明 669-3142 兵庫県丹波市山南町村森751-1 795770228 丹波(丹健)第3-1 令和4年5月24日 令和10年5月31日 令和4年5月24日
000028 8000189145 archi pelago 669-2123 丹波篠山市古市193-1 795951071 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小菅 庸喜 丹波(丹健)第1-59 令和4年5月26日 令和10年5月31日 令和4年5月26日
000028 8000189183 青垣町あざみ菜生産加工組合 669-3803 丹波市青垣町西芦田541-1 795872158 漬物製造業 一般 農事組合法人青垣町あざみ菜生産加工組合 代表理事 芦田 秀明 669-3803 兵庫県丹波市青垣町西芦田541-1 795872158 丹波(丹健)第9-3 令和4年5月30日 令和10年5月31日 令和4年5月30日
000028 8000189208 あずき工房 669-4272 丹波市春日町東中1425 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 柳田 貴和子 丹波(丹健)第1-60 令和4年5月30日 令和10年5月31日 令和4年5月30日
000028 8000189209 あずき工房 669-4272 丹波市春日町東中1425 菓子製造業 一般 柳田 貴和子 丹波(丹健)第2-13 令和4年5月30日 令和10年5月31日 令和4年5月30日
000028 8000189268 株式会社小田垣商店 669-2323 丹波篠山市立町19 795522369 菓子製造業 一般 株式会社小田垣商店 代表取締役 小田垣 昇 669-2323 兵庫県丹波篠山市立町9 795522369 丹波(丹健)第2-14 令和4年6月1日 令和10年8月31日 令和4年6月1日
000028 8000189272 株式会社阪本屋 669-2323 丹波篠山市立町101-1 795521018 漬物製造業 一般 株式会社阪本屋 代表取締役 阪本 和成 669-2323 兵庫県丹波篠山市立町101-1 795521018 丹波(丹健)第9-4 令和4年6月1日 令和10年8月31日 令和4年6月1日
000028 8000189285 shirahi 669-2726 丹波篠山市黒田471-3 菓子製造業 一般 河村 知佳 丹波(丹健)第2-15 令和4年6月2日 令和10年8月31日 令和4年6月2日
000028 8000189323 Earth Color Garden 669-2434 丹波篠山市殿町470 そうざい製造業 一般 株式会社やがて 代表取締役 黒瀬 啓介 669-2332 兵庫県丹波篠山市北新町39-13 丹波(丹健)第6-5 令和4年6月7日 令和10年8月31日 令和4年6月7日
000028 8000189350 きこりのこ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市及び明石市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店80L 一般社団法人One Three 代表理事 髙見 忠寿 669-4317 兵庫県丹波市市島町上牧703 795868177 丹波(丹健)第1-61 令和4年6月8日 令和9年8月31日 令和4年6月8日
000028 8000189455 woods.b　おくものお菓子屋さん 669-2603 丹波篠山市福井155-2 菓子製造業 一般 森本 武史 丹波(丹健)第2-16 令和4年6月15日 令和10年8月31日 令和4年6月15日
000028 8000189462 カラオケ喫茶歌今翔 669-3311 丹波市柏原町母坪402-1 795885608 飲食店営業(4)その他 一般 塚松 辰雄 丹波(丹健)第1-62 令和4年6月15日 令和10年8月31日 令和4年6月15日
000028 8000189482 こいずみ 669-2702 丹波篠山市本郷1266 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷掛 美津子 丹波(丹健)第1-63 令和4年6月17日 令和10年8月31日 令和4年6月17日
000028 8000189495 一寸ぼうし 669-2202 丹波篠山市東吹505 795943303 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ロジスティクス・プラス 代表取締役 669-2204 兵庫県丹波篠山市杉305-1 795941377 丹波(丹健)第1-65 令和4年6月20日 令和10年8月31日 令和4年6月20日
000028 8000189515 珈琲焙煎屋台134 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 伊藤 いさよ 丹波(丹健)第1-64 令和4年6月21日 令和9年8月31日 令和4年6月21日
000028 8000189526 株式会社いづも庵 669-3606 丹波市氷上町上成松235-2 菓子製造業 一般 株式会社いづも庵 代表取締役 福田 縁 669-3461 兵庫県丹波市氷上町市辺361-1 795824073 丹波(丹健)第2-17 令和4年6月22日 令和10年8月31日 令和4年6月22日
000028 8000189551 丹波パスタスタイル 669-3312 丹波市柏原町田路114-5柏原バイパスタウン 795702577 麺類製造業 一般 藤原 啓史 丹波(丹健)第14-1 令和4年6月23日 令和10年8月31日 令和4年6月23日
000028 8000189566 井上商事株式会社　兵庫工場 669-4322 丹波市市島町上田字位川原520-2 795852561 密封包装食品製造業 一般 井上商事株式会社 代表取締役 井上 敬策 563-0022 大阪府池田市旭丘2-12-16 664535251 丹波(丹健)第15-2 令和4年6月23日 令和10年8月31日 令和4年6月23日
000028 8000189626 高山茶園 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 高山 茂樹 丹波(丹健)第1-66 令和4年6月28日 令和9年8月31日 令和4年6月28日
000028 8000189629 ほのか 669-3311 丹波市柏原町母坪431-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡本 恵美子 丹波(丹健)第1-67 令和4年6月29日 令和10年8月31日 令和4年6月29日
000028 8000189636 花わらび 669-2332 丹波篠山市北新町95-2 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社２Ｋ２ 代表取締役 飯田 晃祐 671-1531 兵庫県揖保郡太子町立岡440-5-4 792751530 丹波(丹健)第1-68 令和4年6月30日 令和10年8月31日 令和4年6月30日
000028 8000189675 福知山淑徳高等学校 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 学校法人淑徳学林 理事長 山口 剛 620-0936 京都府福知山市正明寺36-10 丹波(丹健)第1-69 令和4年7月1日 令和9年8月31日 令和4年7月1日
000028 8000189683 cafe genten 669-3801 丹波市青垣町東芦田981 795870169 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社マルダイ工業 代表取締役 蘆田 祐二 669-3801 兵庫県丹波市青垣町東芦田2267 795870375 丹波(丹健)第1-70 令和4年7月1日 令和10年8月31日 令和4年7月1日
000028 8000189694 mamimumemo BOOKBOOK 669-3641 丹波市氷上町絹山86 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 足立 真美 丹波(丹健)第1-71 令和4年7月5日 令和10年8月31日 令和4年7月5日
000028 8000189695 mamimumemo BOOKBOOK 669-3641 丹波市氷上町絹山86 菓子製造業 一般 足立 真美 丹波(丹健)第2-18 令和4年7月5日 令和10年8月31日 令和4年7月5日
000028 8000189696 mamimumemo BOOKBOOK 669-3641 丹波市氷上町絹山86 清涼飲料水製造業 一般 足立 真美 丹波(丹健)第3-2 令和4年7月5日 令和10年8月31日 令和4年7月5日
000028 8000189708 丹波篠山食品加工場 669-2824 丹波篠山市北野63 水産製品製造業 一般 株式会社アリーヌ・インターナショナル・ジャパン 代表取締役 永井 宏治 562-0035 大阪府箕面市船場東1-11-16Y'sピア箕面船場7F 727369766 丹波(丹健)第27-1 令和4年7月5日 令和10年8月31日 令和4年7月5日
000028 8000189717 REDQUEEN 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社しょろぢ屋 代表取締役 正呂地 優喜 669-3465 兵庫県丹波市氷上町横田706-2 5035573557 丹波(丹健)第1-72 令和4年7月7日 令和9年8月31日 令和4年7月7日
000028 8000189744 Ｔａｃｏｍａ食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社Ｒａｉｎ Ｔｈｅｎ Ｓｕｎｎｙ 代表取締役 大上 郷聡 540-0022 大阪府大阪市中央区糸屋町1-3-9 669458118 丹波(丹健)第1-73 令和4年7月8日 令和9年8月31日 令和4年7月8日
000028 8000189757 フレンチ食堂 pas a pas 669-2132 丹波篠山市今田町上小野原136-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 水野 美佐 丹波(丹健)第1-74 令和4年7月11日 令和10年8月31日 令和4年7月11日
000028 8000189765 Sun Rice Kitchen 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 村上 悟 丹波(丹健)第1-77 令和4年7月12日 令和9年8月31日 令和4年7月12日
000028 8000189776 マコトヤ 669-3157 丹波市山南町和田259-1 飲食店営業(4)その他 一般 横谷 小百合 丹波(丹健)第1-78 令和4年7月12日 令和10年8月31日 令和4年7月12日
000028 8000189830 株式会社丹波姫もみじ 669-3572 丹波市氷上町谷村1812-10 795826333 食肉処理業 一般 株式会社丹波姫もみじ 代表取締役 柳川瀬 正夫 669-3104 兵庫県丹波市山南町畑内17-4 795770520 丹波(丹健)第22-4 令和4年7月14日 令和10年8月31日 令和4年7月14日
000028 8000189846 Hiokitchen 669-2441 丹波篠山市日置144 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 黒川 昌子 丹波(丹健)第1-80 令和4年7月19日 令和10年8月31日 令和4年7月19日
000028 8000189847 Hiokitchen 669-2441 丹波篠山市日置144 菓子製造業 一般 黒川 昌子 丹波(丹健)第2-19 令和4年7月19日 令和10年8月31日 令和4年7月19日
000028 8000189849 みけと草花 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 黒川 昌子 丹波(丹健)第1-81 令和4年7月19日 令和9年8月31日 令和4年7月19日
000028 8000189850 ペッパーまきの 669-3306 丹波市柏原町北中473 漬物製造業 一般 西野 裕子 丹波(丹健)第9-5 令和4年7月14日 令和10年8月31日 令和4年7月14日
000028 8000189853 ひなたぼっこカフェ 669-4344 丹波市市島町上鴨阪853-2 795789610 みそ又はしょうゆ製造業 一般 今井 頼子 丹波(丹健)第8-2 令和4年7月14日 令和10年8月31日 令和4年7月14日
000028 8000189894 旨辛Lab.美膳香坊 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社かつの縁 代表取締役 竹内 章 660-0884 兵庫県尼崎市神田中通2-28 664119297 丹波(丹健)第1-83 令和4年7月20日 令和9年8月31日 令和4年7月20日
000028 8000189912 かふぇいなぽんて 669-2331 丹波篠山市二階町58 795525555 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アクト篠山 代表取締役 圓増 亮介 669-2332 兵庫県丹波篠山市北新町97 795526668 丹波(丹健)第1-85 令和4年7月21日 令和10年8月31日 令和4年7月21日
000028 8000189913 大正ロマン館ろまんてい 669-2332 丹波篠山市北新町97 795526668 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社アクト篠山 代表取締役 圓増 亮介 669-2332 兵庫県丹波篠山市北新町97 795526668 丹波(丹健)第1-84 令和4年7月21日 令和10年8月31日 令和4年7月21日
000028 8000189915 古城 669-2331 丹波篠山市二階町55-2 795523591 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平岡 富行 丹波(丹健)第1-86 令和4年7月21日 令和10年8月31日 令和4年7月21日
000028 8000189936 株式会社やながわ　特産加工場 669-4124 丹波市春日町野上野889-1 795740010 そうざい製造業 一般 株式会社やながわ 代表取締役 柳川 拓三 669-4124 兵庫県丹波市春日町野上野209-1 795740010 丹波(丹健)第6-6 令和4年7月22日 令和10年8月31日 令和4年7月22日
000028 8000189942 くつろぎ古民家まめ猫 669-2333 丹波篠山市南新町84-1 795588478 菓子製造業 一般 中町 結紀 丹波(丹健)第2-21 令和4年7月22日 令和10年8月31日 令和4年7月22日
000028 8000189944 ゆめタウンときわどう 669-3467 丹波市氷上町本郷300 795828145 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 辻 康信 丹波(丹健)第1-90 令和4年7月22日 令和10年8月31日 令和4年7月22日
000028 8000189945 なかじま 669-3464 丹波市氷上町石生49-1 795827630 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中島 幸一 丹波(丹健)第1-91 令和4年7月22日 令和10年8月31日 令和4年7月22日
000028 8000189962 手打ちそば　木琴 669-3146 丹波市山南町南中115-6 麺類製造業 一般 前川 美希 丹波(丹健)第14-2 令和4年7月25日 令和10年8月31日 令和4年7月25日
000028 8000189963 手打ちそば　木琴 669-3146 丹波市山南町南中115-6 菓子製造業 一般 佐藤 勉 丹波(丹健)第2-22 令和4年7月25日 令和10年8月31日 令和4年7月25日
000028 8000189964 手打ちそば　木琴 669-3146 丹波市山南町南中115-6 密封包装食品製造業 一般 佐藤 勉 丹波(丹健)第15-3 令和4年7月25日 令和10年8月31日 令和4年7月25日
000028 8000189973 ミート西紀 669-2723 丹波篠山市口阪本375-1 795931223 食肉処理業 一般 株式会社多紀ミート 代表取締役 酒井 正徳 669-2723 兵庫県丹波篠山市口阪本375-1 795931223 丹波(丹健)第22-5 令和4年7月25日 令和10年8月31日 令和4年7月25日
000028 8000189975 ローソン篠山古市店 669-2123 丹波篠山市古市168-1 795905988 飲食店営業(4)その他 一般 後藤 浩喜 丹波(丹健)第1-95 令和4年7月25日 令和11年8月31日 令和4年7月25日
000028 8000190018 カヤブキノシタ 669-2325 丹波篠山市河原町93-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井上 弘子 丹波(丹健)第1-98 令和4年7月26日 令和10年8月31日 令和4年7月26日
000028 8000190043 ジュノン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社ジュノン 代表取締役 山本 和寿 651-1302 兵庫県神戸市北区藤原台中町4-19-7 785976283 丹波(丹健)第1-99 令和4年7月28日 令和9年8月31日 令和4年7月28日
000028 8000190092 バラエティミート西紀　古市店 669-2103 丹波篠山市波賀野906 795951281 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社多紀ミート 代表取締役 酒井 正徳 669-2723 兵庫県丹波篠山市口阪本375-1 795931223 丹波(丹健)第1-103 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日
000028 8000190098 居酒屋みよ子 669-4323 丹波市市島町梶原1131-3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 荒木 美代子 丹波(丹健)第1-105 令和4年8月1日 令和10年8月31日 令和4年8月1日
000028 8000190129 肉の丹波屋 669-4141 丹波市春日町黒井892 食肉販売業 一般 株式会社肉の丹波屋 代表取締役 上見 智 669-4141 兵庫県丹波市春日町黒井892 丹波(丹健)第23-7 令和4年8月3日 令和10年8月31日 令和4年8月3日
000028 8000190130 肉の丹波屋 669-3301 丹波市柏原町南多田472-1 795721129 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社肉の丹波屋 代表取締役 上見 智 669-4141 兵庫県丹波市春日町黒井892 丹波(丹健)第1-108 令和4年8月3日 令和10年8月31日 令和4年8月3日
000028 8000190131 肉の丹波屋 669-3301 丹波市柏原町南多田472-1 795721129 食肉販売業 一般 株式会社肉の丹波屋 代表取締役 上見 智 669-4141 兵庫県丹波市春日町黒井892 丹波(丹健)第23-8 令和4年8月3日 令和10年8月31日 令和4年8月3日
000028 8000190132 肉の丹波屋 669-3301 丹波市柏原町南多田472-1 795721129 そうざい製造業 一般 株式会社肉の丹波屋 代表取締役 上見 智 669-4141 兵庫県丹波市春日町黒井892 丹波(丹健)第6-7 令和4年8月3日 令和10年8月31日 令和4年8月3日
000028 8000190148 パン工房　フクミミ 669-3642 丹波市氷上町香良297 菓子製造業 一般 和泉 雄三 丹波(丹健)第2-24 令和4年8月3日 令和10年8月31日 令和4年8月3日
000028 8000190155 丹波ポタジェ 669-4123 丹波市春日町多利649 菓子製造業 一般 古賀 三尋 丹波(丹健)第2-25 令和4年8月8日 令和10年8月31日 令和4年8月8日
000028 8000190158 アトリエ時遊 669-3131 丹波市山南町谷川2324-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 塩満 美幸 丹波(丹健)第1-110 令和4年8月8日 令和9年8月31日 令和4年8月8日
000028 8000190165 たこ太郎 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 笹川 一太郎 丹波(丹健)第1-111 令和4年8月5日 令和9年8月31日 令和4年8月5日
000028 8000190177 しろやま交流館 669-4141 丹波市春日町黒井4-8 795703139 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 黒井地区自治協議会 会長 山川 茂則 669-4141 兵庫県丹波市春日町黒井4-8 795703139 丹波(丹健)第1-115 令和4年8月5日 令和10年8月31日 令和4年8月5日
000028 8000190181 舞鶴若狭自動車道　西紀サービスエリア上り線  (外売店) 669-2736 丹波篠山市西木之部字江ノ田ノ坪 795931291 飲食店営業(4)その他 一般 光明興業株式会社 代表取締役 段 正峰 542-0076 大阪府大阪市中央区難波4-2-1 666318055 丹波(丹健)第1-116 令和4年8月8日 令和10年8月31日 令和4年8月8日
000028 8000190205 丹波ささやま農業協同組合　味土里館 669-2202 丹波篠山市東吹942-1 795901185 飲食店営業(4)その他 一般 丹波ささやま農業協同組合 代表理事組合長 澤本 辰夫 669-2212 兵庫県丹波篠山市大沢438-1 795941121 丹波(丹健)第1-118 令和4年8月9日 令和10年8月31日 令和4年8月9日
000028 8000190207 バザールタウン篠山２Ｆ寿司加工場 669-2204 丹波篠山市杉265 795943000 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0045 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第1-119 令和4年8月9日 令和10年8月31日 令和4年8月9日
000028 8000190234 INAEMON pottery studio & cafe 669-2141 丹波篠山市今田町下立杭341-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上中 剛司 丹波(丹健)第1-120 令和4年8月12日 令和10年8月31日 令和4年8月12日
000028 8000190259 麺家　七兵衛 669-3151 丹波市山南町草部239 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 四海 正道 丹波(丹健)第1-121 令和4年8月15日 令和10年8月31日 令和4年8月15日
000028 8000190266 酒処　花菱にて 669-3464 丹波市氷上町石生2552 飲食店営業(4)その他 露店40L 吉住 忠芳 丹波(丹健)第1-123 令和4年8月15日 令和9年8月31日 令和4年8月15日
000028 8000190326 HAPPY HAPPY HAPPY 669-3309 丹波市柏原町柏原2631-1柏原サニーコート 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ウエキ 代表取締役 植木 隆好 669-3309 兵庫県丹波市柏原町柏原72 795720046 丹波(丹健)第1-126 令和4年8月22日 令和10年8月31日 令和4年8月22日
000028 8000190384 little kitchen 669-3309 丹波市柏原町柏原1173-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 伊佐美 丹波(丹健)第1-127 令和4年8月24日 令和10年8月31日 令和4年8月24日
000028 8000190385 旨辛Lab.美膳香坊 669-2222 丹波篠山市味間南1007-1 菓子製造業 一般 株式会社かつの縁 代表取締役 竹内 章 660-0884 兵庫県尼崎市神田中通2-28 664119297 丹波(丹健)第2-27 令和4年8月24日 令和10年8月31日 令和4年8月24日
000028 8000190386 旨辛Lab.美膳香坊 669-2222 丹波篠山市味間南1007-1 そうざい製造業 一般 株式会社かつの縁 代表取締役 竹内 章 660-0884 兵庫県尼崎市神田中通2-28 664119297 丹波(丹健)第6-8 令和4年8月24日 令和10年8月31日 令和4年8月24日
000028 8000190421 サービス付き高齢者向け住宅　グリーンリーフ 669-4132 丹波市春日町野村1996 795885527 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 医療法人社団紀洋会 理事長 岡本 のぶ子 669-2202 兵庫県丹波篠山市東吹1015-1 795941616 丹波(丹健)第1-130 令和4年8月26日 令和10年8月31日 令和4年8月26日
000028 8000190466 みんなの家あじま 669-2221 丹波篠山市西古佐546 795941240 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 畑中 真一 丹波(丹健)第1-131 令和4年8月30日 令和10年8月31日 令和4年8月30日
000028 8000190467 一般社団法人 襷農園 669-2461 丹波篠山市小枕655-1 795067625 菓子製造業 一般 一般社団法人襷農園 代表理事 橋元 工 669-2461 兵庫県丹波篠山市小枕655-1 795067625 丹波(丹健)第2-28 令和4年8月30日 令和10年8月31日 令和4年8月30日
000028 8000190472 有限会社スタジオーネ 669-3603 丹波市氷上町西中493-1 795829200 そうざい製造業 一般 有限会社スタジオーネ 代表取締役 山下 龍哉 669-3603 兵庫県丹波市氷上町西中493-1 795829200 丹波(丹健)第6-9 令和4年8月31日 令和10年8月31日 令和4年8月31日
000028 8000190533 珈琲店ＥＱＵＡＴＯＲ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 河野 遼太 丹波(丹健)第1-132 令和4年9月2日 令和9年11月30日 令和4年9月2日
000028 8000190536 ジュノン 669-2222 丹波篠山市味間南300-5 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ジュノン 代表取締役 山本 和寿 651-1302 兵庫県神戸市北区藤原台中町4-19-7 785976283 丹波(丹健)第1-133 令和4年9月2日 令和10年11月30日 令和4年9月2日
000028 8000190539 丹波ＰＩＺＺＡ　ＫＩＴＣＨＥＮ　のこのこ 669-4124 丹波市春日町野上野983 795867092 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＢＡＮＣＯ 代表取締役 平安 弘英 661-0953 兵庫県尼崎市東園田町5-47-10 675025373 丹波(丹健)第1-134 令和4年9月2日 令和10年11月30日 令和4年9月2日
000028 8000190560 ＦＯＧＭＯＧ 669-2422 丹波篠山市後川上1013-3 飲食店営業(4)その他 一般 小倉 義之 丹波(丹健)第1-135 令和4年9月2日 令和9年11月30日 令和4年9月2日
000028 8000190581 フレンチ食堂 pas a pas 669-2132 丹波篠山市今田町上小野原136-1 菓子製造業 一般 水野 美佐 丹波(丹健)第2-30 令和4年9月8日 令和10年11月30日 令和4年9月8日
000028 8000190617 アサギマダラ（蝶の里） 669-2443 丹波篠山市曽地中1549 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 井関 武子 丹波(丹健)第1-136 令和4年9月9日 令和10年11月30日 令和4年9月9日
000028 8000190620 炭焼笑店 陽 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社炭焼笑店陽 代表取締役 行友 裕二 550-0014 大阪府大阪市西区北堀江2-16-14 665759828 丹波(丹健)第1-137 令和4年9月9日 令和9年11月30日 令和4年9月9日
000028 8000190658 株式会社村上廣治商店 669-3464 丹波市氷上町石生1048-2 795826824 菓子製造業 一般 株式会社村上廣治商店 代表取締役 村上 一郎 669-3464 兵庫県丹波市氷上町石生1048-2 795826824 丹波(丹健)第2-31 令和4年9月13日 令和10年11月30日 令和4年9月13日
000028 8000190659 株式会社村上廣治商店 669-3464 丹波市氷上町石生1048-2 795826824 そうざい製造業 一般 株式会社村上廣治商店 代表取締役 村上 一郎 669-3464 兵庫県丹波市氷上町石生1048-2 795826824 丹波(丹健)第6-11 令和4年9月13日 令和10年11月30日 令和4年9月13日
000028 8000190680 篠山ビーフカレーＴＡＫＩ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 795556138 飲食店営業(4)その他 自動車40L 中林 克仁 丹波(丹健)第1-138 令和4年9月14日 令和9年11月30日 令和4年9月14日
000028 8000190685 ｅｖｅｒＨｅｒｂ 669-2105 丹波篠山市犬飼147 飲食店営業(4)その他 一般 林 尚司 丹波(丹健)第1-139 令和4年9月14日 令和10年11月30日 令和4年9月14日
000028 8000190737 そらをあおぐ 669-2421 丹波篠山市後川新田315 795066074 食肉販売業 一般 Ｗａｎｏ株式会社 代表取締役 野田 威一郎 150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-24-2 368249351 丹波(丹健)第23-10 令和4年9月21日 令和10年11月30日 令和4年9月21日
000028 8000190738 そらをあおぐ 669-2421 丹波篠山市後川新田315 795066074 魚介類販売業 一般 Ｗａｎｏ株式会社 代表取締役 野田 威一郎 150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-24-2 368249351 丹波(丹健)第25-4 令和4年9月21日 令和10年11月30日 令和4年9月21日
000028 8000190739 そらをあおぐ 669-2421 丹波篠山市後川新田315 795066074 そうざい製造業 一般 Ｗａｎｏ株式会社 代表取締役 野田 威一郎 150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-24-2 368249351 丹波(丹健)第6-12 令和4年9月21日 令和10年11月30日 令和4年9月21日
000028 8000190898 おやこのしぜんあそび　GREEN BASE 669-2803 丹波篠山市大山上922 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ゆめちょ不動産株式会社 代表取締役 宮野 菜穂美 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通7-10-7-203 丹波(丹健)第1-140 令和4年9月30日 令和10年11月30日 令和4年9月30日
000028 8000190899 おやこのしぜんあそび　GREEN BASE 669-2803 丹波篠山市大山上922 菓子製造業 一般 ゆめちょ不動産株式会社 代表取締役 宮野 菜穂美 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通7-10-7-203 丹波(丹健)第2-32 令和4年9月30日 令和10年11月30日 令和4年9月30日
000028 8000190900 タカブルカリ― 669-2341 丹波篠山市郡家423-6木材会館２Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松浦 昂信 丹波(丹健)第1-141 令和4年9月30日 令和10年11月30日 令和4年9月30日
000028 8000190915 おやつ屋　まいちゃん 669-2231 丹波篠山市住吉台92-6 菓子製造業 一般 森井 真衣 丹波(丹健)第2-33 令和4年10月3日 令和10年11月30日 令和4年10月3日
000028 8000190929 茶屋茄子 669-2441 丹波篠山市日置194-4 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 真田 昭治 丹波(丹健)第1-142 令和4年10月4日 令和10年11月30日 令和4年10月4日
000028 8000190946 おみの木 669-2135 丹波篠山市今田町上立杭6-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 市野 哲雄 丹波(丹健)第1-143 令和4年10月5日 令和10年11月30日 令和4年10月5日
000028 8000190962 Gluten Free Bakery369 669-3632 丹波市氷上町井中515-1 菓子製造業 一般 メンデスカワハラ 見尚子 丹波(丹健)第2-35 令和4年10月5日 令和10年11月30日 令和4年10月5日



000028 8000190968 ボーシュマン 669-2532 丹波篠山市小立299 795062358 菓子製造業 一般 堀江 敬貴 丹波(丹健)第2-34 令和4年10月6日 令和10年11月30日 令和4年10月6日
000028 8000191076 丹波 赤鬼ラーメン 669-3467 丹波市氷上町本郷62-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長島 皇貴 丹波(丹健)第1-145 令和4年10月12日 令和10年11月30日 令和4年10月12日
000028 8000191125 ＦＬＯＰＰＹ　ＢＵＲＧＥＲ　ＨＯＵＳＥ 669-3641 丹波市氷上町絹山624-2 795789666 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 池内 亮太 丹波(丹健)第1-146 令和4年10月14日 令和10年11月30日 令和4年10月14日
000028 8000191135 Taco.scratch 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 新田 直生 丹波(丹健)第1-147 令和4年10月14日 令和9年11月30日 令和4年10月14日
000028 8000191186 とり屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 細見 良典 丹波(丹健)第1-148 令和4年10月18日 令和9年11月30日 令和4年10月18日
000028 8000191226 旬菜割烹　ＫＯＵ 669-2345 丹波篠山市東岡屋108-4　石田第一ビル 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 功介 丹波(丹健)第1-150 令和4年10月20日 令和10年11月30日 令和4年10月20日
000028 8000191248 四季酒造株式会社 669-4265 丹波市春日町中山1088 酒類製造業 一般 四季酒造株式会社 代表取締役 井上 巧 669-4265 兵庫県丹波市春日町中山1088 795719006 丹波(丹健)第11-1 令和4年10月20日 令和10年11月30日 令和4年10月20日
000028 8000191250 ｃａｆｅ　Ｆｉｎｅ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店80L 河南 晴喜 丹波(丹健)第1-153 令和4年10月21日 令和9年11月30日 令和4年10月21日
000028 8000191261 合同会社ｕｐｗａｒｄ 669-2205 丹波篠山市網掛407-1 食肉販売業 一般 合同会社ｕｐｗａｒｄ 代表社員 詫摩 隼人 669-2205 兵庫県丹波篠山市網掛407-1 丹波(丹健)第23-11 令和4年10月24日 令和10年11月30日 令和4年10月24日
000028 8000191306 丹波うふふ製菓店 669-3467 丹波市氷上町本郷419 菓子製造業 一般 梅内 日向子 丹波(丹健)第2-39 令和4年10月26日 令和9年11月30日 令和4年10月26日
000028 8000191308 古民家カフェ恐竜樂樂舎 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 太田 誠 丹波(丹健)第1-157 令和4年10月26日 令和9年11月30日 令和4年10月26日
000028 8000191309 丹波ひかみ農業協同組合青垣支店 669-3811 丹波市青垣町佐治114-1 795870460 飲食店営業(4)その他 一般 丹波ひかみ農業協同組合 代表理事組合長 藤原 昌和 669-3461 兵庫県丹波市氷上町市辺440 795820170 丹波(丹健)第1-158 令和4年10月26日 令和10年11月30日 令和4年10月26日
000028 8000191316 やまゆ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社河南勇商店 代表取締役 河南 直樹 669-2221 兵庫県丹波篠山市西古佐954-4 795940803 丹波(丹健)第1-162 令和4年10月27日 令和9年11月30日 令和4年10月27日
000028 8000191348 栗きん豚吉吉 669-4122 丹波市春日町小多利71-2 菓子製造業 一般 吉見 憲明 丹波(丹健)第2-40 令和4年10月28日 令和10年11月30日 令和4年10月28日
000028 8000191350 余田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 余田 康夫 丹波(丹健)第1-166 令和4年10月31日 令和9年11月30日 令和4年10月31日
000028 8000191393 黒べえ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 坂上 小百合 丹波(丹健)第1-167 令和4年11月1日 令和9年11月30日 令和4年11月1日
000028 8000191401 バックドロップコーヒー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 河口 英樹 丹波(丹健)第1-168 令和4年11月4日 令和10年11月30日 令和4年11月4日
000028 8000191407 ｃａｆｆｅ　ａｒｉｅｔｔａ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 西尾 謙二 丹波(丹健)第1-170 令和4年11月4日 令和9年11月30日 令和4年11月4日
000028 8000191416 コミュニティーカフェ　みーつけた 669-2335 丹波篠山市乾新町81-2 795542600 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 特定非営利活動法人いぬいふくし村 理事長 向井 祥隆 669-2335 兵庫県丹波篠山市乾新町82-3 795542600 丹波(丹健)第1-173 令和4年11月4日 令和10年11月30日 令和4年11月4日
000028 8000191417 いぬいふくし村 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 特定非営利活動法人いぬいふくし村 理事長 向井 祥隆 669-2335 兵庫県丹波篠山市乾新町82-3 795543340 丹波(丹健)第1-174 令和4年11月4日 令和9年11月30日 令和4年11月4日
000028 8000191525 和（なごみ） 669-3312 丹波市柏原町田路132-7 795731753 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上田 智紀 丹波(丹健)第1-180 令和4年11月8日 令和10年11月30日 令和4年11月8日
000028 8000191528 株式会社丹波姫もみじ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社丹波姫もみじ 代表取締役 柳川瀬 正夫 669-3104 兵庫県丹波市山南町畑内17-4 795826333 丹波(丹健)第1-181 令和4年11月8日 令和9年11月30日 令和4年11月8日
000028 8000191555 ひとやすみ 669-2133 丹波篠山市今田町下小野原56-4 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 武田 ひとみ 丹波(丹健)第1-182 令和4年11月9日 令和10年11月30日 令和4年11月9日
000028 8000191557 DONO（ドーノ） 669-2143 丹波篠山市今田町釜屋629 795973714 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社遊々 取締役 小川 義人 669-2143 兵庫県丹波篠山市今田町釜屋629 795973714 丹波(丹健)第1-183 令和4年11月9日 令和10年11月30日 令和4年11月9日
000028 8000191568 ８７ｃｏｆｆｅｅ 669-4253 丹波市春日町鹿場323-4 飲食店営業(4)その他 一般 山脇 未希 丹波(丹健)第1-186 令和4年11月10日 令和10年11月30日 令和4年11月10日
000028 8000191656 旅館　浪花館 669-2421 丹波篠山市後川新田228 795563148 飲食店営業(3)旅館 一般 芳本 実 丹波(丹健)第1-189 令和4年11月14日 令和10年11月30日 令和4年11月14日
000028 8000191657 she′s NUNU 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 鶴井 紗恵 丹波(丹健)第1-191 令和4年11月14日 令和9年11月30日 令和4年11月14日
000028 8000191679 カフェ カモット 669-2323 丹波篠山市立町91 795520068 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 加茂前 実 丹波(丹健)第1-193 令和4年11月17日 令和10年11月30日 令和4年11月17日
000028 8000191693 萬松 669-2223 丹波篠山市味間奥1304-2 795940968 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佐貫 聖憲 丹波(丹健)第1-195 令和4年11月16日 令和10年11月30日 令和4年11月16日
000028 8000191694 スナック　カトレア 669-2345 丹波篠山市東岡屋83 795526190 飲食店営業(4)その他 一般 藤井 和枝 丹波(丹健)第1-196 令和4年11月16日 令和10年11月30日 令和4年11月16日
000028 8000191721 ＫＵＲＵＲＩ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 原田 久美子 丹波(丹健)第1-202 令和4年11月17日 令和9年11月30日 令和4年11月17日
000028 8000191722 杉尾農園 669-2455 丹波篠山市宇土522 795941216 そうざい製造業 一般 杉尾 誠 丹波(丹健)第6-16 令和4年11月17日 令和10年11月30日 令和4年11月17日
000028 8000191775 宮東農園 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 宮東 佳子 丹波(丹健)第1-204 令和4年11月21日 令和9年11月30日 令和4年11月21日
000028 8000191788 ヱビスシネマ。 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社コドルニス 代表取締役 近兼 拓史 669-3833 兵庫県丹波市青垣町山垣イ子ノ上1250-2 795789397 丹波(丹健)第1-205 令和4年11月22日 令和9年11月30日 令和4年11月22日
000028 8000191807 自家焙煎珈琲　福寿庵 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 藤井 紀人 丹波(丹健)第1-207 令和4年11月22日 令和9年11月30日 令和4年11月22日
000028 8000191827 酒房東和 669-2545 丹波篠山市小田中255 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 東浦 和美 丹波(丹健)第1-208 令和4年11月24日 令和10年11月30日 令和4年11月24日
000028 8000191828 丹波篠山ファクトリー 669-2711 丹波篠山市栗柄72 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社コックピット 代表取締役 原田 明 662-0874 兵庫県西宮市六軒町11-7 丹波(丹健)第1-209 令和4年11月24日 令和10年11月30日 令和4年11月24日
000028 8000191857 （株）おゝみや本社工場 669-2335 丹波篠山市乾新町40 795520352 食肉処理業 一般 株式会社おゝみや 代表取締役 大見 春樹 669-2335 兵庫県丹波篠山市乾新町40 795520352 丹波(丹健)第22-6 令和4年11月25日 令和10年11月30日 令和4年11月25日
000028 8000191869 TROIS SOEURS 669-4323 丹波市市島町梶原189 飲食店営業(4)その他 一般 宮内 千佳 丹波(丹健)第1-211 令和4年11月28日 令和10年11月30日 令和4年11月28日
000028 8000191870 TROIS SOEURS 669-4323 丹波市市島町梶原189 菓子製造業 一般 宮内 千佳 丹波(丹健)第2-42 令和4年11月28日 令和10年11月30日 令和4年11月28日
000028 8000191887 黒豆の郷 669-2203 丹波篠山市吹新131 795940900 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社丹波篠山食品 代表取締役 中西 幸治 669-2437 兵庫県丹波篠山市糯ケ坪甲38-5 795944470 丹波(丹健)第1-214 令和4年11月28日 令和10年11月30日 令和4年11月28日
000028 8000191888 黒豆の郷 669-2203 丹波篠山市吹新131 795940900 そうざい製造業 一般 株式会社丹波篠山食品 代表取締役 中西 幸治 669-2437 兵庫県丹波篠山市糯ケ坪甲38-5 795944470 丹波(丹健)第6-17 令和4年11月28日 令和10年11月30日 令和4年11月28日
000028 8000191897 Cafe Frontier ACE 669-3309 丹波市柏原町柏原4-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ふじ彩建築塗装株式会社 代表取締役 加藤 教夫 669-4132 兵庫県丹波市春日町野村354-2 795715292 丹波(丹健)第1-213 令和4年11月29日 令和10年11月30日 令和4年11月29日
000028 8000191928 株式会社ダンロップスポーツ市島工場ユーティリティ 669-4323 丹波市市島町梶原5 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第21-1 令和4年11月30日 令和10年11月30日 令和4年11月30日
000028 8000191929 グリーンスマイル 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 植田 千惠 丹波(丹健)第1-215 令和4年11月30日 令和9年11月30日 令和4年11月30日
000028 8000191934 Live Kitchen Ayus（ライブ キッチン アーユス） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社ｇｕｕＤｈａａｒｔｈａａ 代表取締役 朴 良華 669-2343 兵庫県丹波篠山市風深228 795541772 丹波(丹健)第1-216 令和4年11月30日 令和9年11月30日 令和4年11月30日
000028 8000191941 手づくりキッチン　なないろ 669-3312 丹波市柏原町田路28-1 Jタウン柏原1号室 795789716 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 矢本 規夫 丹波(丹健)第1-217 令和4年12月1日 令和11年2月28日 令和4年12月1日
000028 8000191954 ラベラプリンチペッサ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社ＧＯＯＤ 代表取締役 吉森 満穂 669-4132 兵庫県丹波市春日町野村2569-1 795741407 丹波(丹健)第1-218 令和4年12月1日 令和10年2月29日 令和4年12月1日
000028 8000191956 bagel hanako 669-2204 丹波篠山市杉255-1 菓子製造業 一般 久保 理恵 丹波(丹健)第2-43 令和4年12月2日 令和11年2月28日 令和4年12月2日
000028 8000191965 農家八百よろず 669-2435 丹波篠山市小多田1429 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 神谷 圭治 丹波(丹健)第1-219 令和4年12月5日 令和11年2月28日 令和4年12月5日
000028 8000191966 農家八百よろず 669-2435 丹波篠山市小多田1429 みそ又はしょうゆ製造業 一般 神谷 圭治 丹波(丹健)第8-3 令和4年12月5日 令和11年2月28日 令和4年12月5日
000028 8000192025 キッチン　gigi 669-2443 丹波篠山市曽地中1467-1 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 片山 良子 丹波(丹健)第1-220 令和4年12月7日 令和11年2月28日 令和4年12月7日
000028 8000192027 ＬｉＮＫ　３３６ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 荒木 彰 丹波(丹健)第1-221 令和4年12月7日 令和10年2月29日 令和4年12月7日
000028 8000192048 アンブル 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 久保田 洋平 丹波(丹健)第1-222 令和4年12月9日 令和10年2月29日 令和4年12月9日
000028 8000192049 古民家和食　結月 669-2505 丹波篠山市安口79-3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山藤 進 丹波(丹健)第1-223 令和4年12月9日 令和11年2月28日 令和4年12月9日
000028 8000192089 ダイナソーベース 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 一般社団法人Ｘ－ＰＯＲＴ　ＪＡＰＡＮ 代表理事 伊藤 勇矢 658-0082 兵庫県神戸市東灘区魚崎北町5-4-12-103 丹波(丹健)第1-224 令和4年12月13日 令和10年2月29日 令和4年12月13日
000028 8000192090 黒豆の郷 669-2203 丹波篠山市吹新131 795940900 菓子製造業 一般 株式会社丹波篠山食品 代表取締役 中西 幸治 669-2437 兵庫県丹波篠山市糯ケ坪甲38-5 795944470 丹波(丹健)第2-44 令和4年12月13日 令和11年2月28日 令和4年12月13日
000028 8000192091 株式会社丹波篠山大内農場 669-2163 丹波篠山市今田町本荘395 795972517 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社丹波篠山大内農場 代表取締役 大内 正博 669-2163 兵庫県丹波篠山市今田町本荘395 795972517 丹波(丹健)第1-225 令和4年12月13日 令和11年2月28日 令和4年12月13日
000028 8000192092 株式会社丹波篠山大内農場 669-2163 丹波篠山市今田町本荘395 795972517 菓子製造業 一般 株式会社丹波篠山大内農場 代表取締役 大内 正博 669-2163 兵庫県丹波篠山市今田町本荘395 795972517 丹波(丹健)第2-45 令和4年12月13日 令和11年2月28日 令和4年12月13日
000028 8000192113 株式会社丹波篠山かまい農場 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社丹波篠山かまい農場 代表取締役 構井 友洋 669-2145 兵庫県丹波篠山市今田町木津159 795972978 丹波(丹健)第1-226 令和4年12月16日 令和10年2月29日 令和4年12月16日
000028 8000192120 Ｅｓｑｕｅｒｒｅ 669-2141 丹波篠山市今田町下立杭680 795068334 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 野間 貴文 丹波(丹健)第1-227 令和4年12月19日 令和11年2月28日 令和4年12月19日
000028 8000192138 ㈱グルメフーズおゝみや 669-2335 丹波篠山市乾新町40 795520352 食肉製品製造業 一般 株式会社グルメフーズおゝみや 代表取締役 大見 春樹 669-2203 兵庫県丹波篠山市乾新町39-3 795520352 丹波(丹健)第24-1 令和4年12月20日 令和11年2月28日 令和4年12月20日
000028 8000192152 俺の屋台　どこいく？ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 堀川 直人 丹波(丹健)第1-228 令和4年12月20日 令和10年2月29日 令和4年12月20日
000028 8000192190 ＢＩＳＴＲＯ　ＶＩＶＡＣＥ 669-2342 丹波篠山市西町31-6 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 坪内 貫 丹波(丹健)第1-229 令和4年12月23日 令和11年2月28日 令和4年12月23日
000028 8000192278 なんでもや 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 芦田 一平 丹波(丹健)第1-230 令和5年1月11日 令和10年2月29日 令和5年1月11日
000028 8000192290 モモンガ食堂 669-2534 丹波篠山市上筱見388 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 加古 佳与子 丹波(丹健)第1-232 令和5年1月12日 令和11年2月28日 令和5年1月12日
000028 8000192323 麺や 志 Shirusu 669-3301 丹波市柏原町南多田472-1バザールタウン丹波3号室 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＳＨＩＲＵＳＵ 代表取締役 板野 志津香 620-0054 京都府福知山市末広町1-10　スタジオーネ福知山202号 丹波(丹健)第1-234 令和5年1月17日 令和11年2月28日 令和5年1月17日
000028 8000192325 古民家　神池 669-4312 丹波市市島町北奥1062-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 南 良文 丹波(丹健)第1-233 令和5年1月17日 令和11年2月28日 令和5年1月17日
000028 8000192360 カミネド 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 林 徹 丹波(丹健)第1-235 令和5年1月19日 令和10年2月29日 令和5年1月19日
000028 8000192396 カフェ はるべ 669-4123 丹波市春日町多利2467 795741150 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 畑 英文 丹波(丹健)第1-239 令和5年1月23日 令和11年2月28日 令和5年1月23日
000028 8000192398 セブン・イレブン丹波春日黒井店 669-4141 丹波市春日町黒井2215 795743011 飲食店営業(4)その他 一般 古村 章 丹波(丹健)第1-240 令和5年1月23日 令和11年2月28日 令和5年1月23日
000028 8000192400 たかぎ 669-4252 丹波市春日町下三井庄1174 菓子製造業 一般 高木 喜美恵 丹波(丹健)第2-46 令和5年1月23日 令和10年2月29日 令和5年1月23日
000028 8000192437 Bar Ace 669-4133 丹波市春日町平松390-1 飲食店営業(4)その他 一般 太田 茜 丹波(丹健)第1-243 令和5年1月25日 令和11年2月28日 令和5年1月25日
000028 8000192447 実のや 669-3309 丹波市柏原町柏原1442-2 795885372 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 酒井 陽平 丹波(丹健)第1-245 令和5年1月26日 令和11年2月28日 令和5年1月26日
000028 8000192456 丹波ひかみ農業協同組合 669-3461 丹波市氷上町市辺440 795820170 飲食店営業(4)その他 一般 丹波ひかみ農業協同組合 代表理事組合長 藤原 昌和 669-3461 兵庫県丹波市氷上町市辺440 795820170 丹波(丹健)第1-246 令和5年1月27日 令和11年2月28日 令和5年1月27日
000028 8000192457 丹波ひかみ農業協同組合本店 669-3461 丹波市氷上町市辺440 795820170 みそ又はしょうゆ製造業 一般 丹波ひかみ農業協同組合 代表理事組合長 藤原 昌和 669-3461 兵庫県丹波市氷上町市辺440 795820170 丹波(丹健)第8-4 令和5年1月27日 令和11年2月28日 令和5年1月27日
000028 8000192458 玉川食品 669-2331 丹波篠山市二階町55-1 795520078 菓子製造業 一般 東門 正宣 丹波(丹健)第2-49 令和5年1月27日 令和11年2月28日 令和5年1月27日
000028 8000192459 玉川食品 669-2331 丹波篠山市二階町55-1 795520078 そうざい製造業 一般 東門 正宣 丹波(丹健)第6-49 令和5年1月27日 令和11年2月28日 令和5年1月27日
000028 8000192460 パンのプー 669-2331 丹波篠山市二階町57-1 菓子製造業 一般 久村 正博 丹波(丹健)第2-48 令和5年1月27日 令和11年2月28日 令和5年1月27日
000028 8000192471 里山ホテル　かねのね丹波 669-3304 丹波市柏原町上小倉370 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社Ｔｒｕｔｈ 代表取締役 笹西 真理 541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町3-2-15瓦町ウサミビル7F 642563820 丹波(丹健)第1-247 令和5年1月27日 令和11年2月28日 令和5年1月27日
000028 8000192472 里山ホテル　かねのね丹波 669-3304 丹波市柏原町上小倉370 菓子製造業 一般 株式会社Ｔｒｕｔｈ 代表取締役 笹西 真理 541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町3-2-15瓦町ウサミビル7F 642563820 丹波(丹健)第2-50 令和5年1月27日 令和11年2月28日 令和5年1月27日
000028 8000192545 Ｈｏｖｅｌ　Ｋｕｓａｙａｍａ 669-2703 丹波篠山市桑原1236 795505898 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 伊藤 宏晃 丹波(丹健)第1-249 令和5年2月3日 令和11年2月28日 令和5年2月3日
000028 8000192599 丹波篠山　雪岡市郎兵衛洋菓子舗 669-2336 丹波篠山市魚屋町13-1 795587686 菓子製造業 一般 雪岡 孝征 丹波(丹健)第2-51 令和5年2月7日 令和11年2月28日 令和5年2月7日
000028 8000192636 Earth Color Garden 669-2434 丹波篠山市殿町470 菓子製造業 一般 株式会社やがて 代表取締役 黒瀬 啓介 669-2332 兵庫県丹波篠山市北新町39-13 丹波(丹健)第2-54 令和5年2月9日 令和11年2月28日 令和5年2月9日
000028 8000192668 みたけの里舎 669-2308 丹波篠山市和田41 795521616 密封包装食品製造業 一般 有限会社みたけの里舎 代表取締役 石田 英正 669-2308 兵庫県丹波篠山市和田41 795521616 丹波(丹健)第15-5 令和5年2月13日 令和11年2月28日 令和5年2月13日
000028 8000192671 美幸 669-2204 丹波篠山市杉271-3 飲食店営業(4)その他 一般 山本 学 丹波(丹健)第1-254 令和5年2月13日 令和11年2月28日 令和5年2月13日
000028 8000192687 ときわ堂 669-3602 丹波市氷上町常楽572-2 795821177 菓子製造業 一般 辻 和久 丹波(丹健)第2-56 令和5年2月13日 令和11年2月28日 令和5年2月13日
000028 8000192714 倉商店 669-2422 丹波篠山市後川上358 795562558 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 倉 守 丹波(丹健)第1-256 令和5年2月15日 令和11年2月28日 令和5年2月15日
000028 8000192725 ラベラ・プリンチペッサ 669-4132 丹波市春日町野村2567-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＧＯＯＤ 代表取締役 吉森 満穂 669-4132 兵庫県丹波市春日町野村2569-1 795741407 丹波(丹健)第1-257 令和5年2月16日 令和11年2月28日 令和5年2月16日
000028 8000192726 ラベラ・プリンチペッサ 669-4132 丹波市春日町野村2567-1 アイスクリーム類製造業 一般 株式会社ＧＯＯＤ 代表取締役 吉森 満穂 669-4132 兵庫県丹波市春日町野村2569-1 795741407 丹波(丹健)第16-2 令和5年2月16日 令和11年2月28日 令和5年2月16日
000028 8000192766 おやまの食堂　ぎんもくせい 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 中園 千夏 丹波(丹健)第1-259 令和5年2月17日 令和10年2月29日 令和5年2月17日
000028 8000192803 大内農園 669-3812 丹波市青垣町小倉777 漬物製造業 一般 大内 明子 丹波(丹健)第9-6 令和5年2月21日 令和11年2月28日 令和5年2月21日
000028 8000192804 大内農園 669-3812 丹波市青垣町小倉777 みそ又はしょうゆ製造業 一般 大内 明子 丹波(丹健)第8-5 令和5年2月21日 令和11年2月28日 令和5年2月21日
000028 8000192805 大内農園 669-3812 丹波市青垣町小倉777 密封包装食品製造業 一般 大内 明子 丹波(丹健)第15-6 令和5年2月21日 令和11年2月28日 令和5年2月21日
000028 8000192834 奥栄 669-2369 丹波篠山市藤岡奥492ｰ5 795524441 食肉販売業 一般 藤井 陽子 丹波(丹健)第23-15 令和5年2月22日 令和11年2月28日 令和5年2月22日
000028 8000192835 奥栄 669-2369 丹波篠山市藤岡奥599 795524441 食肉処理業 一般 藤井 陽子 丹波(丹健)第22-7 令和5年2月22日 令和11年2月28日 令和5年2月22日
000028 8000192843 あだちのたこ焼き 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 足立産業株式会社 代表取締役 井本 亮子 669-3631 兵庫県丹波市氷上町賀茂670 795822058 丹波(丹健)第1-269 令和5年2月24日 令和10年2月29日 令和5年2月24日
000028 8000192846 古里商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 山本 幹和 丹波(丹健)第1-265 令和5年2月27日 令和10年2月29日 令和5年2月27日
000028 8000192848 古里商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 押領司 健一郎 丹波(丹健)第1-266 令和5年2月27日 令和10年2月29日 令和5年2月27日
000028 8000192850 古里商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 古里 和生 丹波(丹健)第1-267 令和5年2月27日 令和10年2月29日 令和5年2月27日
000028 8000192851 古里商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 古里 絵美 丹波(丹健)第1-268 令和5年2月27日 令和10年2月29日 令和5年2月27日
000028 8000192912 シャトレーゼ氷上店 669-3466 丹波市氷上町稲継74-1 795885857 菓子製造業 一般 株式会社Ｇ－７・オート・サービス 代表取締役 野口 真一 654-0161 兵庫県神戸市須磨区弥栄台2-1-3 787977701 丹波(丹健)第2-58 令和5年3月2日 令和12年5月31日 令和5年3月2日
000028 8000192916 絵画サロン　Riquin　1103 669-3301 丹波市柏原町南多田663-7 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橋本 ひとみ 丹波(丹健)第1-272 令和5年2月28日 令和11年2月28日 令和5年2月28日
000028 8000192930 カフェアン・ヴェルヴ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 新谷 哲一 丹波(丹健)第1-273 令和5年2月28日 令和10年2月29日 令和5年2月28日
000028 8000192963 cafe やまんなか 669-4311 丹波市市島町戸平273 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 栁川 雅宏 丹波(丹健)第1-274 令和5年3月3日 令和11年5月31日 令和5年3月3日
000028 8000192965 串焼き鮎 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 川井 建太朗 丹波(丹健)第1-275 令和5年3月3日 令和10年5月31日 令和5年3月3日
000028 8000192966 ツブツブアイス・かき氷 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 水野 里香 丹波(丹健)第1-279 令和5年3月3日 令和10年5月31日 令和5年3月3日
000028 8000192967 串焼き 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 三崎 忠 丹波(丹健)第1-276 令和5年3月3日 令和10年5月31日 令和5年3月3日
000028 8000192968 わらびもちドリンク 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 稲岡 幸子 丹波(丹健)第1-280 令和5年3月3日 令和10年5月31日 令和5年3月3日
000028 8000192969 チーズボール 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 竹村 修平 丹波(丹健)第1-277 令和5年3月3日 令和10年5月31日 令和5年3月3日
000028 8000192970 くし焼き 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 多田 篤 丹波(丹健)第1-278 令和5年3月3日 令和10年5月31日 令和5年3月3日
000028 8000192971 つぶつぶアイス・かき氷 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 壷井 智子 丹波(丹健)第1-281 令和5年3月3日 令和10年5月31日 令和5年3月3日



000028 8000192972 からあげ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 安田 大介 丹波(丹健)第1-282 令和5年3月3日 令和10年5月31日 令和5年3月3日
000028 8000192997 きりん亭 669-3464 丹波市氷上町石生1023 795714606 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川本 千都子 丹波(丹健)第1-283 令和5年3月6日 令和11年5月31日 令和5年3月6日
000028 8000192998 パンつくろ 669-3574 丹波市氷上町朝阪280-2 菓子製造業 一般 谷池 康子 丹波(丹健)第2-59 令和5年3月6日 令和11年5月31日 令和5年3月6日
000028 8000193031 神楽の郷交流センター 669-3821 丹波市青垣町桧倉414-5 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一般財団法人神楽自治振興会 代表理事 目賀多 茂 669-3826 兵庫県丹波市青垣町文室338 795875808 丹波(丹健)第1-284 令和5年3月8日 令和11年5月31日 令和5年3月8日
000028 8000193042 画廊アートカフェ木津 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 伴 直子 丹波(丹健)第1-285 令和5年3月8日 令和10年5月31日 令和5年3月8日
000028 8000193093 そらをあおぐ 669-2421 丹波篠山市後川新田315 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 Ｗａｎｏ株式会社 代表取締役 野田 威一郎 150-0022 東京都渋谷区恵比寿南1-24-2 368249351 丹波(丹健)第1-286 令和5年3月10日 令和11年5月31日 令和5年3月10日
000028 8000193132 キャリー焼菓子店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 藤本 理恵 丹波(丹健)第1-287 令和5年3月14日 令和10年5月31日 令和5年3月14日
000028 8000193144 700小食堂 669-2345 丹波篠山市東岡屋108-4石田第一ビル1F1号室 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 劉 星 丹波(丹健)第1-288 令和5年3月14日 令和11年5月31日 令和5年3月14日
000028 8000193154 荻野牧場 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 荻野 翔太 丹波(丹健)第1-289 令和5年3月15日 令和10年5月31日 令和5年3月15日
000028 8000193170 画廊アートカフェ木津 669-2145 丹波篠山市今田町木津867 菓子製造業 一般 伴 直子 丹波(丹健)第2-60 令和5年3月15日 令和11年5月31日 令和5年3月15日
000028 8000193196 mani e 669-2411 丹波篠山市辻594 795064548 そうざい製造業 一般 森田 耕司 丹波(丹健)第6-20 令和5年3月16日 令和11年5月31日 令和5年3月16日
000028 8000193197 mani e 669-2411 丹波篠山市辻594 795064548 みそ又はしょうゆ製造業 一般 森田 耕司 丹波(丹健)第8-6 令和5年3月16日 令和11年5月31日 令和5年3月16日
000028 8000193198 mani e 669-2411 丹波篠山市辻594 795064548 菓子製造業 一般 森田 耕司 丹波(丹健)第2-61 令和5年3月16日 令和11年5月31日 令和5年3月16日
000028 8000193222 うりの郷(上等カレー丹波店･みんなの焼肉屋さん  もぶたん･カラオケ歌里坊 柏原店) 669-3301 丹波市柏原町南多田493-1 795725005 食肉販売業 一般 新聞総合企画有限会社 取締役 田中 英輝 669-1346 兵庫県三田市上相野186-4 795600444 丹波(丹健)第23-16 令和5年3月16日 令和11年5月31日 令和5年3月16日
000028 8000193229 ショウケイ企創 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 田中 将敬 丹波(丹健)第1-291 令和5年3月17日 令和10年5月31日 令和5年3月17日
000028 8000193237 ＭＡＧＮＵＭ　ＣＯＦＦＥＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社香 代表取締役 古荘 かをり 669-2434 兵庫県丹波篠山市殿町166 795090217 丹波(丹健)第1-290 令和5年3月17日 令和10年5月31日 令和5年3月17日
000028 8000193275 ヤマザキショップおぎの 669-4265 丹波市春日町中山511-1 795750322 飲食店営業(4)その他 一般 荻野 幸一朗 丹波(丹健)第1-293 令和5年3月20日 令和11年5月31日 令和5年3月20日
000028 8000193286 tanoshic resort 西紀荘 669-2704 丹波篠山市遠方122-1 795920045 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社西紀荘 代表取締役 水口 義人 669-2704 兵庫県丹波篠山市遠方122-1 795920045 丹波(丹健)第1-292 令和5年3月20日 令和11年5月31日 令和5年3月20日
000028 8000193304 ほっぺいろ 669-3461 丹波市氷上町市辺204-1 飲食店営業(4)その他 露店80L 朝治 久美子 丹波(丹健)第1-294 令和5年3月22日 令和11年5月31日 令和5年3月22日
000028 8000193357 日進製作所市島工場外休憩所 669-4301 丹波市市島町下竹田3118 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4-25-24 665359024 丹波(丹健)第21-2 令和5年3月24日 令和11年5月31日 令和5年3月24日
000028 8000193380 S-food 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社新翔工業 代表取締役 新井 雄次 624-0945 京都府舞鶴市喜多393-5 丹波(丹健)第1-295 令和5年3月27日 令和10年5月31日 令和5年3月27日
000028 8000193430 丹波篠山　樂々 （ららく） 669-2223 丹波篠山市味間奥594-4 菓子製造業 一般 樂膳株式会社 代表取締役 吉本 博次 661-0975 兵庫県尼崎市下坂部2-23-2 674949894 丹波(丹健)第2-62 令和5年3月29日 令和11年5月31日 令和5年3月29日
000028 8000193433 中島大祥堂　丹波本店 669-3309 丹波市柏原町柏原448 795730160 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社中島大祥堂 代表取締役 中島 慎介 577-0824 大阪府東大阪市大蓮東4-12-45 729901120 丹波(丹健)第1-296 令和5年3月29日 令和11年5月31日 令和5年3月29日
000028 8000193469 アウトドアショップ　ＳＡＴＯＲＹ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社サロンテリア大林 代表取締役 細見 勇人 669-2331 兵庫県丹波篠山市二階町17 795524487 丹波(丹健)第1-297 令和5年3月29日 令和10年5月31日 令和5年3月29日
000028 8000193549 人と地球にやさしいごはんやさん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 田島 彩央李 丹波(丹健)第1-1 令和5年4月4日 令和10年5月31日 令和5年4月4日
000028 8000193560 ヒロちゃん栗園　ＤＥ　八百屋さん 669-3574 丹波市氷上町朝阪273-5 795868133 密封包装食品製造業 一般 山本 浩子 丹波(丹健)第15-1 令和5年4月5日 令和11年5月31日 令和5年4月5日
000028 8000193577 puu da chakichi 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 三井 風子 丹波(丹健)第1-2 令和5年4月6日 令和10年5月31日 令和5年4月6日
000028 8000193585 恋々芋 669-2331 丹波篠山市二階町35-3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＡＧＲＩ　ＳＴＲＥＥＴ 代表取締役 大坂 宇津実 669-2726 兵庫県丹波篠山市黒田59-1 丹波(丹健)第1-3 令和5年4月6日 令和11年5月31日 令和5年4月6日
000028 8000193586 恋々芋 669-2331 丹波篠山市二階町35-3 密封包装食品製造業 一般 株式会社ＡＧＲＩ　ＳＴＲＥＥＴ 代表取締役 大坂 宇津実 669-2726 兵庫県丹波篠山市黒田59-1 丹波(丹健)第15-2 令和5年4月6日 令和11年5月31日 令和5年4月6日
000028 8000193603 ａｊｕｎ　ｃｏｆｆｅｅ＆ｙｕｍｓ 669-3811 丹波市青垣町佐治276-4 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 門野 亜純 丹波(丹健)第1-4 令和5年4月7日 令和11年5月31日 令和5年4月7日
000028 8000193616 FOREST　DOOR　-旧神楽小学校- 669-3826 丹波市青垣町文室244 795875511 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社フォレスト・ドア 代表取締役 足立 龍男 669-3826 兵庫県丹波市青垣町文室244 795875511 丹波(丹健)第1-5 令和5年4月10日 令和11年5月31日 令和5年4月10日
000028 8000193643 スシロー氷上店 669-3467 丹波市氷上町本郷485-1 795889705 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社あきんどスシロー 代表取締役 新居 耕平 564-0063 大阪府吹田市江坂町1-22-2 663681001 丹波(丹健)第1-6 令和5年4月11日 令和11年5月31日 令和5年4月11日
000028 8000193648 ココチ舎 669-2135 丹波篠山市今田町上立杭16 795972679 菓子製造業 一般 市野 由美子 丹波(丹健)第2-1 令和5年4月11日 令和11年5月31日 令和5年4月11日
000028 8000193655 へそ久次郎 669-3613 丹波市氷上町上新庄429-6 795823827 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 竹中 敏雄 丹波(丹健)第1-7 令和5年4月12日 令和11年5月31日 令和5年4月12日
000028 8000193670 タンバオーガニックパラダイス 669-4265 丹波市春日町中山226 みそ又はしょうゆ製造業 一般 都倉 愛子 丹波(丹健)第8-1 令和5年4月13日 令和11年5月31日 令和5年4月13日
000028 8000193671 タンバオーガニックパラダイス 669-4265 丹波市春日町中山226 菓子製造業 一般 都倉 愛子 丹波(丹健)第2-2 令和5年4月13日 令和11年5月31日 令和5年4月13日
000028 8000193675 Ｍａｙｉｍ　Ｍａｙｉｍ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 扇 舞夢 丹波(丹健)第1-8 令和5年4月13日 令和10年5月31日 令和5年4月13日
000028 8000193701 丹波旬の市南部店 669-2114 丹波篠山市油井594-2 漬物製造業 一般 赤井 友晴 丹波(丹健)第9-1 令和5年4月17日 令和11年5月31日 令和5年4月17日
000028 8000193720 Ｕｎｅ 669-2332 丹波篠山市北新町１２０ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 Ｋｉｂｂｕｔｚ株式会社 代表取締役 吉成 佳泰 651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通4-1-14三宮スカイビル7F 丹波(丹健)第1-9 令和5年4月17日 令和11年5月31日 令和5年4月17日
000028 8000193721 Ｕｎｅ 669-2332 丹波篠山市北新町１２０ 菓子製造業 一般 Ｋｉｂｂｕｔｚ株式会社 代表取締役 吉成 佳泰 651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通4-1-14三宮スカイビル7F 丹波(丹健)第2-3 令和5年4月17日 令和11年5月31日 令和5年4月17日
000028 8000193750 ウッドワークカフェ　ツバメヒュッテ 669-2603 丹波篠山市福井843 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 稲葉 加奈 丹波(丹健)第1-10 令和5年4月18日 令和11年5月31日 令和5年4月18日
000028 8000193759 えだまめの木 669-2531 丹波篠山市垂水102 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一般社団法人Ｃｏｌｏｒｆｕｌ　Ｂｅａｎｓ 代表理事 西村 源 669-2531 兵庫県丹波篠山市垂水421-2 丹波(丹健)第1-11 令和5年4月18日 令和11年5月31日 令和5年4月18日
000028 8000193826 コサコッコー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 小坂 裕子 丹波(丹健)第1-14 令和5年4月24日 令和10年5月31日 令和5年4月24日
000028 8000193830 ことのはファーム 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店40L 善積 良至 丹波(丹健)第1-15 令和5年4月24日 令和10年5月31日 令和5年4月24日
000028 8000193831 あめ細工工房「飴太郎」 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店80L 石谷 崇 丹波(丹健)第1-16 令和5年4月24日 令和10年5月31日 令和5年4月24日
000028 8000193832 しんちゃんず 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 吉田 あゆみ 丹波(丹健)第1-17 令和5年4月24日 令和10年5月31日 令和5年4月24日
000028 8000193850 テイクアウト　コウホウ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 片瀬 繁夫 丹波(丹健)第1-13 令和5年4月25日 令和10年5月31日 令和5年4月25日
000028 8000193879 丹波篠山 串焼き 八兵衛 669-2331 丹波篠山市二階町82 795521551 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 代表取締役 荻野 創真 丹波(丹健)第1-20 令和5年4月26日 令和11年5月31日 令和5年4月26日
000028 8000193895 バルバロ２ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 新井 義明 丹波(丹健)第1-21 令和5年4月26日 令和10年5月31日 令和5年4月26日
000028 8000193943 ユニトピアささやま　レイクプラザ　カラオケラウンジ 669-2356 丹波篠山市矢代231-1 795525222 飲食店営業(4)その他 一般 パナソニックグループ労働組合連合会 代表者 福澤 邦治 571-0050 大阪府門真市大字門真1006 669029301 丹波(丹健)第1-22 令和5年4月26日 令和11年5月31日 令和5年4月26日
000028 8000193948 大手新丁 669-2331 丹波篠山市二階町71 795542777 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社大手 代表取締役 橋本 暢之 669-2331 兵庫県丹波篠山市二階町71 795542777 丹波(丹健)第1-23 令和5年4月26日 令和11年5月31日 令和5年4月26日
000028 8000193967 ササヤマベース 669-2114 丹波篠山市油井3-4 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤本 美保 丹波(丹健)第1-24 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 8000193969 鴨庄酒造 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 鴨庄酒造株式会社 代表取締役 荻野 信人 669-4317 兵庫県丹波市市島町上牧661-1 795850488 丹波(丹健)第1-28 令和5年4月28日 令和10年5月31日 令和5年4月28日
000028 8000193999 ローソン篠山安田店 669-2551 丹波篠山市安田392-1 795571700 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社アカマツ 代表取締役 赤松 伸一 620-0333 京都府福知山市大江町二箇1781-1 773333663 丹波(丹健)第1-30 令和5年4月28日 令和12年5月31日 令和5年4月28日
000028 8000194008 バザールタウン篠山パンクック 669-2204 丹波篠山市杉265 795943000 菓子製造業 一般 株式会社さとう 代表取締役 佐藤 総二郎 620-0045 京都府福知山市字上紺屋15 773220001 丹波(丹健)第2-4 令和5年4月28日 令和12年5月31日 令和5年4月28日
000028 9000117514 株式会社 浜田屋本店 656-2121 洲本市安乎町平安浦1864-8 799280330 かん詰又はびん詰食品製造業 一般 株式会社 浜田屋本店 代表取締役 濱田 昌宏 656-2121 兵庫県洲本市安乎町平安浦1864-8 799280330 淡路(洲健)第11-2 平成29年11月8日 令和5年11月30日 平成11年10月20日
000028 9000117516 (有)上田商店 656-0053 洲本市上物部2丁目10-2 799220962 かん詰又はびん詰食品製造業 一般 有限会社上田商店 代表取締役 上田 正 656-0053 兵庫県洲本市上物部2-10-2 799220962 淡路(洲健)第11-4 令和2年11月17日 令和8年11月30日 昭和41年10月15日
000028 9000117518 株式会社 浜田屋本店 656-2121 洲本市安乎町平安浦1864-8 799280330 そうざい製造業 一般 株式会社 浜田屋本店 代表取締役 濱田 昌宏 656-2121 兵庫県洲本市安乎町平安浦1864-8 799280330 淡路(洲健)第26-5 平成30年5月21日 令和6年5月31日 平成4年4月22日
000028 9000117527 鮎原物産（株） 656-0025 洲本市本町3丁目1-8 799222977 そうざい製造業 一般 鮎原物産株式会社 代表取締役 山口 晃正 656-1325 兵庫県洲本市五色町鮎原南谷429番地 799320536 淡路(洲健)第26-11 平成29年8月22日 令和5年8月31日 平成3年8月12日
000028 9000117529 （有）淡路ビーフ入潮 656-0025 洲本市本町5丁目1-37 799220501 そうざい製造業 一般 （有）淡路ビーフ入潮 代表取締役 中川 一 656-0025 兵庫県洲本市本町5-1-37 799220501 淡路(洲健)第26-6 平成30年5月21日 令和6年5月31日 平成4年5月21日
000028 9000117531 武田食品冷凍（株） 656-2541 洲本市由良4丁目15-8 799270311 そうざい製造業 一般 武田食品冷凍株式会社 代表取締役 武田 次郎 656-2541 兵庫県洲本市由良4-15-8 799270311 淡路(洲健)第26-10 平成29年8月3日 令和6年8月31日 平成10年8月24日
000028 9000117532 （株）シゲマル 656-2543 洲本市由良町由良2513 799270031 そうざい製造業 一般 株式会社鈴木海石 代表取締役 鈴木 成穂 656-2543 兵庫県洲本市由良町由良514-10 799253739 淡路(洲健)第26-30 令和3年11月17日 令和9年11月30日 令和3年11月17日
000028 9000117534 めがま 656-2124 洲本市安乎町北谷1041 799280784 みそ又はしょうゆ製造業 一般 目釜 浩美 淡路(洲健)第22-1 令和4年11月10日 令和10年11月30日 令和4年11月10日
000028 9000117538 河野製麺所 656-0021 洲本市塩屋1丁目 3-10 799220452 めん類製造業 一般 河野 順一 淡路(洲健)第25-4 令和2年11月16日 令和8年11月30日 昭和58年10月11日
000028 9000117540 （株）味きっこう由良工場 656-2543 洲本市由良町由良2924-3 799270867 麺類製造業 一般 株式会社味きっこう 代表取締役 魚谷 佳代 656-2541 兵庫県洲本市由良一丁目11番7号 799270867 淡路(洲健)第15-7 令和4年11月24日 令和10年11月30日 令和4年11月24日
000028 9000117564 和食さと洲本あいが店 656-2121 洲本市安乎町平安浦1970-2 799281255 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 サトフードサービス株式会社 代表取締役 重里 政彦 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町二丁目3番13号大阪国際ビルディング30階 677099905 淡路(洲健)第1-67 令和4年5月18日 令和10年5月31日 令和4年5月18日
000028 9000117567 漢江 656-0054 洲本市宇原80-7 799245317 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川野 朋子 淡路(洲健)第1-215 令和4年8月10日 令和10年8月31日 令和4年8月10日
000028 9000117577 みろく 656-0012 洲本市宇山2丁目1-3 799226629 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮野 敬章 淡路(洲健)第1-315 令和3年11月19日 令和9年11月30日 令和3年11月19日
000028 9000117578 知暮里 656-0012 洲本市宇山2-1-15 799226394 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤井 章子 淡路(洲健)第2-49 平成30年5月21日 令和6年5月31日 昭和62年4月20日
000028 9000117579 洲本実業高校購買品納入組合 656-0012 洲本市宇山2丁目8-65 799243966 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 志保 勝則 淡路(洲健)第2-44 令和2年5月27日 令和8年5月31日 昭和47年5月9日
000028 9000117584 いなうち食堂 656-0026 洲本市栄町1-1-9 799223801 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 稲内 妙子 淡路(洲健)第1-224 令和4年8月17日 令和10年8月31日 令和4年8月17日
000028 9000117592 嵯由林 656-0026 洲本市栄町3丁目 1- 1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大津 早百合 淡路(洲健)第2-97 平成30年8月10日 令和6年8月31日 平成4年7月30日
000028 9000117599 淡路ごちそう館御食国 656-0021 洲本市塩屋1丁目1-8 799261133 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社淡路島第一次産業振興公社 代表取締役 上崎 勝規 656-0021 兵庫県洲本市塩屋1-1-8 799261133 淡路(洲健)第2-197 令和2年11月18日 令和8年11月30日 平成8年11月19日
000028 9000117600 四六時中 656-0021 洲本市塩屋1丁目1-8イオン洲本店2F 799255120 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ㈱イオンイーハート 代表取締役 奥野 善德 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5-1 432962350 淡路(洲健)第2-166 平成30年2月16日 令和6年2月29日 平成12年2月17日
000028 9000117601 ル・モージュ 656-0021 洲本市塩屋1丁目1-8 799231929 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 （株）グレイト 代表取締役 北山 淑雄 579-8013 大阪府東大阪市西石切町1丁目3-27 729884110 淡路(洲健)第2-174 平成30年2月16日 令和6年2月29日 平成12年2月22日
000028 9000117603 マクドナルドイオン洲本店 656-0021 洲本市塩屋1丁目1-8 799252272 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ヌバ 代表取締役 坂本 真 656-0021 兵庫県洲本市塩屋300番地の4 799241868 淡路(洲健)第2-23 平成30年5月15日 令和6年5月31日 平成12年4月13日
000028 9000117605 美富久 656-0021 洲本市塩屋1丁目1-57 799221913 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩田 節子 淡路(洲健)第2-13 平成29年4月20日 令和5年5月31日 昭和61年4月7日
000028 9000117609 竹一 656-0021 洲本市塩屋2丁目3-65 799221857 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　竹一 取締役 竹岡 秀樹 656-0021 兵庫県洲本市塩屋二丁目3番65号 799221857 淡路(洲健)第1-422 令和4年2月18日 令和10年2月29日 令和4年2月18日
000028 9000117621 ローレル 656-0013 洲本市下加茂1丁目1-88 799226628 飲食店営業(4)その他 一般 小田 惠子 淡路(洲健)第1-185 令和3年8月17日 令和9年8月31日 令和3年8月17日
000028 9000117635 笹屋食堂 656-0022 洲本市海岸通1丁目4-11 799221475 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 堀 博 淡路(洲健)第2-102 平成30年8月10日 令和6年8月31日 昭和57年7月14日
000028 9000117636 多幸花 656-0022 洲本市海岸通1丁目167-5 799225118 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 角邑 奉仕 淡路(洲健)第1-175 令和3年8月12日 令和9年8月31日 令和3年8月12日
000028 9000117638 喫茶もん 656-0022 洲本市海岸通2丁目4-13 799221968 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山下 葉子 淡路(洲健)第2-181 平成30年2月20日 令和6年2月29日 昭和45年12月28日
000028 9000117640 栄すし 656-0022 洲本市海岸通2丁目4-30 799222749 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井上 勝子 淡路(洲健)第2-151 平成29年11月29日 令和5年11月30日 昭和51年9月16日
000028 9000117645 白梅食堂 656-0022 洲本市海岸通2丁目6-5 799227068 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 花崎 佐知子 淡路(洲健)第1-409 令和4年2月16日 令和10年2月29日 令和4年2月16日
000028 9000117656 更科 656-0014 洲本市桑間528-6 799260498 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 廣瀬 良文 淡路(洲健)第2-123 令和2年8月20日 令和8年8月31日 平成5年7月19日
000028 9000117671 マルケイ食堂 656-0024 洲本市山手2丁目2-26 799223950 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 番所 輝子 淡路(洲健)第2-170 平成30年2月16日 令和6年2月29日 平成4年2月12日
000028 9000117673 レストラン島と 656-0023 洲本市小路谷20番地 799222521 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ㈱ホテルニューアワジ 代表取締役 木下 紘一 656-0023 兵庫県洲本市小路谷20番地 799222521 淡路(洲健)第2-69 令和2年5月27日 令和8年5月31日 平成5年5月27日
000028 9000117682 コート・ダ・ジュール 656-0023 洲本市小路谷1281-5 799225408 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 すが子 淡路(洲健)第1-457 令和5年2月14日 令和11年2月28日 令和5年2月14日
000028 9000117685 淡路障害者生活支援センター 656-0015 洲本市上加茂7 799260525 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 医療法人　新淡路病院 理事長 金藤 公人 656-0015 兵庫県洲本市上加茂43 799221534 淡路(洲健)第1-377 令和4年11月17日 令和10年11月30日 令和4年11月17日
000028 9000117690 先山西茶屋 656-0017 洲本市上内膳2132-17 799223295 飲食店営業(4)その他 一般 魚谷 京子 淡路(洲健)第1-116 令和4年5月31日 令和9年5月31日 令和4年5月31日
000028 9000117699 喫茶ジュナ 656-0055 洲本市大野754 799261633 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 和田 節子 淡路(洲健)第2-251 令和3年2月12日 令和9年2月28日 平成9年2月6日
000028 9000117701 サンフード（株）中央電機 656-0043 洲本市池田66-2 799240191 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 サンフードサービス（株） 代表取締役 前 久夫 656-2302 兵庫県淡路市大磯28-1 799743257 淡路(洲健)第2-194 平成31年2月26日 令和8年2月28日 平成9年12月11日
000028 9000117702 洲本ゴルフ倶楽部レストラン 656-0042 洲本市池内菊ヶ谷1262 799228116 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯6 799743257 淡路(洲健)第2-114 平成29年10月26日 令和5年11月30日 平成3年11月5日
000028 9000117706 ビエント 656-0005 洲本市中川原町市原223-2 799281041 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西谷 茂子 淡路(洲健)第2-235 令和2年2月19日 令和8年2月28日 平成7年12月4日
000028 9000117712 かつ富士洲本店 656-0101 洲本市納117 799246161 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ふじや 代表取締役 木内 善信 779-3117 徳島県徳島市国府町日開字東456番地2 5035380050 淡路(洲健)第1-226 令和4年8月17日 令和10年8月31日 令和4年8月17日
000028 9000117714 大吉納店 656-0101 洲本市納231ｰ 4 799242871 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 太田 俊哉 淡路(洲健)第2-156 令和1年11月15日 令和7年11月30日 平成4年10月26日
000028 9000117720 ファニーカップ 656-0051 洲本市物部493 799230558 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 淡路(洲健)第1-442 令和5年2月7日 令和11年2月28日 令和5年2月7日
000028 9000117731 シャトー・ぶんぶく 656-0051 洲本市物部3丁目2-62 799243458 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 中野 省剛 淡路(洲健)第2-56 令和2年5月27日 令和8年5月31日 昭和58年5月10日
000028 9000117738 菊水寿司 656-0025 洲本市本町1丁目1-31 799225135 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 須藤 隆 淡路(洲健)第1-209 令和3年8月26日 令和9年8月31日 令和3年8月26日
000028 9000117741 福一 656-0025 洲本市本町1丁目4-18 799220515 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川口 壽人 淡路(洲健)第2-115 平成29年10月26日 令和5年11月30日 昭和56年10月22日
000028 9000117760 Coffee AJIMASA 656-0025 洲本市本町3丁目1-16 799221873 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 本田 和子 淡路(洲健)第2-9 平成29年4月19日 令和5年5月31日 昭和61年3月5日
000028 9000117763 ほのか 656-0025 洲本市本町3丁目1-22 799240400 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川野 幸保 淡路(洲健)第1-79 令和4年5月20日 令和10年5月31日 令和4年5月20日
000028 9000117770 お食事処栄舟 656-0025 洲本市本町3丁目2-7 799231723 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 河村 和栄 淡路(洲健)第1-316 令和3年11月19日 令和9年11月30日 令和3年11月19日
000028 9000117778 とり久 656-0025 洲本市本町4丁目2- 7 799245367 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 永井 泰久 淡路(洲健)第2-200 平成31年2月26日 令和7年2月28日 平成12年12月15日
000028 9000117782 鮨処はなぶさ 656-0025 洲本市本町4丁目2-18 799231944 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 矢野 英男 淡路(洲健)第2-160 令和1年11月15日 令和7年11月30日 昭和62年11月6日
000028 9000117784 新開地直丹 656-0025 洲本市本町4丁目2-22 799221841 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 渡辺 進 淡路(洲健)第2-204 平成30年2月26日 令和6年2月29日 昭和61年12月4日
000028 9000117787 ママ喫茶 656-0025 洲本市本町4丁目2-28 799220891 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大瀬 慎太郎 淡路(洲健)第1-276 令和3年11月2日 令和9年11月30日 令和3年11月2日
000028 9000117791 喫茶ユース 656-0025 洲本市本町4丁目3-13 799241835 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中来田 よし子 淡路(洲健)第2-236 令和2年2月19日 令和8年2月28日 昭和50年1月29日
000028 9000117798 なだ市 656-0025 洲本市本町4丁目4-8 799233633 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山家 修二 淡路(洲健)第2-118 平成29年10月26日 令和5年11月30日 平成11年9月20日
000028 9000117800 ㈱三井住友銀行洲本支店社員食堂 656-0025 洲本市本町4丁目5-10 799223521 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ウオクニ株式会社 代表取締役 野々村 充教 657-0842 兵庫県神戸市灘区船寺通4-5-16 788019425 淡路(洲健)第1-417 令和4年2月18日 令和11年2月28日 令和4年2月18日
000028 9000117803 餃子天国 656-0025 洲本市本町4丁目2-11 799244609 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 方城 慶明 淡路(洲健)第1-321 令和3年11月25日 令和9年11月30日 令和3年11月25日
000028 9000117811 喫茶モカ 656-0025 洲本市本町5丁目3-28 799220114 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 久賀田 章 淡路(洲健)第1-69 令和4年5月18日 令和10年5月31日 令和4年5月18日



000028 9000117815 珈琲の店（有）マルウメ 656-0025 洲本市本町5丁目4-27 799230653 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社 マルウメ 代表取締役 船越 武 656-0025 兵庫県洲本市本町4-2-23 799230653 淡路(洲健)第2-230 令和2年2月13日 令和8年2月28日 昭和58年2月28日
000028 9000117828 ｺｰﾋｰｻﾛﾝ木の実 656-0025 洲本市本町6丁目4-13 799220725 飲食店営業(4)その他 一般 村上 哲男 淡路(洲健)第2-133 令和2年8月21日 令和8年8月31日 昭和53年8月8日
000028 9000117829 すし和甲 656-0025 洲本市本町6丁目4-13 799242874 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 廣文 淡路(洲健)第2-165 令和2年11月9日 令和8年11月30日 昭和53年11月8日
000028 9000117841 ふじ一 656-2541 洲本市由良1丁目18-5 799272022 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤田 光一 淡路(洲健)第2-59 平成29年7月24日 令和5年8月31日 昭和56年7月10日
000028 9000117845 釣り宿やまの荘 656-2541 洲本市由良3丁目14-16 799271121 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山野 満子 淡路(洲健)第1-307 令和3年11月17日 令和9年11月30日 令和3年11月17日
000028 9000117846 まる竹 656-2541 洲本市由良4丁目2-27 799270148 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 上處 和佐江 淡路(洲健)第1-190 令和3年8月19日 令和9年8月31日 令和3年8月19日
000028 9000117848 うがい 656-2541 洲本市由良4丁目9-26 799270524 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鵜飼 眞由美 淡路(洲健)第1-179 令和3年8月16日 令和9年8月31日 令和3年8月16日
000028 9000117850 ラふ 656-2542 洲本市由良町内田523-5 799272667 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 武部 眞弓 淡路(洲健)第2-68 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成6年3月30日
000028 9000117857 ＰｏｏｈＣａｆｅ 656-0011 洲本市炬口1丁目7-4 799222320 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 辰岡 真理 淡路(洲健)第1-440 令和5年2月7日 令和11年2月28日 令和5年2月7日
000028 9000117869 イオンリテール株式会社イオンスタイル洲本 656-0021 洲本市塩屋1丁目1番8号 799232150 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1 432126500 淡路(洲健)第2-175 平成30年2月19日 令和6年2月29日 平成12年2月17日
000028 9000117882 白梅 656-0051 洲本市物部1丁目17-12 799240560 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 内原 誠二 淡路(洲健)第1-402 令和4年2月15日 令和10年2月29日 令和4年2月15日
000028 9000117884 おふくろ亭 656-0051 洲本市物部3丁目6ｰ18 799243338 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 斎藤 圭司 淡路(洲健)第2-56 平成30年5月24日 令和6年5月31日 昭和57年3月4日
000028 9000117895 ホテルメモリアル古城 656-2121 洲本市安乎町平安浦560 799280268 飲食店営業(3)旅館 一般 （株）ワールド会館 代表取締役 山形 和大 656-2121 兵庫県洲本市安乎町平安浦560 799280268 淡路(洲健)第2-165 平成30年2月16日 令和6年2月29日 昭和61年12月12日
000028 9000117900 千福寺 656-0026 洲本市栄町4丁目 3-51 799223309 飲食店営業(3)旅館 一般 宗教法人 千福寺 代表役員 山階 清昭 656-0026 兵庫県洲本市栄町4-3-51 799223309 淡路(洲健)第2-5 平成30年4月25日 令和6年5月31日 昭和43年5月11日
000028 9000117903 海月館 656-0022 洲本市海岸通1丁目3-11 799221100 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社かいげつ 代表取締役 齋藤 敦夫 656-0022 兵庫県洲本市海岸通一丁目3番11号 799221100 淡路(洲健)第2-137 令和2年8月25日 令和8年8月31日 昭和58年7月20日
000028 9000117921 ホテルニューアワジ 656-0023 洲本市小路谷20番地 799222521 飲食店営業(3)旅館 一般 ㈱ホテルニューアワジ 代表取締役 木下 紘一 656-0023 兵庫県洲本市小路谷20番地 799222521 淡路(洲健)第2-70 令和2年5月27日 令和9年5月31日 平成5年5月27日
000028 9000117922 レストランシーサイド 656-0023 洲本市小路谷20番地 799222521 飲食店営業(3)旅館 一般 ㈱ホテルニューアワジ 代表取締役 木下 紘一 656-0023 兵庫県洲本市小路谷20番地 799222521 淡路(洲健)第2-138 令和2年8月26日 令和8年8月31日 平成5年8月6日
000028 9000117923 別館グランドホテル 656-0023 洲本市小路谷23-1 799222521 飲食店営業(3)旅館 一般 (株)ホテルニューアワジ 代表取締役 木下 紘一 656-0023 兵庫県洲本市小路谷20 799232200 淡路(洲健)第2-205 平成30年2月27日 令和6年2月29日 昭和52年1月25日
000028 9000117924 淡路島エイト民宿 656-0023 洲本市小路谷26-1 799221599 飲食店営業(3)旅館 一般 山一観光ビル株式会社 代表取締役 山口 英子 656-0023 兵庫県洲本市小路谷26-1 799221599 淡路(洲健)第2-168 平成30年2月16日 令和6年2月29日 昭和52年1月5日
000028 9000117929 エクシブ淡路島潮音 656-0023 洲本市小路谷1275-3 799233300 飲食店営業(3)旅館 一般 リゾートトラスト株式会社 代表取締役 伏見 有貴 460-0005 愛知県名古屋市中区東桜二丁目１８－３１ 529336000 淡路(洲健)第2-91 令和1年7月24日 令和8年8月31日 平成4年7月10日
000028 9000117930 アラゴスタ・シーポート 656-0023 洲本市小路谷1275-3 799233300 飲食店営業(3)旅館 一般 リゾートトラスト株式会社 代表取締役 伏見 有貴 460-0005 愛知県名古屋市中区東桜二丁目１８－３１ 529336000 淡路(洲健)第2-88 令和1年7月24日 令和8年8月31日 平成4年7月10日
000028 9000117936 アワジエイト支店 656-0043 洲本市池田404-5 799246876 飲食店営業(3)旅館 一般 山一観光ビル株式会社 代表取締役 山口 英子 656-0023 兵庫県洲本市小路谷26-1 799221599 淡路(洲健)第2-169 平成30年2月16日 令和6年2月29日 昭和56年12月17日
000028 9000117940 中家荘 656-0001 洲本市中川原町厚浜715-1 799280576 飲食店営業(3)旅館 一般 中山 賀子 淡路(洲健)第1-222 令和4年8月16日 令和10年8月31日 令和4年8月16日
000028 9000117949 大和屋旅館 656-0025 洲本市本町1丁目5-13 799220247 飲食店営業(3)旅館 一般 泉 康夫 淡路(洲健)第2-27 平成30年5月16日 令和6年5月31日 昭和62年5月29日
000028 9000117963 旅館梅の家 656-2541 洲本市由良3丁目8-9 799270009 飲食店営業(3)旅館 一般 小濱 德男 淡路(洲健)第1-380 令和4年11月18日 令和10年11月30日 令和4年11月18日
000028 9000117966 海幸旅館 656-2541 洲本市由良4丁目 2-30 799270412 飲食店営業(3)旅館 一般 橋本 一彦 淡路(洲健)第2-85 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成12年7月10日
000028 9000117974 ｸﾞﾙﾒｽﾃｰｼｮﾝにいじま 656-2543 洲本市由良町由良11ｰ1 799270863 飲食店営業(3)旅館 一般 新島 たみ子 淡路(洲健)第2-111 令和2年8月13日 令和8年8月31日 平成8年8月2日
000028 9000117976 観光旅館やしま 656-0011 洲本市炬口247 799223216 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社八洲 代表取締役 土肥 成次 656-0011 兵庫県洲本市炬口247 799223216 淡路(洲健)第2-43 令和3年5月21日 令和9年5月31日 昭和45年3月5日
000028 9000117987 お好焼みばえ 656-0054 洲本市宇原2286 799227667 飲食店営業(4)その他 一般 実生 洋子 淡路(洲健)第1-219 令和4年8月16日 令和10年8月31日 令和4年8月16日
000028 9000117995 信長 656-0012 洲本市宇山3丁目10-3 799260033 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 稲本 喬 淡路(洲健)第2-179 平成30年2月20日 令和6年2月29日 平成4年2月27日
000028 9000117998 ドイツワイン葡萄坂 656-0026 洲本市栄町2丁目 3-35 799260885 飲食店営業(4)その他 一般 島田 博史 淡路(洲健)第2-19 平成30年5月11日 令和6年5月31日 平成12年3月31日
000028 9000118007 トダ食料品店 656-0026 洲本市栄町4丁目2-43 799220797 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社トダ食料品店 戸田 拓司 656-0026 兵庫県洲本市栄町4-2-43 799220797 淡路(洲健)第2-181 令和2年11月13日 令和8年11月30日 昭和58年11月8日
000028 9000118009 イオンリテール株式会社イオンスタイル洲本 656-0021 洲本市塩屋1丁目1番8号 799232150 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1 432126500 淡路(洲健)第2-176 平成30年2月19日 令和6年2月29日 平成12年2月17日
000028 9000118010 イオンリテール株式会社イオンスタイル洲本 656-0021 洲本市塩屋1丁目1番8号 799232150 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1 432126500 淡路(洲健)第2-177 平成30年2月19日 令和6年2月29日 平成12年2月17日
000028 9000118011 イオンリテール株式会社イオンスタイル洲本 656-0021 洲本市塩屋1丁目1番8号 799232150 飲食店営業(4)その他 露店 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1 432126500 淡路(洲健)第2-281 令和2年2月28日 令和7年2月28日 平成12年2月17日
000028 9000118012 イオンリテール株式会社イオンスタイル洲本 656-0021 洲本市塩屋1丁目1番8号 799232150 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1 432126500 淡路(洲健)第2-178 平成30年2月19日 令和6年2月29日 平成12年2月17日
000028 9000118016 カラオケウェーブ 656-0021 洲本市塩屋1丁目2-19ﾎﾟｰﾄｽﾀｼﾞｱﾑﾋﾞﾙ3F 799223375 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　米田 代表取締役 有賀 雄一 656-0021 兵庫県洲本市塩屋1-2-15 799220469 淡路(洲健)第1-210 令和3年8月26日 令和9年8月31日 令和3年8月26日
000028 9000118021 魚一鮮魚店 656-0013 洲本市下加茂1丁目1-40 799226533 飲食店営業(4)その他 一般 花田 典和 淡路(洲健)第2-197 平成31年2月26日 令和7年2月28日 平成13年1月10日
000028 9000118023 (株)マルヨシセンター洲本店 656-0013 洲本市下加茂1丁目1-58 799233555 飲食店営業(4)その他 一般 ㈱マルヨシセンター 代表取締役 佐竹 克彦 769-0102 香川県高松市国分寺町国分367番地1 878319191 淡路(洲健)第2-161 平成30年11月21日 令和7年11月30日 平成9年11月25日
000028 9000118024 (株)マルヨシセンター洲本店 656-0013 洲本市下加茂1丁目1-58 799233555 飲食店営業(4)その他 一般 ㈱マルヨシセンター 代表取締役 佐竹 克彦 769-0102 香川県高松市国分寺町国分367番地1 878319191 淡路(洲健)第2-162 平成30年11月21日 令和7年11月30日 平成9年11月25日
000028 9000118026 ベーカリーぴいたあパン 656-0013 洲本市下加茂1丁目7-3 799220656 飲食店営業(4)その他 一般 （有）ぴいたあパン 代表取締役 玉置 秀憲 656-0013 兵庫県洲本市下加茂1-7-3 799220656 淡路(洲健)第2-8 平成29年4月19日 令和5年5月31日 昭和61年4月30日
000028 9000118027 お好み焼たつみ 656-0013 洲本市下加茂1丁目7-41 799222405 飲食店営業(4)その他 一般 巽 勝江 淡路(洲健)第1-406 令和4年2月16日 令和10年2月29日 令和4年2月16日
000028 9000118054 こいさん 656-0046 洲本市金屋904 799229404 飲食店営業(4)その他 一般 谷池 節子 淡路(洲健)第1-214 令和4年8月10日 令和10年8月31日 令和4年8月10日
000028 9000118072 ハイビスカス 656-0023 洲本市小路谷20番地 799222521 飲食店営業(4)その他 一般 ㈱ホテルニューアワジ 代表取締役 木下 紘一 656-0023 兵庫県洲本市小路谷20番地 799222521 淡路(洲健)第2-71 令和2年5月27日 令和8年5月31日 平成5年5月27日
000028 9000118073 焼肉ちはる 656-0023 洲本市小路谷180 799231952 飲食店営業(4)その他 一般 川村 千晴 淡路(洲健)第1-237 令和4年8月22日 令和10年8月31日 令和4年8月22日
000028 9000118081 ｴｸｼﾌﾞｼｰｶﾞﾙ 656-0023 洲本市小路谷1275-3 799233300 飲食店営業(4)その他 一般 リゾートトラスト株式会社 代表取締役 伏見 有貴 460-0005 愛知県名古屋市中区東桜二丁目１８－３１ 529336000 淡路(洲健)第2-89 令和1年7月24日 令和8年8月31日 平成4年7月10日
000028 9000118082 ｴｸｼﾌﾞﾙｰﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ 656-0023 洲本市小路谷1275-3 799233300 飲食店営業(4)その他 一般 リゾートトラスト株式会社 代表取締役 伏見 有貴 460-0005 愛知県名古屋市中区東桜二丁目１８－３１ 529336000 淡路(洲健)第2-90 令和1年7月24日 令和7年8月31日 平成4年7月10日
000028 9000118090 焼き肉今田 656-0053 洲本市上物部 454ｰ1 799224999 飲食店営業(4)その他 一般 今田 忠一 淡路(洲健)第2-47 平成30年5月21日 令和6年5月31日 平成4年4月16日
000028 9000118100 お好み・たこ焼　いずみ 656-0041 洲本市新村140-3 799244317 飲食店営業(4)その他 一般 泉 正子 淡路(洲健)第2-232 令和2年2月19日 令和8年2月28日 昭和62年12月8日
000028 9000118125 洲本ゴルフ倶楽部スタートハウス 656-0042 洲本市池内菊ヶ谷1262 799228116 飲食店営業(4)その他 一般 ユーアールエー（株） 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯6 799743257 淡路(洲健)第2-113 平成29年10月26日 令和5年11月30日 平成3年11月5日
000028 9000118128 マイマルシェ　洲本とれたて市場 656-0101 洲本市納85-1 799260080 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　マイ・マート 代表取締役 656-0101 兵庫県洲本市納85-1 799260080 淡路(洲健)第2-104 平成30年8月10日 令和6年8月31日 平成4年6月22日
000028 9000118158 坂田精肉店 656-0025 洲本市本町1丁目4-6 799220374 飲食店営業(4)その他 一般 坂田 妙子 淡路(洲健)第2-124 平成30年8月28日 令和6年8月31日 昭和52年8月19日
000028 9000118159 麦わら帽子 656-0024 洲本市山手1-2-13 飲食店営業(4)その他 一般 池上 和子 淡路(洲健)第2-28 平成29年4月27日 令和5年5月31日 昭和61年4月22日
000028 9000118164 三楽 656-0025 洲本市本町1丁目5-9 799240368 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西岡 周一 淡路(洲健)第1-408 令和4年2月16日 令和10年2月29日 令和4年2月16日
000028 9000118165 千代竹 656-0025 洲本市本町1丁目5-23 飲食店営業(4)その他 一般 三熊 千代己 淡路(洲健)第2-128 平成30年8月29日 令和6年8月31日 平成4年6月12日
000028 9000118168 ビストロ 656-0025 洲本市本町1丁目7-9 799231915 飲食店営業(4)その他 一般 武田 孝晴 淡路(洲健)第2-250 令和3年2月12日 令和9年2月28日 平成9年2月12日
000028 9000118174 焼肉さかた 656-0025 洲本市本町2丁目3-47 799263080 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 坂田 妙子 淡路(洲健)第1-404 令和4年2月15日 令和10年2月29日 令和4年2月15日
000028 9000118187 まりもの和 656-0025 洲本市本町3丁目1-22 799222318 飲食店営業(4)その他 一般 栗田 まりも 淡路(洲健)第2-67 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成9年4月4日
000028 9000118205 スナックナイト 656-0025 洲本市本町4丁目1-34 799221895 飲食店営業(4)その他 一般 淡路(洲健)第2-98 平成30年8月10日 令和6年8月31日 昭和52年8月23日
000028 9000118208 スナック生(ﾘｳﾞ） 656-0025 洲本市本町4丁目2-18 799245125 飲食店営業(4)その他 一般 岡﨑 さかゑ 淡路(洲健)第2-2 平成30年4月18日 令和6年5月31日 昭和57年4月26日
000028 9000118213 ｽﾅｯｸ千里 656-0025 洲本市本町4丁目 2-18 799245525 飲食店営業(4)その他 一般 島垣 美惠子 淡路(洲健)第2-144 令和1年10月4日 令和7年11月30日 昭和57年11月29日
000028 9000118218 スナック来夢来人 656-0025 洲本市本町4丁目2-18 799243998 飲食店営業(4)その他 一般 段 美和 淡路(洲健)第2-59 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成1年5月23日
000028 9000118223 スナック ビコーズ 656-0025 洲本市本町4丁目 2-18 799243735 飲食店営業(4)その他 一般 武田 嘉織 淡路(洲健)第2-189 令和2年11月16日 令和8年11月30日 平成5年10月19日
000028 9000118232 山しな 656-0025 洲本市本町4丁目2-23 799227075 飲食店営業(4)その他 一般 長慶寺 信親 淡路(洲健)第1-174 令和3年8月12日 令和9年8月31日 令和3年8月12日
000028 9000118234 スナック ボネール 656-0025 洲本市本町4丁目2-24 799245366 飲食店営業(4)その他 一般 田中 清恵 淡路(洲健)第1-91 令和3年7月19日 令和9年8月31日 令和3年7月19日
000028 9000118254 奈緒美 656-0025 洲本市本町4丁目3-24　水月ﾋﾞﾙ2F 799243310 飲食店営業(4)その他 一般 網島 尚美 淡路(洲健)第1-387 令和4年11月22日 令和10年11月30日 令和4年11月22日
000028 9000118270 居酒屋  さち 656-0025 洲本市本町4丁目3-15 飲食店営業(4)その他 一般 外浜 百合子 淡路(洲健)第2-84 平成29年8月18日 令和5年8月31日 平成11年6月2日
000028 9000118296 ロンドン洲本店 656-0025 洲本市本町6丁目2-30 799242921 飲食店営業(4)その他 一般 小村 益啓 淡路(洲健)第2-63 平成29年7月24日 令和5年8月31日 昭和61年7月3日
000028 9000118298 味福 656-0025 洲本市本町7丁目1-1 799229229 飲食店営業(4)その他 一般 山西 澄子 淡路(洲健)第2-20 平成30年5月14日 令和6年5月31日 昭和49年4月10日
000028 9000118300 サナあわじ洲本店 656-0025 洲本市本町7丁目4-39 799233788 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 サナあわじ株式会社 代表取締役 坂本 悟朗 656-2543 兵庫県洲本市由良町由良514番地の10 799253739 淡路(洲健)第1-221 令和4年8月16日 令和10年8月31日 令和4年8月16日
000028 9000118307 お好み焼 京 656-0025 洲本市本町8丁目9-27 799231681 飲食店営業(4)その他 一般 坂本 京子 淡路(洲健)第1-441 令和5年2月7日 令和11年2月28日 令和5年2月7日
000028 9000118310 ライフ由良南店 656-2541 洲本市由良1丁目20-37 799270346 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社伊富貴製作所 代表取締役 伊富貴 幸廣 656-2543 兵庫県洲本市由良町由良2461番地の5 799270074 淡路(洲健)第1-317 令和3年11月19日 令和9年11月30日 令和3年11月19日
000028 9000118328 びざーる 656-2541 洲本市由良4丁目15ｰ18 799270337 飲食店営業(4)その他 一般 大元 百合子 淡路(洲健)第2-42 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成1年3月30日
000028 9000118329 ほたる 656-2543 洲本市由良町由良144-4 799270717 飲食店営業(4)その他 一般 橋本 和恵 淡路(洲健)第1-220 令和4年8月16日 令和10年8月31日 令和4年8月16日
000028 9000118335 浜田食料品店 656-0011 洲本市炬口1丁目8-24 799224861 飲食店営業(4)その他 一般 濱田 幸子 淡路(洲健)第1-400 令和4年2月15日 令和10年2月29日 令和4年2月15日
000028 9000118343 イオンリテール株式会社イオンスタイル洲本 656-0021 洲本市塩屋1丁目1番8号 799232150 菓子製造業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1 432126500 淡路(洲健)第3-52 平成30年2月19日 令和6年2月29日 平成12年2月17日
000028 9000118344 イオンリテール株式会社イオンスタイル洲本 656-0021 洲本市塩屋1丁目1番8号 799232150 菓子製造業 露店 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1 432126500 淡路(洲健)第3-83 令和2年2月28日 令和7年2月28日 平成12年2月17日
000028 9000118345 ル・モージュ 656-0021 洲本市塩屋1丁目1-8 799231929 菓子製造業 一般 （株）グレイト 代表取締役 北山 淑雄 579-8013 大阪府東大阪市西石切町1丁目3-27 729884110 淡路(洲健)第3-51 平成30年2月16日 令和6年2月29日 平成12年2月22日
000028 9000118348 (株)マルヨシセンター洲本店 656-0013 洲本市下加茂1丁目1-58 799233555 菓子製造業 一般 ㈱マルヨシセンター 代表取締役 佐竹 克彦 769-0102 香川県高松市国分寺町国分367番地1 878319191 淡路(洲健)第3-34 平成30年11月21日 令和7年11月30日 平成9年11月25日
000028 9000118353 福本堂 656-0013 洲本市下加茂2丁目4-7 799221304 菓子製造業 一般 福本 恵 淡路(洲健)第3-57 令和3年2月12日 令和9年2月28日 昭和63年12月12日
000028 9000118362 先山西茶屋 656-0017 洲本市上内膳2132-17 799223295 菓子製造業 一般 魚谷 京子 淡路(洲健)第2-14 令和4年5月31日 令和9年5月31日 令和4年5月31日
000028 9000118363 プチラパン.サン.ローリエ 656-0053 洲本市上物部464-13 799261700 菓子製造業 一般 米山 健二 淡路(洲健)第2-4 令和4年5月9日 令和10年5月31日 令和4年5月9日
000028 9000118366 玉子屋さんちのたこ焼 656-0001 洲本市中川原町厚浜725-1 799280388 菓子製造業 一般 (有)柿原鶏卵販売 代表取締役 柿原 孝司 656-0001 兵庫県洲本市中川原町厚浜725-1 799280388 淡路(洲健)第3-42 令和2年11月9日 令和8年11月30日 平成8年11月22日
000028 9000118367 山勝 000-0000 淡路島内一円 菓子製造業 露店 山本 幸男 淡路(洲健)第3-18 平成30年7月19日 令和5年8月31日 昭和56年6月4日
000028 9000118375 （株）長手長栄堂 656-0025 洲本市本町1丁目4-8 799221050 菓子製造業 一般 （株）長手長栄堂 代表取締役 長手 康祐 656-0025 兵庫県洲本市本町1-4-8 799221050 淡路(洲健)第3-58 令和3年2月12日 令和9年2月28日 平成6年2月5日
000028 9000118380 辧天堂 656-0025 洲本市本町5丁目2-29 799220077 菓子製造業 一般 天野 敦史 淡路(洲健)第3-54 令和4年2月22日 令和10年2月29日 令和4年2月22日
000028 9000118383 ロンドン洲本店 656-0025 洲本市本町6丁目2-30 799242921 菓子製造業 一般 小村 益啓 淡路(洲健)第3-19 平成29年7月24日 令和5年8月31日 昭和61年7月3日
000028 9000118388 ヒロタヤ 656-0025 洲本市本町7丁目4-50 799220932 菓子製造業 一般 廣田 文彦 淡路(洲健)第3-31 令和2年8月21日 令和8年8月31日 昭和63年8月24日
000028 9000118433 喫茶コーナーシーガル 656-0023 洲本市小路谷20番地 799222521 喫茶店営業 一般 ㈱ホテルニューアワジ 代表取締役 木下 紘一 656-0023 兵庫県洲本市小路谷20番地 799222521 淡路(洲健)第12-25 令和2年8月26日 令和8年8月31日 平成5年6月4日
000028 9000118499 鮮魚髙橋 656-0026 洲本市栄町3-2-16 799226978 魚介類販売業 一般 髙橋 謙次 淡路(洲健)第7-9 令和3年5月21日 令和9年5月31日 昭和48年5月30日
000028 9000118500 イオンリテール株式会社イオンスタイル洲本 656-0021 洲本市塩屋1丁目1番8号 799232150 魚介類販売業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1 432126500 淡路(洲健)第7-32 平成30年2月19日 令和6年2月29日 平成12年2月17日
000028 9000118504 魚一鮮魚店 656-0013 洲本市下加茂1丁目1-40 799226533 魚介類販売業 一般 花田 典和 淡路(洲健)第7-7 平成30年5月15日 令和6年5月31日 昭和62年4月27日
000028 9000118505 (株)マルヨシセンター洲本店 656-0013 洲本市下加茂1丁目1-58 799233555 魚介類販売業 一般 ㈱マルヨシセンター 代表取締役 佐竹 克彦 769-0102 香川県高松市国分寺町国分367番地1 878319191 淡路(洲健)第7-43 平成30年11月21日 令和7年11月30日 平成9年11月25日
000028 9000118519 マイマルシェ　洲本とれたて市場 656-0101 洲本市納85-1 799260080 魚介類販売業 一般 株式会社　マイ・マート 代表取締役 656-0101 兵庫県洲本市納85-1 799260080 淡路(洲健)第7-27 平成30年8月10日 令和6年8月31日 平成4年6月22日
000028 9000118534 鯛安 656-0025 洲本市本町6丁目2-9 799220383 魚介類販売業 一般 鯛 大樹 淡路(洲健)第7-14 平成30年5月21日 令和6年5月31日 昭和57年5月29日
000028 9000118539 (株）鈴木海石 656-2543 洲本市由良町由良2513 799270047 魚介類販売業 一般 株式会社鈴木海石 代表取締役 鈴木 成穂 656-2543 兵庫県洲本市由良町由良514番地の10 799253739 淡路(洲健)第6-24 令和4年8月30日 令和10年8月31日 令和4年8月30日
000028 9000118542 岩木鮮魚店 656-2541 洲本市由良1丁目10-10 799270215 魚介類販売業 一般 岩木 信幸 淡路(洲健)第7-24 令和3年11月15日 令和9年11月30日 令和3年11月15日
000028 9000118550 武田食品冷凍（株） 656-2541 洲本市由良4丁目15-8 799270311 魚介類販売業 一般 武田食品冷凍株式会社 代表取締役 武田 次郎 656-2541 兵庫県洲本市由良4-15-8 799270311 淡路(洲健)第7-11 平成29年8月3日 令和6年8月31日 平成10年8月24日
000028 9000118553 （株）新島水産 656-2543 洲本市由良町由良2581 799271786 魚介類販売業 一般 株式会社　新島水産 代表取締役 新島 芳実 656-2543 兵庫県洲本市由良町由良2581 799271786 淡路(洲健)第7-31 平成30年8月28日 令和6年8月31日 平成4年8月24日
000028 9000118556 農事組合法人洲本畜産興業組合 656-0046 洲本市金屋451 799242970 集乳業 一般 農事組合法人洲本畜産興業組合 理事 別惣 仁 656-0046 兵庫県洲本市金屋451番地 799242970 淡路(洲健)第6-1 平成29年4月19日 令和5年5月31日 平成3年4月11日
000028 9000118562 谷豆腐店 656-0055 洲本市大野240-3 799240292 豆腐製造業 一般 谷 浩行 淡路(洲健)第14-5 令和5年2月1日 令和11年2月28日 令和5年2月1日
000028 9000118567 （有）淡路小畑 656-0054 洲本市宇原1344 799242929 食肉処理業 一般 有限会社淡路小畑 代表取締役 小畑 義文 656-0054 兵庫県洲本市宇原１３４４ 799242929 淡路(洲健)第16-2 平成30年8月28日 令和6年8月31日 昭和57年8月31日
000028 9000118568 協立精肉センター 656-0014 洲本市桑間1丁目4-24 799226677 食肉処理業 一般 定岡 靖泰 淡路(洲健)第16-3 平成30年2月20日 令和6年2月29日 平成4年1月20日
000028 9000118571 古川興産 656-0026 洲本市栄町3丁目3-65 799220850 食肉販売業 一般 有限会社古川興産 代表取締役 古川 和彦 656-0026 兵庫県洲本市栄町三丁目3番65号 799220850 淡路(洲健)第17-21 令和4年2月3日 令和10年2月29日 令和4年2月3日
000028 9000118574 イオンリテール株式会社イオンスタイル洲本 656-0021 洲本市塩屋1丁目1番8号 799232150 食肉販売業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1 432126500 淡路(洲健)第17-32 平成30年2月19日 令和6年2月29日 平成12年2月17日
000028 9000118575 (株)マルヨシセンター洲本店 656-0013 洲本市下加茂1丁目1-58 799233555 食肉販売業 一般 ㈱マルヨシセンター 代表取締役 佐竹 克彦 769-0102 香川県高松市国分寺町国分367番地1 878319191 淡路(洲健)第17-32 平成30年11月21日 令和7年11月30日 平成9年11月25日
000028 9000118580 協立精肉センター 656-0014 洲本市桑間1丁目4-24 799226677 食肉販売業 一般 定岡 靖泰 淡路(洲健)第17-23 令和2年8月20日 令和8年8月31日 平成5年8月9日
000028 9000118589 マイマルシェ　洲本とれたて市場 656-0101 洲本市納85-1 799260080 食肉販売業 一般 株式会社　マイ・マート 代表取締役 656-0101 兵庫県洲本市納85-1 799260080 淡路(洲健)第17-13 令和3年8月30日 令和9年8月31日 令和3年8月30日
000028 9000118592 坂田精肉店 656-0025 洲本市本町1丁目4-6 799220374 食肉販売業 一般 坂田 妙子 淡路(洲健)第17-20 平成30年8月28日 令和6年8月31日 昭和52年8月18日
000028 9000118595 鮎原物産（株） 656-0025 洲本市本町3丁目1-8 799222977 食肉販売業 一般 鮎原物産株式会社 代表取締役 山口 晃正 656-1325 兵庫県洲本市五色町鮎原南谷429番地 799320536 淡路(洲健)第17-31 平成30年2月16日 令和6年2月29日 昭和57年1月12日
000028 9000118599 （有）淡路ビーフ入潮 656-0025 洲本市本町5丁目1-37 799220501 食肉販売業 一般 有限会社淡路ビーフ入潮 代表取締役 中川 一 656-0025 兵庫県洲本市本町五丁目1番37号 799220501 淡路(洲健)第10-15 令和5年2月16日 令和11年2月28日 令和5年2月16日
000028 9000118808 （株）シゲマル 656-2543 洲本市由良町由良2513 799270047 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社鈴木海石 代表取締役 鈴木 成穂 656-2543 兵庫県洲本市由良町由良514-10 799253739 淡路(洲健)第10-12 令和2年8月21日 令和8年8月31日 平成5年8月20日



000028 9000118871 寿司　新月 656-0025 洲本市本町5丁目2-30 799244025 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 横山 準 淡路(洲健)第2-6 令和1年5月8日 令和7年5月31日 平成13年5月28日
000028 9000118880 藤井卓弥商店 656-0021 洲本市塩屋2丁目3-64 799222201 菓子製造業 一般 藤井 小夜子 淡路(洲健)第3-24 令和1年7月24日 令和7年8月31日 平成13年6月8日
000028 9000118901 本家かまどや洲本店 656-0025 洲本市本町5丁目2-26 799230144 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 松永 修 淡路(洲健)第2-97 令和1年8月5日 令和7年8月31日 平成13年7月31日
000028 9000118911 長手長栄堂堀端本店 656-0025 洲本市本町５丁目3-26 799241050 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　長手長栄堂 代表取締役 長手 康祐 656-0025 兵庫県洲本市本町１丁目4-8 799221050 淡路(洲健)第2-164 令和1年11月15日 令和7年11月30日 平成13年10月2日
000028 9000118916 咲咲 656-0014 洲本市桑間821-7 799222292 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大橋 太郎 淡路(洲健)第2-154 令和1年11月15日 令和7年11月30日 平成13年10月30日
000028 9000118918 BAR ROOTS 656-0022 洲本市海岸通1丁目3-19土屋ビル1Ｆ 799232077 飲食店営業(4)その他 一般 富山 信明 淡路(洲健)第2-211 令和1年11月28日 令和7年11月30日 平成13年11月2日
000028 9000118928 株式会社　たかはし 656-0021 洲本市塩屋3丁目1番21号 799221123 かん詰又はびん詰食品製造業 一般 株式会社　たかはし 代表取締役 髙橋 亜岐 656-0021 兵庫県洲本市塩屋3丁目1番24号 799221123 淡路(洲健)第11-2 令和1年11月15日 令和7年11月30日 平成13年10月31日
000028 9000118940 株式会社味きっこう 656-2542 洲本市由良町内田33-1 799270867 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社味きっこう 代表取締役 魚谷 佳代 656-2541 兵庫県洲本市由良1丁目11番7号 799270867 淡路(洲健)第2-237 令和2年2月19日 令和8年2月28日 平成13年12月7日
000028 9000118945 .com 656-0055 洲本市大野1403-3 799242228 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 今井 美奈子 淡路(洲健)第2-242 令和2年2月25日 令和8年2月28日 平成13年12月26日
000028 9000118946 マクドナルドイオン洲本店 656-0021 洲本市塩屋1丁目1-8 799252272 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ヌバ 代表取締役 坂本 真 656-0021 兵庫県洲本市塩屋300番地の4 799252272 淡路(洲健)第1-411 令和4年2月16日 令和11年2月28日 令和4年2月16日
000028 9000118947 マクドナルド洲本インター店 656-0101 洲本市納字横竹311-1 799230022 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ヌバ 代表取締役 坂本 真 656-0021 兵庫県洲本市塩屋300番地の4 799252272 淡路(洲健)第1-410 令和4年2月16日 令和11年2月28日 令和4年2月16日
000028 9000118951 やきとり大吉洲本店 656-0026 洲本市栄町2丁目1-20 799240232 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 武田 一 淡路(洲健)第2-227 令和2年2月13日 令和8年2月28日 平成14年1月23日
000028 9000118961 肉の丸福 656-2541 洲本市由良1丁目19-20 799271080 食肉販売業 一般 有限会社　肉の丸福 代表取締役 中山 忠秋 656-2541 兵庫県洲本市由良1-19-20 799271080 淡路(洲健)第17-42 令和2年2月25日 令和8年2月28日 平成14年2月20日
000028 9000118963 菜ら 656-0025 洲本市本町3丁目3-12　1Ｆ 799246623 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 奈良 吉夫 淡路(洲健)第2-282 令和2年2月28日 令和8年2月28日 平成14年2月28日
000028 9000119802 すなっく　ろんぐ 656-0025 洲本市本町4丁目2-18-209 799233636 飲食店営業(4)その他 一般 桑嶋 登喜子 淡路(洲健)第2-39 令和2年5月21日 令和8年5月31日 平成14年5月30日
000028 9000119812 マルヨシセンター洲本店 656-0013 洲本市下加茂1丁目1-58 799233555 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 ㈱マルヨシセンター 代表取締役 佐竹 克彦 769-0102 香川県高松市国分寺町国分367番地1 878319191 淡路(洲健)第8-86 平成28年7月20日 令和5年8月31日 平成14年7月24日
000028 9000119814 ちくば水産 656-0011 洲本市炬口1丁目1-71 799255282 そうざい製造業 一般 竹岡 千尋 淡路(洲健)第26-16 令和2年8月21日 令和8年8月31日 平成14年7月26日
000028 9000119826 洲本ゴルフ倶楽部Ｎo.5コース売店 656-0042 洲本市池内1262 799228111 喫茶店営業 一般 淡路フェリーボート株式会社 代表取締役 井植 敏雅 655-0873 兵庫県神戸市垂水区青山台１丁目28-14 787542150 淡路(洲健)第12-23 令和2年8月21日 令和8年8月31日 平成14年8月23日
000028 9000119827 洲本ゴルフ倶楽部Ｎo.15コース売店 656-0042 洲本市池内1262 799228111 喫茶店営業 一般 淡路フェリーボート株式会社 代表取締役 井植 敏雅 655-0873 兵庫県神戸市垂水区青山台１丁目28-14 787542150 淡路(洲健)第12-24 令和2年8月21日 令和8年8月31日 平成14年8月23日
000028 9000119828 ローソン洲本インター店 656-0101 洲本市納116-1 799223325 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　清水商店 代表取締役 清水 比呂史 656-0046 兵庫県洲本市金屋1180-26 799452415 淡路(洲健)第2-103 平成28年8月4日 令和5年8月31日 平成14年8月27日
000028 9000119834 なごみ 656-0041 洲本市新村50 799263798 飲食店営業(4)その他 一般 田中 惠子 淡路(洲健)第2-200 令和2年11月19日 令和8年11月30日 平成14年9月5日
000028 9000119835 かわばたみそ有限会社 656-0013 洲本市下加茂2丁目5-62 799224607 みそ製造業 一般 かわばたみそ有限会社 代表取締役 川端 晋也 656-0013 兵庫県洲本市下加茂2丁目5-62 799224607 淡路(洲健)第20-3 令和2年11月25日 令和8年11月30日 平成14年9月6日
000028 9000119838 ガスト洲本店 656-0014 洲本市桑間ナカマチ681 799250595 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社すかいらーくレストランツ 代表取締役 大川原 利明 180-0013 東京都武蔵野市西久保1丁目25番8号 422375218 淡路(洲健)第2-179 令和2年11月12日 令和8年11月30日 平成14年9月27日
000028 9000119850 介護老人保健施設　せんけい苑 656-0014 洲本市桑間495-1 799260780 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 富士産業株式会社 代表取締役社長 中村 勝彦 105-0004 東京都港区新橋5丁目32-7ＦＩビル 354006111 淡路(洲健)第2-192 令和2年11月17日 令和8年11月30日 平成14年10月31日
000028 9000119867 井上 656-2541 洲本市由良3丁目6-24 799270178 魚介類販売業 一般 井上 透 淡路(洲健)第7-50 令和3年2月17日 令和9年2月28日 平成14年12月27日
000028 9000119869 さかなや新川 656-0024 洲本市山手3丁目2-23 799241876 魚介類販売業 一般 新川 博司 淡路(洲健)第7-54 令和3年2月22日 令和9年2月28日 平成15年1月6日
000028 9000119870 さかなや新川 656-0024 洲本市山手3丁目2-23 799241876 飲食店営業(4)その他 一般 新川 博司 淡路(洲健)第2-268 令和3年2月22日 令和9年2月28日 平成15年1月6日
000028 9000119874 珈琲待夢 656-0025 洲本市本町7丁目4-20 799222878 飲食店営業(4)その他 一般 吉田 照子 淡路(洲健)第2-249 令和3年2月12日 令和9年2月28日 平成15年2月5日
000028 9000119941 活魚料理きた八 656-0022 洲本市海岸通2丁目4-34 799222345 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社活魚料理きた八 取締役 廣瀬 幸徳 656-0022 兵庫県洲本市海岸通2丁目4-28 799222345 淡路(洲健)第2-66 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成15年4月25日
000028 9000119974 三洋電機株式会社 656-0017 洲本市上内膳222-1 799232996 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 サンフードサービス（株） 代表取締役 前 久夫 656-2302 兵庫県淡路市大磯28-1 799740622 淡路(洲健)第2-70 平成29年8月3日 令和6年8月31日 平成15年8月15日
000028 9000119996 カラオケ喫茶みどり 656-0025 洲本市本町3丁目2-27 799230188 飲食店営業(4)その他 一般 細川 政美 淡路(洲健)第1-312 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 9000119997 株式会社山口水産 656-2543 洲本市由良町由良2355-1地先 799272157 魚介類販売業 一般 株式会社山口水産 代表取締役 山口 志記 656-2542 兵庫県洲本市由良町内田543-5 799272162 淡路(洲健)第7-23 令和3年11月2日 令和9年11月30日 令和3年11月2日
000028 9000119999 カラオケ倶楽部サザン 656-0025 洲本市本町4丁目2-18 799231830 飲食店営業(4)その他 一般 ミツオ株式会社 代表取締役 太田 勝之 656-0025 兵庫県洲本市本町4丁目2-18 799220352 淡路(洲健)第1-311 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 9000120002 北谷米穀店 656-0025 洲本市本町7丁目3-39 799221178 菓子製造業 一般 北谷 良三 淡路(洲健)第3-47 令和3年11月15日 令和9年11月30日 令和3年11月15日
000028 9000120016 ひとみ 656-0016 洲本市下内膳73ｰ7 799242675 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 寺谷 ひとみ 淡路(洲健)第1-277 令和3年11月2日 令和9年11月30日 令和3年11月2日
000028 9000120027 寺見 656-2541 洲本市由良2丁目1-6 799270486 魚介類販売業 一般 寺見 千穂子 淡路(洲健)第7-33 令和4年2月18日 令和10年2月29日 令和4年2月18日
000028 9000120028 竹一別館 656-0021 洲本市塩屋2丁目220-1、3 799221857 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　竹一 取締役 竹岡 秀樹 656-0021 兵庫県洲本市塩屋二丁目3番65号 799221857 淡路(洲健)第1-420 令和4年2月18日 令和10年2月29日 令和4年2月18日
000028 9000120034 淡路夢泉景 656-0023 洲本市小路谷1052-2 799220035 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社ホテルニューアワジ 代表取締役 木下 紘一 656-0023 兵庫県洲本市小路谷20番地 799232200 淡路(洲健)第2-71 平成28年5月30日 令和5年5月31日 平成16年3月30日
000028 9000120035 クラブ　オーシャン 656-0023 洲本市小路谷1052-2 799220035 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ホテルニューアワジ 代表取締役 木下 紘一 656-0023 兵庫県洲本市小路谷20番地 799232200 淡路(洲健)第1-93 令和4年5月23日 令和10年5月31日 令和4年5月23日
000028 9000120036 鍋Dining　いいそ 656-0023 洲本市小路谷1052-2 799220035 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ホテルニューアワジ 代表取締役 木下 紘一 656-0023 兵庫県洲本市小路谷20番地 799232200 淡路(洲健)第1-94 令和4年5月23日 令和10年5月31日 令和4年5月23日
000028 9000120037 ラウンジ「ルクール」・浜遊 656-0023 洲本市小路谷1052-2 799220035 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ホテルニューアワジ 代表取締役 木下 紘一 656-0023 兵庫県洲本市小路谷20番地 799232200 淡路(洲健)第1-95 令和4年5月23日 令和10年5月31日 令和4年5月23日
000028 9000120067 炭火ステーキ　たむら 656-0022 洲本市海岸通1丁目3-11 799221100 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社かいげつ 代表取締役 齋藤 敦夫 656-0022 兵庫県洲本市海岸通一丁目3番11号 799221100 淡路(洲健)第1-238 令和4年8月22日 令和10年8月31日 令和4年8月22日
000028 9000120079 ＳＡＲＡ 656-0025 洲本市本町4丁目3-2 799229877 飲食店営業(4)その他 一般 橋本 満里子 淡路(洲健)第1-393 令和4年11月28日 令和10年11月30日 令和4年11月28日
000028 9000120083 創作和食　はまだ 656-0025 洲本市本町5-2-31 799241682 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 濱田 光裕 淡路(洲健)第1-374 令和4年11月16日 令和10年11月30日 令和4年11月16日
000028 9000120086 お好み焼タニガワ 656-0025 洲本市本町6丁目2-30 飲食店営業(4)その他 一般 谷川 幸則 淡路(洲健)第1-361 令和4年11月10日 令和10年11月30日 令和4年11月10日
000028 9000120090 淡路プリンスホテル 656-0022 洲本市海岸通1丁目8-24 799245885 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社　観光ホテル淡州 代表取締役 樫本 文昭 656-0022 兵庫県洲本市海岸通一丁目7番2号 799220419 淡路(洲健)第1-469 令和5年2月21日 令和11年2月28日 令和5年2月21日
000028 9000120091 ju・ju 656-0025 洲本市本町4丁目3-16　１F 799221148 飲食店営業(4)その他 一般 庄瀬 健一郎 淡路(洲健)第1-443 令和5年2月7日 令和11年2月28日 令和5年2月7日
000028 9000120098 朝日 656-0026 洲本市栄町1丁目3-12 799221719 飲食店営業(4)その他 一般 清水 富江 淡路(洲健)第1-475 令和5年2月24日 令和11年2月28日 令和5年2月24日
000028 9000120099 メインダイニング　遊楽 656-0023 洲本市小路谷字古茂江1279番地13 799231212 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　観光ホテル淡州 代表取締役 樫本 文昭 656-0022 兵庫県洲本市海岸通一丁目7番2号 799220419 淡路(洲健)第1-478 令和5年2月24日 令和11年2月28日 令和5年2月24日
000028 9000120100 コーヒーラウンジ　カスタード 656-0023 洲本市小路谷字古茂江1279番地13 799231212 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　観光ホテル淡州 代表取締役 樫本 文昭 656-0022 兵庫県洲本市海岸通一丁目7番2号 799220419 淡路(洲健)第1-482 令和5年2月24日 令和11年2月28日 令和5年2月24日
000028 9000120101 スナック＆バー阿波路 656-0023 洲本市小路谷字古茂江1279番地13 799231212 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　観光ホテル淡州 代表取締役 樫本 文昭 656-0022 兵庫県洲本市海岸通一丁目7番2号 799220419 淡路(洲健)第1-481 令和5年2月24日 令和11年2月28日 令和5年2月24日
000028 9000120102 淡路ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾎﾃﾙ　ザ・サンプラザ 656-0023 洲本市小路谷字古茂江1279番地13 799231212 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社　観光ホテル淡州 代表取締役 樫本 文昭 656-0022 兵庫県洲本市海岸通一丁目7番2号 799220419 淡路(洲健)第1-479 令和5年2月24日 令和11年2月28日 令和5年2月24日
000028 9000120103 麺処　舞扇 656-0023 洲本市小路谷字古茂江1279番地13 799231212 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　観光ホテル淡州 代表取締役 樫本 文昭 656-0022 兵庫県洲本市海岸通一丁目7番2号 799220419 淡路(洲健)第1-480 令和5年2月24日 令和11年2月28日 令和5年2月24日
000028 9000120104 いま 656-0025 洲本市本町4丁目2-23山しなビル202号 799221278 飲食店営業(4)その他 一般 西久保 三知代 淡路(洲健)第1-419 令和5年1月19日 令和11年2月28日 令和5年1月19日
000028 9000120111 やしき町 656-0024 洲本市山手3丁目2-18 799245856 飲食店営業(4)その他 一般 小濱 はつ美 淡路(洲健)第1-461 令和5年2月17日 令和11年2月28日 令和5年2月17日
000028 9000120113 スナック　六本木 656-0025 洲本市本町4丁目2-18JOYプラザビル103 799240062 飲食店営業(4)その他 一般 川合 富子 淡路(洲健)第2-35 平成29年5月12日 令和5年5月31日 平成17年3月1日
000028 9000120187 洋菓子のたかた 656-2131 淡路市志筑3266-1 799624144 アイスクリーム類製造業 一般 有限会社たかた 取締役 高田 和明 656-2131 兵庫県淡路市志筑3266番地の1 799624144 淡路(洲健)第14-9 令和2年8月18日 令和8年8月31日 平成5年7月12日
000028 9000120217 美湯 松帆の郷 656-2401 淡路市岩屋3570-77美湯　松帆の郷 799732333 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー (株)キャトルセゾン松帆 代表取締役 岸本 保 656-2401 兵庫県淡路市岩屋3570-4 799732333 淡路(洲健)第14-18 令和1年11月27日 令和6年11月30日 平成11年10月18日
000028 9000120219 トムズスタジオ淡路夢舞台店 656-2306 淡路市夢舞台6展望テラス2Ｆ 799752588 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社トーマス 代表取締役 政次 裕也 652-0815 兵庫県神戸市兵庫区三川口町3-3-3 785311160 淡路(洲健)第14-22 令和2年2月26日 令和7年2月28日 平成12年2月25日
000028 9000120221 菓子工房エクレール 656-1511 淡路市郡家140マルナカ一宮店内 799805081 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 今福 耕作 淡路(洲健)第14-1 令和2年4月16日 令和7年5月31日 平成12年3月24日
000028 9000120234 丸岩佃煮 656-2401 淡路市岩屋1799-27 799724551 そうざい製造業 一般 東谷 英子 淡路(洲健)第26-34 令和4年1月14日 令和10年2月29日 令和4年1月14日
000028 9000120237 金寅水産 656-2401 淡路市岩屋3608-4 799724565 そうざい製造業 一般 松尾 裕子 淡路(洲健)第26-2 令和1年5月24日 令和7年5月31日 平成1年3月7日
000028 9000120240 株式会社淡路丸味フーズ 656-2212 淡路市佐野1580番地 799650093 そうざい製造業 一般 株式会社淡路丸味フーズ 代表取締役 平田 善久 656-2212 兵庫県淡路市佐野1580番地 799650093 淡路(洲健)第16-24 令和4年8月26日 令和10年8月31日 令和4年8月26日
000028 9000120242 ヤマニ西田水産 656-2401 淡路市岩屋2910-56 799722336 そうざい製造業 一般 (株)ヤマニ西田水産 代表取締役 西田 典幸 656-2401 兵庫県淡路市岩屋2910-102 799722336 淡路(洲健)第26-11 令和1年11月25日 令和7年11月30日 平成4年9月22日
000028 9000120243 ○淡水産 656-2401 淡路市岩屋3611-16 799722890 そうざい製造業 一般 谷口 敦子 淡路(洲健)第26-22 令和2年2月26日 令和8年2月28日 平成5年2月3日
000028 9000120250 (有)近藤水産 656-1602 淡路市育波68-2 799841159 そうざい製造業 一般 有限会社近藤水産 代表取締役 近藤 敏延 656-1602 兵庫県淡路市育波53-2 799840167 淡路(洲健)第26-34 令和3年2月26日 令和9年2月28日 平成6年1月19日
000028 9000120251 藤本水産(株) 656-1602 淡路市育波387 799841126 そうざい製造業 一般 藤本水産株式会社 代表取締役 藤本 充茂 656-1602 兵庫県淡路市育波字四斗里387番地 799841126 淡路(洲健)第26-10 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成6年5月25日
000028 9000120252 (有)森本商店 656-2401 淡路市岩屋1326-7 799723091 そうざい製造業 一般 有限会社森本商店 代表取締役 森本 将斗 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1326番地の7 799723091 淡路(洲健)第26-20 令和3年8月24日 令和9年8月31日 令和3年8月24日
000028 9000120255 (株)丸松水産 656-2401 淡路市岩屋1875-4 799723260 そうざい製造業 一般 (株)丸松水産 代表取締役 松下 温子 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1754 799723260 淡路(洲健)第26-1 令和2年4月24日 令和8年5月31日 平成8年3月4日
000028 9000120259 ヒガシネ食品(株) 656-2401 淡路市岩屋2910-212 799725101 そうざい製造業 一般 ヒガシネ食品(株) 代表取締役 東根 達仁 656-2401 兵庫県淡路市岩屋3287番地42 799725101 淡路(洲健)第26-21 令和2年11月12日 令和8年11月30日 平成8年9月20日
000028 9000120261 坂口水産 656-2212 淡路市佐野2821 799650915 そうざい製造業 一般 仲野 右門 淡路(洲健)第26-21 平成31年2月20日 令和7年2月28日 平成9年2月24日
000028 9000120268 みけ家工房 656-2302 淡路市大磯6 799742696 そうざい製造業 一般 ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯6 799743257 淡路(洲健)第26-31 令和3年2月16日 令和11年2月28日 平成10年2月13日
000028 9000120271 (有)西山佃煮 656-1725 淡路市野島江崎184-2 799823115 そうざい製造業 一般 有限会社西山佃煮 代表取締役 西山 安代 656-1725 兵庫県淡路市野島江崎184番地2 799823115 淡路(洲健)第16-18 令和4年8月3日 令和11年8月31日 令和4年8月3日
000028 9000120278 (株)中央食品　淡路工場 656-1602 淡路市育波385-24 そうざい製造業 一般 株式会社中央食品 代表取締役 八木 健太郎 651-2138 兵庫県神戸市西区玉津町吉田484-3 789200550 淡路(洲健)第16-33 令和5年2月15日 令和11年2月28日 令和5年2月15日
000028 9000120280 有限会社芝山海産 656-2401 淡路市岩屋1768-14 799723939 水産製品製造業 一般 有限会社芝山海産 代表取締役 芝山 一樹 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1767-1 799723939 淡路(洲健)第20-13 令和5年2月2日 令和11年2月28日 令和5年2月2日
000028 9000120281 岡野水産株式会社 656-2401 淡路市岩屋1845 799722417 そうざい製造業 一般 岡野水産株式会社 代表取締役 岡野 大索 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1845番地 799722417 淡路(洲健)第16-34 令和5年2月17日 令和11年2月28日 令和5年2月17日
000028 9000120282 松幸丸水産株式会社 656-1602 淡路市育波363 799840377 そうざい製造業 一般 松幸丸水産株式会社 代表取締役 松浪 一平 656-1602 兵庫県淡路市育波363番地 799840377 淡路(洲健)第16-35 令和5年2月21日 令和11年2月28日 令和5年2月21日
000028 9000120288 浜田水産株式会社 656-1711 淡路市富島934-1 799820215 水産製品製造業 一般 浜田水産株式会社 代表取締役 濱田 憲児 656-1711 兵庫県淡路市富島934番地の1 799820215 淡路(洲健)第20-1 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 9000120294 ○音海産仲野商店 656-2212 淡路市佐野795-2 799641666 そうざい製造業 一般 仲野 順子 淡路(洲健)第26-7 平成29年5月29日 令和5年5月31日 平成11年5月6日
000028 9000120298 (有)北淡みやび 656-1602 淡路市育波573 799840212 そうざい製造業 一般 (有)北淡みやび 代表取締役 粟田 雅文 656-1606 兵庫県淡路市室津2394-1-2 799840012 淡路(洲健)第26-10 平成30年5月28日 令和6年5月31日 平成12年3月13日
000028 9000120302 田中水産 656-2212 淡路市佐野2571 799650463 そうざい製造業 一般 田中 博明 淡路(洲健)第26-22 平成31年2月20日 令和7年2月28日 平成13年1月12日
000028 9000120327 魚喜 656-1511 淡路市郡家221-13 799850024 飲食店営業(4)その他 一般 柏木 喜代延 淡路(洲健)第2-203 令和1年11月27日 令和7年11月30日 平成7年11月14日
000028 9000120334 オレンヂ 656-1511 淡路市郡家260-1 799850150 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 伊東 正純 淡路(洲健)第2-45 平成29年5月22日 令和5年5月31日 平成11年3月23日
000028 9000120341 お食事処 宮川 656-1501 淡路市尾崎4375 799850469 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田原 好美 淡路(洲健)第2-261 令和2年2月25日 令和8年2月28日 平成7年12月12日
000028 9000120342 どうらく 656-1511 淡路市郡家189-17 799852232 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 辻川 竜徳 淡路(洲健)第2-245 令和3年2月8日 令和9年2月28日 平成8年12月13日
000028 9000120346 憩 656-1511 淡路市郡家401-7 799850275 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 堀口 嘉代子 淡路(洲健)第1-288 令和3年11月11日 令和9年11月30日 令和3年11月11日
000028 9000120351 ひかり 656-1511 淡路市郡家76-9 799850222 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中野 光久 淡路(洲健)第1-164 令和4年7月19日 令和10年8月31日 令和4年7月19日
000028 9000120352 喫茶 シック 656-1512 淡路市北山34-6 799852241 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 古川 幹人 淡路(洲健)第2-175 令和2年11月12日 令和8年11月30日 平成8年11月14日
000028 9000120356 淡路島　鼓や 656-1521 淡路市多賀1119-52 799850167 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 原田 兼次 淡路(洲健)第1-62 令和4年5月17日 令和10年5月31日 令和4年5月17日
000028 9000120357 ますよし 656-1511 淡路市郡家214 799850328 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 堀 友加里 淡路(洲健)第2-170 令和2年11月12日 令和8年11月30日 平成10年11月27日
000028 9000120358 喫茶軽食バニー 656-1531 淡路市江井2346-1 799860382 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 母里 幸則 淡路(洲健)第1-327 令和3年11月25日 令和9年11月30日 令和3年11月25日
000028 9000120375 石松 656-1314 洲本市五色町鮎原鮎の郷476-130 799321248 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 天野 孝幸 淡路(洲健)第1-70 令和4年5月18日 令和10年5月31日 令和4年5月18日
000028 9000120378 五色町ふれあい交流施設ゆ～ゆ～ファイブ 656-1301 洲本市五色町都志1130 799331601 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一般財団法人五色ふるさと振興公社 理事長 浜辺 学 656-1301 兵庫県洲本市五色町都志1087 799331600 淡路(洲健)第2-4 平成29年4月18日 令和5年5月31日 平成11年3月30日
000028 9000120383 マーブル 656-1304 洲本市五色町都志万歳816 799330281 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 土井 積 淡路(洲健)第2-121 平成30年8月21日 令和6年8月31日 昭和52年7月23日
000028 9000120387 楽遊 656-1325 洲本市五色町鮎原南谷456 799320430 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大黒 悦子 淡路(洲健)第2-202 令和2年11月20日 令和9年11月30日 平成12年11月9日
000028 9000120397 くいしん坊 656-1304 洲本市五色町都志万歳838-10 799331234 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松浦 和子 淡路(洲健)第2-183 平成30年2月20日 令和6年2月29日 平成4年1月14日
000028 9000120400 はなぶさ 656-1313 洲本市五色町鮎原西12-9 799320218 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 桃井 英治 淡路(洲健)第2-199 令和2年11月19日 令和8年11月30日 平成8年11月8日
000028 9000120412 ミラドール 656-2401 淡路市岩屋1873-1道の駅あわじ 799720201 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社淡路観光開発公社 代表取締役 西田 利行 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1187-1 799722040 淡路(洲健)第1-356 令和4年1月14日 令和10年2月29日 令和4年1月14日
000028 9000120413 ファーストフード 656-2401 淡路市岩屋1873-1道の駅あわじ 799720201 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社淡路観光開発公社 代表取締役 西田 利行 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1187-1 799722040 淡路(洲健)第1-357 令和4年1月14日 令和10年2月29日 令和4年1月14日
000028 9000120414 ロイヤル淡路Ｓ．Ａ．上り 656-2401 淡路市岩屋3118-1淡路Ｓ．Ａ．上り 799732037 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 淡路ルートサービス株式会社 代表取締役 井植 貞雄 656-2401 兵庫県淡路市岩屋2568 799732000 淡路(洲健)第1-47 令和4年5月11日 令和11年5月31日 令和4年5月11日
000028 9000120415 ロイヤル淡路S.A.下り 656-2401 淡路市岩屋2568淡路Ｓ．Ａ．下り 799724667 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 淡路ルートサービス株式会社 代表取締役 井植 貞雄 656-2401 兵庫県淡路市岩屋2568番地 799732000 淡路(洲健)第1-48 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 9000120422 寿司割烹　源平 656-2401 淡路市岩屋925-22 799722302 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　源平 代表取締役 吉田 泰祐 656-2401 兵庫県淡路市岩屋925番地の22 799722302 淡路(洲健)第1-112 令和4年5月30日 令和10年5月31日 令和4年5月30日
000028 9000120423 喫茶 あい 656-2401 淡路市岩屋925-27ﾎﾟｰﾄﾋﾞﾙ 799722823 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上原 照美 淡路(洲健)第2-1 平成30年4月17日 令和6年5月31日 平成4年3月19日
000028 9000120425 美湯 松帆の郷 656-2401 淡路市岩屋3570-77美湯　松帆の郷 799732333 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 (株)キャトルセゾン松帆 代表取締役 岸本 保 656-2401 兵庫県淡路市岩屋3570-4 799732333 淡路(洲健)第2-142 平成29年11月27日 令和5年11月30日 平成11年10月18日
000028 9000120435 さんざ 656-2401 淡路市岩屋1610 799722288 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長野 司津 淡路(洲健)第2-32 平成30年5月18日 令和6年5月31日 昭和62年5月15日
000028 9000120441 はなぶさ 656-2401 淡路市岩屋1319 799723195 飲食店営業(4)その他 一般 東谷 英子 淡路(洲健)第2-41 平成29年5月22日 令和5年5月31日 昭和56年4月28日
000028 9000120447 林屋 656-2401 淡路市岩屋1168 799722451 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社林屋 代表取締役 林 修 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1168 799722451 淡路(洲健)第2-2 令和3年4月12日 令和9年5月31日 平成6年3月7日
000028 9000120452 モカ 656-2401 淡路市岩屋1364-2 799722621 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社モカ 代表取締役 湯浅 富美子 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1364-2 799722621 淡路(洲健)第1-293 令和3年11月12日 令和9年11月30日 令和3年11月12日
000028 9000120453 喫茶 いこい 656-2401 淡路市岩屋1414-5 799724152 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 向田 きよ子 淡路(洲健)第1-139 令和4年7月4日 令和10年8月31日 令和4年7月4日
000028 9000120456 喫茶 あさひ 656-2401 淡路市岩屋1418 799722033 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松谷 嘉子 淡路(洲健)第1-262 令和3年10月28日 令和9年11月30日 令和3年10月28日
000028 9000120465 オアシスドッグカフェ 656-2401 淡路市岩屋2674-3淡路ハイウェイオアシス 799720221 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯6 799743257 淡路(洲健)第1-45 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 9000120476 おきな 656-2224 淡路市大谷1198-1 799641616 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 今岡 恒夫 淡路(洲健)第2-264 令和2年2月25日 令和8年2月28日 昭和59年2月27日



000028 9000120477 ﾋﾞｰﾌﾗﾝﾄﾞ大公 656-2223 淡路市生穂2135-1 799641313 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大村 公夫 淡路(洲健)第2-42 平成30年5月18日 令和6年5月31日 昭和62年4月14日
000028 9000120478 喫茶ビイン 656-2131 淡路市志筑69-1 799622129 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 奥村 豊子 淡路(洲健)第1-157 令和3年8月3日 令和9年8月31日 令和3年8月3日
000028 9000120481 いづも庵 656-2131 淡路市志筑3522-1 799626002 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 (株)いづも庵 代表取締役 出雲 文人 656-2131 兵庫県淡路市志筑1569-9 799620127 淡路(洲健)第2-113 平成30年8月21日 令和6年8月31日 平成4年7月27日
000028 9000120493 春夏秋冬いし井 656-2131 淡路市志筑1882-2 799620366 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石井 毅 淡路(洲健)第1-261 令和3年10月28日 令和9年11月30日 令和3年10月28日
000028 9000120504 あじさい園 656-2221 淡路市長沢247-1 799640847 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 緒方 明 淡路(洲健)第2-14 令和2年4月24日 令和8年5月31日 平成10年5月28日
000028 9000120505 順心淡路病院 656-2156 淡路市大町下66-1 799627507 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小野マルタマフーズ株式会社 代表取締役 畑 昭身 675-1367 兵庫県小野市敷地町1412-1 794631110 淡路(洲健)第2-136 令和1年8月28日 令和8年8月31日 平成10年6月15日
000028 9000120507 食い処 おかや 656-2131 淡路市志筑3271-1 799620305 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡谷 利明 淡路(洲健)第2-48 平成29年5月22日 令和5年5月31日 平成11年4月7日
000028 9000120528 焼肉 花園 656-2131 淡路市志筑3112 799627229 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 加藤 峰生 淡路(洲健)第1-250 令和4年8月26日 令和10年8月31日 令和4年8月26日
000028 9000120540 小夜 656-2131 淡路市志筑390-13 799623512 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 芝 幸三 淡路(洲健)第2-49 平成29年5月22日 令和5年5月31日 平成3年4月30日
000028 9000120541 すだち 656-2131 淡路市志筑397-6 799623357 飲食店営業(4)その他 一般 空処 ゆきみ 淡路(洲健)第2-40 平成30年5月18日 令和6年5月31日 平成4年4月30日
000028 9000120551 玉田食堂 656-2131 淡路市志筑3173 799621754 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 玉田 隆美 淡路(洲健)第2-39 平成30年5月18日 令和6年5月31日 昭和43年3月7日
000028 9000120556 レストラン大公 656-2131 淡路市志筑2821-1 799620639 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社レストラン大公 代表取締役 遠田 正 656-2131 兵庫県淡路市志筑2821番地の1 799620639 淡路(洲健)第1-230 令和4年8月18日 令和10年8月31日 令和4年8月18日
000028 9000120558 津名レンタカー喫茶部 656-2131 淡路市志筑1386-2 799623008 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 (株)津名レンタカー 代表取締役 葉田 茂明 656-2131 兵庫県淡路市志筑1398 799620828 淡路(洲健)第2-101 平成29年8月25日 令和5年8月31日 平成3年8月8日
000028 9000120572 石挽そば丸中 656-2131 淡路市志筑3112-4 799621650 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社津名プロパン 代表取締役 中 寛道 656-2131 兵庫県淡路市志筑3112番地の4 799621650 淡路(洲健)第1-473 令和5年2月22日 令和11年2月28日 令和5年2月22日
000028 9000120578 淡路島ﾌﾞﾙｰﾏﾘﾝﾃﾆｽｸﾗﾌﾞ 656-2224 淡路市大谷1040 799641700 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中野 勝文 淡路(洲健)第2-94 平成29年8月25日 令和5年8月31日 昭和61年6月25日
000028 9000120579 ザ・ハーレーとし 656-2224 淡路市大谷850-3 799640567 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西谷 敏晴 淡路(洲健)第1-38 令和4年5月10日 令和10年5月31日 令和4年5月10日
000028 9000120581 ブーケ 656-2212 淡路市佐野2790-3 飲食店営業(4)その他 一般 中林 恭子 淡路(洲健)第2-205 令和2年11月25日 令和8年11月30日 昭和63年9月28日
000028 9000120607 スナック 京子 656-2131 淡路市志筑3209 799622120 飲食店営業(4)その他 一般 畠田 京子 淡路(洲健)第2-139 平成29年11月27日 令和5年11月30日 昭和61年9月11日
000028 9000120608 ｱﾗﾋﾞﾔｺｰﾋｰ 656-2131 淡路市志筑1732-1 799623423 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平野 文治 淡路(洲健)第2-83 平成30年7月31日 令和6年8月31日 昭和62年6月5日
000028 9000120612 水仙 656-2163 淡路市中田2959-3 799623095 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 東原 文男 淡路(洲健)第2-263 令和2年2月25日 令和8年2月28日 昭和53年2月1日
000028 9000120622 あばらや 656-2161 淡路市池ノ内9-1 799625129 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 百田 孝蔵 淡路(洲健)第2-51 令和1年5月23日 令和7年5月31日 平成6年3月23日
000028 9000120633 やき焼亭 656-2131 淡路市志筑784-10 799620850 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤田 胖 淡路(洲健)第2-41 平成30年5月18日 令和6年5月31日 平成12年5月29日
000028 9000120659 きっさ琴 656-2301 淡路市楠本259-7 799745405 飲食店営業(4)その他 一般 牛原 琴江 淡路(洲健)第2-149 平成29年11月28日 令和5年11月30日 昭和61年11月21日
000028 9000120660 ゑびす亭 656-2304 淡路市浜1-7 799745511 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 (株)ゑびす亭 代表取締役 戎 啓裕 656-2304 兵庫県淡路市浜1-7 799745511 淡路(洲健)第2-195 平成30年2月22日 令和6年2月29日 昭和61年12月8日
000028 9000120665 スカイラウンジ　バーグ 656-2302 淡路市大磯9-3 799740200 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　大倉 代表取締役 清瀧 静男 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2丁目北2-11 663533911 淡路(洲健)第2-94 令和2年7月21日 令和8年8月31日 平成8年7月5日
000028 9000120666 ザ グランリゾート エレガンテ 淡路島 656-2302 淡路市大磯9-3 799740200 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　大倉 代表取締役 清瀧 静男 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2丁目北2-11 663533911 淡路(洲健)第2-92 令和2年7月21日 令和8年8月31日 平成8年7月5日
000028 9000120667 やん 656-2331 淡路市仮屋421-1 799743131 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 (有)大倉 代表取締役 大倉 千世 656-2331 兵庫県淡路市仮屋108番地 799743131 淡路(洲健)第2-5 令和3年5月11日 令和9年5月31日 平成9年5月22日
000028 9000120670 スナックくら 656-2331 淡路市仮屋285-1 799743623 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社大倉 代表取締役 大倉 千世 656-2331 兵庫県淡路市仮屋108番地 799743131 淡路(洲健)第1-242 令和4年8月24日 令和10年8月31日 令和4年8月24日
000028 9000120673 岡八 656-2305 淡路市浦1042-3 799743073 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡本 卓治 淡路(洲健)第2-190 平成30年2月22日 令和6年2月29日 平成11年12月20日
000028 9000120677 大阪屋鮮魚店 656-2311 淡路市久留麻1820-11 799742215 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 戎 郁夫 淡路(洲健)第2-51 平成30年5月22日 令和6年5月31日 平成12年3月24日
000028 9000120680 つくしんぼ 656-2305 淡路市浦1178-13 799746007 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木村 のぶゑ 淡路(洲健)第2-36 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成1年4月25日
000028 9000120688 アメリカ 656-2334 淡路市釜口2007-1 799744540 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 庄司 功 淡路(洲健)第2-65 平成30年7月18日 令和6年8月31日 昭和57年7月5日
000028 9000120689 中華料理公園 656-2311 淡路市久留麻8-4 799745508 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 庄田 正博 淡路(洲健)第2-82 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成4年6月30日
000028 9000120694 三洋エナジー東浦事業所 656-2303 淡路市小磯1-1 799743257 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 サンフードサービス株式会社 代表取締役 前 久夫 656-2302 兵庫県淡路市大磯28番地の1 799740622 淡路(洲健)第1-331 令和4年11月4日 令和10年11月30日 令和4年11月4日
000028 9000120698 喫茶 ゆか 656-2311 淡路市久留麻220-1 799745336 飲食店営業(4)その他 一般 富田 豊 淡路(洲健)第1-465 令和5年2月20日 令和11年2月28日 令和5年2月20日
000028 9000120700 白鶴亭 656-2311 淡路市久留麻12-1 799745234 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 武田 皜 淡路(洲健)第1-384 令和4年11月21日 令和10年11月30日 令和4年11月21日
000028 9000120709 焼肉 力 656-2305 淡路市浦911-3 799745102 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 野村 大 淡路(洲健)第2-93 平成29年8月25日 令和5年8月31日 平成11年8月30日
000028 9000120712 みち 656-2311 淡路市久留麻3024-1 799745103 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 灰野 道一 淡路(洲健)第1-444 令和5年2月8日 令和11年2月28日 令和5年2月8日
000028 9000120715 喫茶ジュネス 656-2305 淡路市浦888-1 799745153 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 濵野 喜代美 淡路(洲健)第2-14 令和3年5月11日 令和9年5月31日 昭和54年5月24日
000028 9000120720 金太郎　東浦店 656-2305 淡路市浦726-1 799752117 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 (株)ハンズ 代表取締役 中尾 浩也 656-0661 兵庫県南あわじ市阿那賀1491 799391140 淡路(洲健)第2-58 平成30年5月28日 令和6年5月31日 平成12年3月28日
000028 9000120735 そば処貞やん 656-2305 淡路市浦891 799745736 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 横山 貞昭 淡路(洲健)第1-292 令和3年11月12日 令和9年11月30日 令和3年11月12日
000028 9000120743 ルッチョラ 656-2306 淡路市夢舞台2 799741111 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社夢舞台 代表取締役 水埜　浩 656-2306 兵庫県淡路市夢舞台1 799741000 淡路(洲健)第2-199 平成30年2月22日 令和6年2月29日 平成12年1月5日
000028 9000120744 あわみ 656-2306 淡路市夢舞台2 799741111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社夢舞台 代表取締役 水埜　浩 656-2306 兵庫県淡路市夢舞台1 799741000 淡路(洲健)第2-197 平成30年2月22日 令和6年2月29日 平成12年1月5日
000028 9000120745 あわみ(寿司コーナー) 656-2306 淡路市夢舞台2 799741111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社夢舞台 代表取締役 水埜　浩 656-2306 兵庫県淡路市夢舞台1 799741000 淡路(洲健)第2-198 平成30年2月22日 令和6年2月29日 平成12年1月5日
000028 9000120754 淡路カントリー倶楽部 656-1605 淡路市生田田尻629 799841212 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 淡路観光開発株式会社 代表取締役 細川 勝伸 656-1605 兵庫県淡路市生田田尻629 799841212 淡路(洲健)第2-100 令和2年7月29日 令和8年8月31日 平成5年7月19日
000028 9000120755 淡路カントリー倶楽部 656-1605 淡路市生田田尻629 799841212 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 淡路観光開発株式会社 代表取締役 細川 勝伸 656-1605 兵庫県淡路市生田田尻629 799841212 淡路(洲健)第2-204 令和2年11月24日 令和8年11月30日 平成5年10月15日
000028 9000120779 ｶﾗｵｹ喫茶麗奈 656-1602 淡路市育波854-1 799840701 飲食店営業(4)その他 一般 辻 誠也 淡路(洲健)第2-50 令和2年5月25日 令和8年5月31日 平成8年4月30日
000028 9000120785 鳴門 656-1741 淡路市浅野南282-1 799822710 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 富永 章弘 淡路(洲健)第1-484 令和5年2月27日 令和11年2月28日 令和5年2月27日
000028 9000120788 茂の家 656-1602 淡路市育波277 799840146 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 原田 一重 淡路(洲健)第2-210 令和2年11月27日 令和8年11月30日 昭和53年11月4日
000028 9000120796 県立淡路景観園芸学校カフェテリア 656-1726 淡路市野島常盤954-2 799823197 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 (株)風の詩 代表取締役 吉井 勢二 651-2275 兵庫県神戸市西区樫野台5-1-23 789971033 淡路(洲健)第2-46 平成29年5月22日 令和5年5月31日 平成11年3月15日
000028 9000120811 割烹波の華 656-1511 淡路市郡家287-2 799850581 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 (有)魚弥 代表取締役 柏木 行雄 656-1511 兵庫県淡路市郡家287-2 799850581 淡路(洲健)第2-148 平成29年11月27日 令和5年11月30日 平成3年11月29日
000028 9000120819 たかた 656-2401 淡路市岩屋427-3 799725253 飲食店営業(4)その他 一般 高田 群子 淡路(洲健)第2-88 平成29年8月25日 令和5年8月31日 平成11年6月4日
000028 9000120826 魚幸 656-2131 淡路市志筑2828-2 799620106 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社魚幸 代表取締役 栗林 圭次 656-2131 兵庫県淡路市志筑2828番地の2 799620106 淡路(洲健)第2-194 令和1年11月25日 令和7年11月30日 平成4年11月17日
000028 9000120828 イオンリテール(株)イオン淡路店（デリカ）寿司 656-2132 淡路市志筑新島10-2 799626300 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432116110 淡路(洲健)第2-193 令和2年11月17日 令和9年11月30日 平成5年10月8日
000028 9000120831 ベーカーシェフ 656-2132 淡路市志筑新島10-2 799626300 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432116110 淡路(洲健)第2-194 令和2年11月17日 令和9年11月30日 平成5年10月8日
000028 9000120832 がんこおやじ 656-2131 淡路市志筑1881 799625084 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 薮田 晴久 淡路(洲健)第2-234 令和3年2月4日 令和9年2月28日 平成8年12月27日
000028 9000120840 魚友鮮魚店 656-2311 淡路市久留麻1790-4 799742486 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 中来田 勝 淡路(洲健)第1-383 令和4年11月21日 令和10年11月30日 令和4年11月21日
000028 9000120842 魚亀商店 656-1711 淡路市富島1050 799820069 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 浜口 善民 淡路(洲健)第1-211 令和3年8月27日 令和9年8月31日 令和3年8月27日
000028 9000120846 香川鮮魚店 656-1602 淡路市育波91-8 799840032 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 香川 宏 淡路(洲健)第1-395 令和4年2月9日 令和10年2月29日 令和4年2月9日
000028 9000120848 兵部 656-1711 淡路市富島1457 799820061 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 田中 和良 淡路(洲健)第1-397 令和4年2月9日 令和10年2月29日 令和4年2月9日
000028 9000120850 いちごの物語 656-1511 淡路市郡家1118-5 799850061 飲食店営業(3)旅館 一般 松本 勝 淡路(洲健)第2-114 平成30年8月21日 令和6年8月31日 昭和62年6月18日
000028 9000120858 栄亭別荘 656-1501 淡路市尾崎1648 799850072 飲食店営業(3)旅館 一般 片山 久司 淡路(洲健)第1-357 令和4年11月10日 令和10年11月30日 令和4年11月10日
000028 9000120861 江戸や 656-1531 淡路市江井2728-3 799860229 飲食店営業(3)旅館 一般 三好 恵美 淡路(洲健)第2-256 令和2年2月25日 令和8年2月28日 昭和53年2月16日
000028 9000120865 音羽館 656-1531 淡路市江井2787-1 799860017 飲食店営業(3)旅館 一般 中谷 充蔵 淡路(洲健)第2-119 平成30年8月21日 令和6年8月31日 昭和62年7月11日
000028 9000120868 山下荘 656-1531 淡路市江井2936 799861679 飲食店営業(3)旅館 一般 山下 孝清 淡路(洲健)第1-199 令和3年8月23日 令和9年8月31日 令和3年8月23日
000028 9000120876 江井荘 656-1531 淡路市江井2908 799860137 飲食店営業(3)旅館 一般 松尾 はつ子 淡路(洲健)第2-121 令和2年8月19日 令和8年8月31日 昭和50年7月30日
000028 9000120883 ラ・メール 656-1341 洲本市五色町都志角川1353-11 799330036 飲食店営業(3)旅館 一般 丸谷 庄司 淡路(洲健)第1-154 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 9000120884 川長旅館 656-1304 洲本市五色町都志万歳409 799330425 飲食店営業(3)旅館 一般 川﨑 晴康 淡路(洲健)第1-275 令和3年11月2日 令和9年11月30日 令和3年11月2日
000028 9000120885 浜千鳥 656-1301 洲本市五色町都志1158 799331600 飲食店営業(3)旅館 一般 一般財団法人五色ふるさと振興公社 代表理事 浜辺 学 656-1301 兵庫県洲本市五色町都志1087番地 799331600 淡路(洲健)第2-3 平成29年4月18日 令和6年5月31日 平成10年5月22日
000028 9000120888 料理旅館松原館 656-1325 洲本市五色町鮎原南谷80-1 799320015 飲食店営業(3)旅館 一般 松原 政子 淡路(洲健)第1-177 令和3年8月16日 令和9年8月31日 令和3年8月16日
000028 9000120890 民宿大西 656-1304 洲本市五色町都志万歳409-1 799330669 飲食店営業(3)旅館 一般 大西 久美 淡路(洲健)第1-162 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 9000120896 よど荘 656-1304 洲本市五色町都志万歳432 799330028 飲食店営業(3)旅館 一般 原田 嘉庸子 淡路(洲健)第1-163 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 9000120897 新五色荘 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦2141 799340278 飲食店営業(3)旅館 一般 小川 喜代子 淡路(洲健)第1-399 令和4年2月15日 令和10年2月29日 令和4年2月15日
000028 9000120899 さざなみ荘 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦2158-1 799340241 飲食店営業(3)旅館 一般 大濱 照代 淡路(洲健)第2-167 令和2年11月10日 令和8年11月30日 昭和50年10月4日
000028 9000120902 大浜荘 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦2172-2 799340409 飲食店営業(3)旅館 一般 大濵 敏雄 淡路(洲健)第2-58 平成29年7月24日 令和5年8月31日 昭和61年7月16日
000028 9000120914 民宿嘉楽荘 656-2401 淡路市岩屋1399-2 799723216 飲食店営業(3)旅館 一般 江本 宏子 淡路(洲健)第1-93 令和3年7月13日 令和9年8月31日 令和3年7月13日
000028 9000120915 高島屋 656-2401 淡路市岩屋1112-2 799722446 飲食店営業(3)旅館 一般 髙嶋 重美 淡路(洲健)第1-466 令和5年2月20日 令和11年2月28日 令和5年2月20日
000028 9000120921 いかだや 656-2401 淡路市岩屋1402 799722279 飲食店営業(3)旅館 一般 竹代 くみこ 淡路(洲健)第1-138 令和4年7月4日 令和10年8月31日 令和4年7月4日
000028 9000120922 淡海荘 656-2401 淡路市岩屋3559-4 799724111 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社国際観光ホテル淡海荘 代表取締役 大塩 茂彰 656-2401 兵庫県淡路市岩屋3559-4 799724111 淡路(洲健)第2-4 令和3年4月14日 令和9年5月31日 平成9年4月28日
000028 9000120923 ペンション パールシャイン 656-2401 淡路市岩屋576-3 799722901 飲食店営業(3)旅館 一般 田中 重次 淡路(洲健)第2-43 平成29年5月22日 令和5年5月31日 平成11年4月27日
000028 9000120937 釣りのお宿陽恵丸 656-2212 淡路市佐野2048 799650777 飲食店営業(3)旅館 一般 畠田 茂嗣 淡路(洲健)第1-35 令和4年5月2日 令和10年5月31日 令和4年5月2日
000028 9000120940 ペンション グリーン･リーフ 656-2154 淡路市木曽下1266-2 799624950 飲食店営業(3)旅館 一般 所川 幸生 淡路(洲健)第2-77 令和2年7月13日 令和8年8月31日 昭和63年7月28日
000028 9000120945 ペンション フルーツジュース 656-2162 淡路市王子1139-2 799621981 飲食店営業(3)旅館 一般 下脇 昇 淡路(洲健)第2-140 平成29年11月27日 令和5年11月30日 平成11年11月9日
000028 9000120946 ﾍﾟﾝｼｮﾝ ZOO 656-2162 淡路市王子1402-3 799621963 飲食店営業(3)旅館 一般 山本 宏樹 淡路(洲健)第2-31 平成30年5月18日 令和6年5月31日 平成12年5月29日
000028 9000120954 民宿浜乃家 656-2212 淡路市佐野1512-1 799650007 飲食店営業(3)旅館 一般 (有)佐名川商店 代表取締役 佐名川 貞子 656-2212 兵庫県淡路市佐野1510 799650007 淡路(洲健)第2-209 令和2年11月27日 令和8年11月30日 平成2年10月5日
000028 9000120955 八浄寺教化センター 656-2212 淡路市佐野768-1 799650026 飲食店営業(3)旅館 一般 八浄寺 代表役員 岩坪 泰圓 656-2212 兵庫県淡路市佐野834番地 799650026 淡路(洲健)第1-474 令和5年2月22日 令和11年2月28日 令和5年2月22日
000028 9000120959 旅館淡悠亭 656-2331 淡路市仮屋325 799744714 飲食店営業(3)旅館 一般 堀川 嘉次 淡路(洲健)第2-105 平成29年8月29日 令和5年8月31日 昭和56年6月17日
000028 9000120960 長松旅館 656-2331 淡路市仮屋127 799742007 飲食店営業(3)旅館 一般 松田 一郎 淡路(洲健)第1-427 令和5年1月30日 令和11年2月28日 令和5年1月30日
000028 9000120970 ﾍﾟﾝｼｮﾝ ﾐﾙｷｰｳｪｲ 656-2334 淡路市釜口2203 799745376 飲食店営業(3)旅館 一般 渡瀬 道雄 淡路(洲健)第2-102 令和1年8月26日 令和7年8月31日 昭和63年7月1日
000028 9000120972 和風ﾍﾟﾝｼｮﾝ萬亀 656-2334 淡路市釜口1203-1 799746155 飲食店営業(3)旅館 一般 亀谷 敏雄 淡路(洲健)第2-112 平成30年8月21日 令和6年8月31日 平成4年6月30日
000028 9000120982 ザ グランリゾート エレガンテ 淡路島 656-2302 淡路市大磯9-3 799740200 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社　大倉 代表取締役 清瀧 静男 530-0041 大阪府大阪市北区天神橋2丁目北2-11 663533911 淡路(洲健)第2-93 令和2年7月21日 令和9年8月31日 平成8年7月5日
000028 9000120983 グランドニッコー淡路 656-2306 淡路市夢舞台2 799741111 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社夢舞台 代表取締役 水埜　浩 656-2306 兵庫県淡路市夢舞台1 799741000 淡路(洲健)第2-206 平成30年2月27日 令和6年2月29日 平成12年1月5日
000028 9000120994 幸宝別館 656-1606 淡路市室津2328 799840116 飲食店営業(3)旅館 一般 (有)幸宝海運 代表取締役 濵田 幸造 656-1606 兵庫県淡路市室津2321 799840116 淡路(洲健)第2-80 平成30年7月31日 令和6年8月31日 昭和62年7月3日
000028 9000120995 喜安荘 656-1602 淡路市育波307-18 799841098 飲食店営業(3)旅館 一般 森崎 光枝 淡路(洲健)第2-181 令和1年11月25日 令和7年11月30日 昭和52年10月6日
000028 9000120997 奥野荘 656-1721 淡路市野島蟇浦295 799820495 飲食店営業(3)旅館 一般 奥野 多恵子 淡路(洲健)第2-200 平成30年2月22日 令和6年2月29日 昭和49年2月20日
000028 9000120998 中山荘 656-1721 淡路市野島蟇浦116 799822626 飲食店営業(3)旅館 一般 中山 照代 淡路(洲健)第1-285 令和3年11月10日 令和9年11月30日 令和3年11月10日
000028 9000120999 民宿 さざ波荘 656-1724 淡路市野島平林210 799820337 飲食店営業(3)旅館 一般 浜田 美香恵 淡路(洲健)第1-259 令和3年10月28日 令和9年11月30日 令和3年10月28日
000028 9000121001 平林荘 656-1724 淡路市野島平林48-1 799820554 飲食店営業(3)旅館 一般 下條 孝 淡路(洲健)第2-190 令和1年11月25日 令和7年11月30日 昭和57年9月13日
000028 9000121005 玉尾荘 656-1721 淡路市野島蟇浦297 799820778 飲食店営業(3)旅館 一般 玉尾 道子 淡路(洲健)第2-31 令和2年5月14日 令和8年5月31日 昭和50年3月28日
000028 9000121019 ローソン一宮町郡家店 656-1511 淡路市郡家413 799852889 飲食店営業(4)その他 一般 成瀬 英樹 淡路(洲健)第2-85 平成29年8月25日 令和6年8月31日 平成11年6月30日
000028 9000121021 貞ちゃん 656-1531 淡路市江井2771-2 799861127 飲食店営業(4)その他 一般 横嶋 貞子 淡路(洲健)第1-100 令和3年7月14日 令和9年8月31日 令和3年7月14日
000028 9000121031 スナック　かえ 656-1313 洲本市五色町鮎原西143-2 飲食店営業(4)その他 一般 脇村 佳栄子 淡路(洲健)第2-83 平成29年8月18日 令和5年8月31日 平成11年8月30日
000028 9000121037 土井好 656-1304 洲本市五色町都志万歳403 799330126 飲食店営業(4)その他 一般 土井 辰男 淡路(洲健)第2-44 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成1年5月23日
000028 9000121038 マーケットとくだ 656-1334 洲本市五色町広石中95-2 799350023 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 徳田 享治 淡路(洲健)第2-25 平成29年4月24日 令和5年5月31日 昭和61年3月5日
000028 9000121052 ＦＯＯＤＳＨＯＰスナガワ 656-1325 洲本市五色町鮎原南谷77-2 799320120 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 西岡 睦子 淡路(洲健)第2-267 令和3年2月22日 令和9年2月28日 平成8年12月3日
000028 9000121055 宝船 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦2299-1 799320985 飲食店営業(4)その他 露店 山口 祥之 淡路(洲健)第2-87 平成30年7月31日 令和5年8月31日 昭和56年7月10日
000028 9000121064 淡路S.A.下りﾌｰﾄﾞｺｰﾄ 656-2401 淡路市岩屋2568淡路Ｓ．Ａ．下り 799724667 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 淡路ルートサービス株式会社 代表取締役 井植 貞雄 656-2401 兵庫県淡路市岩屋2568番地 799732000 淡路(洲健)第1-50 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 9000121065 ザ・どん淡路S.A.下り 656-2401 淡路市岩屋2568淡路Ｓ．Ａ．下り 799724667 飲食店営業(4)その他 一般 淡路ルートサービス株式会社 代表取締役 井植 貞雄 656-2401 兵庫県淡路市岩屋2568番地 799732000 淡路(洲健)第1-51 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 9000121066 ミスタードーナツ淡路S.A.下り 656-2401 淡路市岩屋2568淡路Ｓ．Ａ．下り 799724667 飲食店営業(4)その他 一般 淡路ルートサービス株式会社 代表取締役 井植 貞雄 656-2401 兵庫県淡路市岩屋2568番地 799732000 淡路(洲健)第1-49 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 9000121078 美湯 松帆の郷 656-2401 淡路市岩屋3570-77美湯　松帆の郷 799732333 飲食店営業(4)その他 一般 (株)キャトルセゾン松帆 代表取締役 岸本 保 656-2401 兵庫県淡路市岩屋3570-4 799732333 淡路(洲健)第2-143 平成29年11月27日 令和5年11月30日 平成11年10月18日
000028 9000121098 紋六 656-2401 淡路市岩屋1335 799723825 飲食店営業(4)その他 一般 松林 陽子 淡路(洲健)第2-87 平成29年8月25日 令和5年8月31日 平成3年8月6日
000028 9000121101 淡路ハイウェイオアシス 656-2401 淡路市岩屋2674-3 799720220 飲食店営業(4)その他 露店 ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯6 799743257 淡路(洲健)第2-50 令和1年5月23日 令和6年5月31日 平成11年3月26日



000028 9000121103 淡路ハイウェイオアシス No.1 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 799720220 飲食店営業(4)その他 露店 ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯6 799743257 淡路(洲健)第2-51 令和2年5月25日 令和7年5月31日 平成12年3月13日
000028 9000121104 淡路ハイウェイオアシス No.2 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 799720220 飲食店営業(4)その他 露店 ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯6 799743257 淡路(洲健)第2-52 令和2年5月25日 令和7年5月31日 平成12年3月13日
000028 9000121105 ユーアールエー株式会社露店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 799720220 飲食店営業(4)その他 露店 ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯6 799743257 淡路(洲健)第2-53 令和2年5月25日 令和7年5月31日 平成12年3月13日
000028 9000121110 淡路ビーフ新谷カリヨン店 656-2132 淡路市志筑新島10-15 799626263 飲食店営業(4)その他 一般 (有)淡路ビーフ新谷 代表取締役 新谷 隆文 656-2142 兵庫県淡路市塩田新島3-4 799624567 淡路(洲健)第2-183 令和2年11月13日 令和8年11月30日 平成5年10月8日
000028 9000121112 梅木精肉店 656-2223 淡路市生穂1559-2 799640861 飲食店営業(4)その他 一般 梅木 穏 淡路(洲健)第2-185 令和2年11月13日 令和8年11月30日 平成5年11月25日
000028 9000121148 大正あん 656-2132 淡路市志筑新島10-3アルクリオ 799626506 飲食店営業(4)その他 一般 (有)大正あん 代表取締役 梅原 永治 656-2132 兵庫県淡路市志筑新島10-3 799626506 淡路(洲健)第2-108 令和2年7月29日 令和8年8月31日 平成8年8月8日
000028 9000121155 マクドナルドイオン淡路店 656-2132 淡路市志筑新島10-2 799602057 飲食店営業(4)その他 一般 (株)ヌバ 代表取締役 坂本 真 656-0021 兵庫県洲本市塩屋300-4 799241868 淡路(洲健)第2-3 令和2年4月16日 令和8年5月31日 平成8年4月16日
000028 9000121166 アルフィー 656-2131 淡路市志筑3209 799622102 飲食店営業(4)その他 一般 桃川 俊子 淡路(洲健)第2-47 平成29年5月22日 令和5年5月31日 昭和61年3月25日
000028 9000121174 イオンリテール(株)イオン淡路店 656-2132 淡路市志筑新島10-2 799626300 飲食店営業(4)その他 露店 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432116110 淡路(洲健)第2-196 令和2年11月17日 令和7年11月30日 平成5年10月8日
000028 9000121221 寿たこやき店 656-2311 淡路市久留麻2222 799742720 飲食店営業(4)その他 一般 森野 やよい 淡路(洲健)第2-269 令和2年2月25日 令和8年2月28日 平成7年12月19日
000028 9000121234 国際会議場2Fﾊﾟﾝﾄﾘｰ 656-2306 淡路市夢舞台1 799741111 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社夢舞台 代表取締役 水埜　浩 656-2306 兵庫県淡路市夢舞台1番地 799741000 淡路(洲健)第2-255 令和2年2月25日 令和9年2月28日 平成12年1月5日
000028 9000121245 為岩 656-1606 淡路市室津2331 飲食店営業(4)その他 一般 沖 紀佐美 淡路(洲健)第2-99 令和2年7月29日 令和8年8月31日 平成8年8月2日
000028 9000121253 坂本お好み店 656-1741 淡路市浅野南149-3 799820696 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 坂本 明美 淡路(洲健)第2-252 令和2年2月25日 令和8年2月28日 昭和63年2月12日
000028 9000121254 ちぃちゃん 656-1743 淡路市斗ノ内50-3 799821843 飲食店営業(4)その他 一般 高木 知惠子 淡路(洲健)第2-106 令和1年8月26日 令和7年8月31日 平成2年8月31日
000028 9000121263 なぎさ 656-1606 淡路市室津2321地先 799840055 飲食店営業(4)その他 一般 凪 義教 淡路(洲健)第1-212 令和3年8月27日 令和9年8月31日 令和3年8月27日
000028 9000121271 ローソン北淡町育波店 656-1602 淡路市育波406-2 799842166 飲食店営業(4)その他 一般 中谷 裕幸 淡路(洲健)第2-89 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成12年6月30日
000028 9000121276 光 656-1606 淡路市室津2470-2 799840553 飲食店営業(4)その他 一般 松下 ちよみ 淡路(洲健)第2-108 令和1年8月26日 令和7年8月31日 平成7年8月22日
000028 9000121285 菓子工房エクレール 656-1511 淡路市郡家140マルナカ一宮店内 799805081 菓子製造業 一般 今福 耕作 淡路(洲健)第3-12 平成30年5月21日 令和6年5月31日 平成12年3月24日
000028 9000121293 なが井製菓 656-1304 洲本市五色町都志万歳320-1 799330116 菓子製造業 一般 長井 達 淡路(洲健)第3-53 平成30年2月20日 令和6年2月29日 平成4年2月12日
000028 9000121294 田村風月堂 656-1343 洲本市五色町鳥飼中326-1 799340010 菓子製造業 一般 (有)田村風月堂 代表取締役 田村 忠康 656-1343 兵庫県洲本市五色町鳥飼中326-1 799340010 淡路(洲健)第3-69 令和2年2月25日 令和8年2月28日 平成4年12月22日
000028 9000121311 淡路ハイウェイオアシス 656-2401 淡路市岩屋2674-3 799720220 菓子製造業 露店 ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯6 799743257 淡路(洲健)第3-9 令和1年5月23日 令和6年5月31日 平成11年3月26日
000028 9000121319 楠昌(株) 656-2131 淡路市志筑885-1 799620732 菓子製造業 一般 楠昌(株) 代表取締役 南本 準 656-2131 兵庫県淡路市志筑885-1 799620732 淡路(洲健)第3-26 平成30年8月31日 令和6年8月31日 昭和62年7月1日
000028 9000121331 ベーカーシェフ 656-2132 淡路市志筑新島10-2 799626300 菓子製造業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432116110 淡路(洲健)第3-46 令和2年11月17日 令和9年11月30日 平成5年10月8日
000028 9000121336 大正あん 656-2132 淡路市志筑新島10-3アルクリオ 799626506 菓子製造業 一般 (有)大正あん 代表取締役 梅原 永治 656-2132 兵庫県淡路市志筑新島10-3 799626506 淡路(洲健)第3-26 令和2年7月29日 令和8年8月31日 平成8年8月8日
000028 9000121342 辨天堂 656-2131 淡路市志筑3276 799620059 菓子製造業 一般 有限会社辨天堂 取締役 桑名 寛和 656-2131 兵庫県淡路市志筑3254番地 799620059 淡路(洲健)第3-56 令和4年2月22日 令和10年2月29日 令和4年2月22日
000028 9000121345 イオンリテール(株)イオン淡路店 656-2132 淡路市志筑新島10-2 799626300 菓子製造業 露店 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432116110 淡路(洲健)第3-47 令和2年11月17日 令和7年11月30日 平成5年10月8日
000028 9000121354 小池商店 656-2311 淡路市久留麻2338-2 799742227 菓子製造業 一般 森 荘一 淡路(洲健)第3-40 平成29年11月28日 令和5年11月30日 平成11年11月24日
000028 9000121356 ベーカリー 656-2306 淡路市夢舞台2 799741111 菓子製造業 一般 株式会社夢舞台 代表取締役 水埜　浩 656-2306 兵庫県淡路市夢舞台1 799741000 淡路(洲健)第3-59 平成30年2月27日 令和6年2月29日 平成12年1月5日
000028 9000121358 タニール 656-2311 淡路市久留麻1931-10 799743672 菓子製造業 一般 谷 佳展 淡路(洲健)第3-33 平成30年11月19日 令和6年11月30日 平成12年10月13日
000028 9000121359 上原製菓店 656-1606 淡路市室津2383 799840070 菓子製造業 一般 上原 昇 淡路(洲健)第3-24 令和2年7月29日 令和8年8月31日 昭和35年7月21日
000028 9000121360 野口製菓店 656-1602 淡路市育波79-7 799840130 菓子製造業 一般 野口 耕一 淡路(洲健)第3-13 平成30年5月21日 令和6年5月31日 昭和40年4月15日
000028 9000121362 明盛堂 656-1606 淡路市室津1931 799840319 菓子製造業 一般 漁 盛三 淡路(洲健)第3-56 令和3年2月5日 令和9年2月28日 昭和50年12月12日
000028 9000121364 日進堂 656-1602 淡路市育波93-3 799841093 菓子製造業 一般 濵野 勝己 淡路(洲健)第3-55 平成30年2月22日 令和6年2月29日 昭和57年2月26日
000028 9000121368 兵庫県立淡路高等学校 656-1711 淡路市富島171-2 799821137 菓子製造業 一般 兵庫県立淡路高等学校 校長 鎌野 正人 656-1711 兵庫県淡路市富島171-2 799821137 淡路(洲健)第3-10 令和2年5月15日 令和8年5月31日 平成8年5月24日
000028 9000121371 やまちゃん食堂 656-1711 淡路市富島1145 799822899 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山名 たつ子 淡路(洲健)第1-420 令和5年1月19日 令和12年2月28日 令和5年1月19日
000028 9000121376 兵庫県立淡路高等学校 656-1711 淡路市富島171-2 799821137 かん詰又はびん詰食品製造業 一般 兵庫県立淡路高等学校 校長 鎌野 正人 656-1711 兵庫県淡路市富島171-2 799821137 淡路(洲健)第11-1 令和2年5月15日 令和8年5月31日 平成8年5月24日
000028 9000121502 都志荷さばき所 656-1304 洲本市五色町都志万歳494 799330059 魚介類せり売営業 一般 五色町漁業協同組合 代表理事 福島 富秋 656-1344 兵庫県洲本市五色町鳥飼浦1-2 799340331 淡路(洲健)第8-1 令和3年2月22日 令和9年2月28日 昭和55年2月26日
000028 9000121505 水産物荷さばき場 656-2401 淡路市岩屋1519 799725407 魚介類競り売り営業 一般 淡路島岩屋漁業協同組合 代表理事 東根 寿 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1414-1 799723046 淡路(洲健)第8-4 令和4年1月14日 令和10年2月29日 令和4年1月14日
000028 9000121506 仮屋漁業協同組合 656-2331 淡路市仮屋425地先 魚介類競り売り営業 一般 仮屋漁業協同組合 代表理事 岡田 光司 656-2331 兵庫県淡路市仮屋112番地の1 799742057 淡路(洲健)第7-2 令和4年11月28日 令和10年11月30日 令和4年11月28日
000028 9000121512 魚弥 656-1511 淡路市郡家284-4 799850056 魚介類販売業 一般 (有)魚弥 代表取締役 柏木 行雄 656-1511 兵庫県淡路市郡家287-2 799850581 淡路(洲健)第7-9 令和1年5月27日 令和7年5月31日 平成7年4月24日
000028 9000121520 マーケットとくだ 656-1334 洲本市五色町広石中95-2 799350023 魚介類販売業 一般 徳田 享治 淡路(洲健)第7-2 平成29年4月24日 令和5年5月31日 昭和61年3月5日
000028 9000121521 髙丸鮮魚店 656-1341 洲本市五色町都志角川1485 799330556 魚介類販売業 一般 髙丸 武伊智 淡路(洲健)第6-8 令和4年5月19日 令和10年5月31日 令和4年5月19日
000028 9000121523 湯谷鮮魚店 656-1304 洲本市五色町都志万歳403 799330048 魚介類販売業 一般 湯谷 恵美子 淡路(洲健)第7-33 平成30年2月20日 令和6年2月29日 平成3年12月27日
000028 9000121530 ＦＯＯＤＳＨＯＰスナガワ 656-1325 洲本市五色町鮎原南谷77-2 799320120 魚介類販売業 一般 西岡 睦子 淡路(洲健)第7-52 令和3年2月22日 令和9年2月28日 平成8年12月3日
000028 9000121533 五色町農林漁業体験実習館　浜千鳥 656-1301 洲本市五色町都志1158 799331600 魚介類販売業 一般 一般財団法人五色ふるさと振興公社 代表理事 浜辺 学 656-1301 兵庫県洲本市五色町都志1087番地 799331600 淡路（洲健）第6-12 令和4年5月26日 令和11年5月31日 令和4年5月26日
000028 9000121542 林屋 656-2401 淡路市岩屋1168 799722451 魚介類販売業 一般 有限会社林屋 代表取締役 林 修 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1168 799722451 淡路(洲健)第7-1 令和3年4月12日 令和9年5月31日 平成6年3月7日
000028 9000121547 沖商店 656-2334 淡路市釜口115-1 799742822 魚介類販売業 一般 (有)沖水産 代表取締役 沖 昌克 656-2334 兵庫県淡路市釜口115-1 799742822 淡路(洲健)第7-25 平成29年11月28日 令和5年11月30日 平成11年11月24日
000028 9000121554 沖物産(株)大阪湾工場 656-2131 淡路市志筑3112-11 799626010 魚介類販売業 一般 沖物産(株) 代表取締役 村上 俊二 656-2131 兵庫県淡路市志筑3112-10 799626060 淡路(洲健)第7-33 平成30年8月30日 令和6年8月31日 昭和52年6月11日
000028 9000121560 魚幸 656-2131 淡路市志筑2828-2 799620106 魚介類販売業 一般 有限会社魚幸 代表取締役 栗林 圭次 656-2131 兵庫県淡路市志筑2828番地の2 799620106 淡路(洲健)第7-30 令和1年11月25日 令和7年11月30日 平成4年11月17日
000028 9000121562 イオンリテール(株)イオン淡路店（水産） 656-2132 淡路市志筑新島10-2 799626300 魚介類販売業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432116110 淡路(洲健)第7-31 令和2年11月17日 令和9年11月30日 平成5年10月8日
000028 9000121569 魚佐太 656-2131 淡路市志筑1569-12 799620215 魚介類販売業 一般 小鹿 易豊 淡路(洲健)第7-38 平成30年2月22日 令和6年2月29日 平成12年2月28日
000028 9000121575 坂口鮮魚店 656-2301 淡路市楠本15-1 799743111 魚介類販売業 一般 坂口 保博 淡路(洲健)第6-4 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 9000121583 魚友鮮魚店 656-2311 淡路市久留麻1790-4 799742486 魚介類販売業 一般 中来田 勝 淡路(洲健)第6-32 令和4年11月21日 令和10年11月30日 令和4年11月21日
000028 9000121589 大阪屋鮮魚店 656-2311 淡路市久留麻1820-11 799742215 魚介類販売業 一般 戎 郁夫 淡路(洲健)第7-15 平成30年5月22日 令和6年5月31日 平成12年3月24日
000028 9000121591 佐久間鮮魚店 656-1602 淡路市育波254 799840293 魚介類販売業 一般 佐久間 十四生 淡路(洲健)第7-36 平成30年2月22日 令和6年2月29日 昭和52年2月28日
000028 9000121594 魚亀商店 656-1711 淡路市富島1050 799820069 魚介類販売業 一般 浜口 善民 淡路(洲健)第7-18 令和3年8月27日 令和9年8月31日 令和3年8月27日
000028 9000121596 田中商店 656-1711 淡路市富島854 799820567 魚介類販売業 一般 田中 良幸 淡路(洲健)第6-2 令和4年5月10日 令和10年5月31日 令和4年5月10日
000028 9000121601 兵部 656-1711 淡路市富島1457 799820061 魚介類販売業 一般 田中 和良 淡路(洲健)第7-31 令和4年2月9日 令和10年2月29日 令和4年2月9日
000028 9000121607 香川鮮魚店 656-1602 淡路市育波91-8 799840032 魚介類販売業 一般 香川 宏 淡路(洲健)第7-12 平成30年5月21日 令和6年5月31日 平成12年5月9日
000028 9000121614 ユーアールエー株式会社　食品工房 656-2305 淡路市浦1017-1 799746020 水産製品製造業 一般 ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯6 799743257 淡路(洲健)第20-3 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 9000121616 千年一酒造(株) 656-2311 淡路市久留麻2485-1 799742005 酒類製造業 一般 千年一酒造株式会社 代表取締役 上野山 善彦 656-2311 兵庫県淡路市久留麻2485番地の1 799742005 淡路(洲健)第23-1 令和3年2月4日 令和9年2月28日 昭和33年1月28日
000028 9000121626 淡路ビーフ新谷 656-2142 淡路市塩田新島3-4 799624567 食肉処理業 一般 (有)淡路ビーフ新谷 代表取締役 新谷 隆文 656-2142 兵庫県淡路市塩田新島3-4 799624567 淡路(洲健)第16-1 平成29年11月28日 令和5年11月30日 昭和61年11月26日
000028 9000121628 みけ家工房 656-2302 淡路市大磯6 799742696 食肉製品製造業 一般 ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯6 799743257 淡路(洲健)第18-1 令和4年2月3日 令和12年2月28日 令和4年2月3日
000028 9000121629 浜田商店 656-1531 淡路市江井2837 799860209 食肉販売業 一般 (有)浜田商店 代表取締役 濵田 和一 656-1531 兵庫県淡路市江井2837 799860209 淡路(洲健)第17-15 令和2年7月13日 令和8年8月31日 昭和63年8月19日
000028 9000121632 志智商店 656-1511 淡路市郡家72-8 799850168 食肉販売業 一般 吉田 敏 淡路(洲健)第10-11 令和4年11月15日 令和10年11月30日 令和4年11月15日
000028 9000121644 マーケットとくだ 656-1334 洲本市五色町広石中95-2 799350023 食肉販売業 一般 徳田 享治 淡路(洲健)第17-5 平成29年4月24日 令和5年5月31日 昭和61年3月5日
000028 9000121677 淡路ﾋﾞｰﾌ新谷 656-2131 淡路市志筑1706 799620107 食肉販売業 一般 (有)淡路ビーフ新谷 代表取締役 新谷 隆文 656-2142 兵庫県淡路市塩田新島3-4 799624567 淡路(洲健)第17-6 平成30年5月21日 令和6年5月31日 昭和57年5月22日
000028 9000121681 淡路ビーフ新谷カリヨン店 656-2132 淡路市志筑新島10-15 799626263 食肉販売業 一般 (有)淡路ビーフ新谷 代表取締役 新谷 隆文 656-2142 兵庫県淡路市塩田新島3-4 799624567 淡路(洲健)第17-34 令和2年11月13日 令和8年11月30日 平成5年10月8日
000028 9000121682 イオンリテール(株)イオン淡路店（畜産） 656-2132 淡路市志筑新島10-2 799626300 食肉販売業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432116110 淡路(洲健)第17-36 令和2年11月17日 令和9年11月30日 平成5年10月8日
000028 9000121685 梅木精肉店 656-2223 淡路市生穂1559-2 799640861 食肉販売業 一般 梅木 穏 淡路(洲健)第17-35 令和2年11月13日 令和8年11月30日 平成5年11月25日
000028 9000121688 杉山青果 656-2131 淡路市志筑3465-2 799621708 食肉販売業 一般 杉山 隆 淡路(洲健)第17-47 令和3年2月4日 令和9年2月28日 平成9年2月14日
000028 9000121714 みけ家工房 656-2302 淡路市大磯6 799742696 食肉販売業 一般 ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯6 799743257 淡路(洲健)第17-20 令和4年2月3日 令和12年2月28日 令和4年2月3日
000028 9000121750 沖物産(株)大阪湾工場 656-2131 淡路市志筑3112-11 799626010 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 沖物産(株) 代表取締役 村上 俊二 656-2131 兵庫県淡路市志筑3112-10 799626060 淡路(洲健)第10-9 平成30年8月30日 令和6年8月31日 昭和52年6月20日
000028 9000121771 片山豆腐店 656-2401 淡路市岩屋1097 799722147 豆腐製造業 一般 片山 輝久 淡路(洲健)第14-1 令和4年5月30日 令和10年5月31日 令和4年5月30日
000028 9000121772 森田食品 656-1521 淡路市多賀984-6 799852324 豆腐製造業 一般 森田 文八 淡路(洲健)第14-2 令和4年7月14日 令和10年8月31日 令和4年7月14日
000028 9000121773 菅豆腐店 656-2131 淡路市志筑393-1 799620453 豆腐製造業 一般 菅 耕司 淡路(洲健)第24-1 令和3年2月4日 令和9年2月28日 平成9年2月24日
000028 9000122006 歌のれん 656-2131 淡路市志筑3042 799624128 飲食店営業(4)その他 一般 増田 惠 淡路(洲健)第2-117 令和1年8月26日 令和7年8月31日 平成13年6月4日
000028 9000122007 お好み焼　やまだ 656-1511 淡路市郡家202-3 799850064 飲食店営業(4)その他 一般 山田 こしん 淡路(洲健)第2-64 令和1年5月27日 令和7年5月31日 平成13年5月28日
000028 9000122011 金太郎　津名店 656-2131 淡路市志筑3016 799625750 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 (株)ハンズ 代表取締役 中尾 浩也 656-0661 兵庫県南あわじ市阿那賀1491 799391140 淡路(洲健)第2-140 令和1年8月30日 令和7年8月31日 平成13年6月29日
000028 9000122014 売店　葵 656-1521 淡路市多賀 多賀の浜海水浴場 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 井戸 一夫 淡路(洲健)第1-188 令和3年8月19日 令和9年8月31日 令和3年8月19日
000028 9000122025 兵庫県特別養護老人ﾎｰﾑあわじ荘　北の街 656-1727 淡路市野島貴船229-1 799821950 飲食店営業(4)その他 一般 社会福祉法人　兵庫県社会福祉事業団 理事長 藪本 訓弘 651-2134 兵庫県神戸市西区曙町1070 789295655 淡路(洲健)第2-66 令和2年5月26日 令和8年5月31日 平成13年4月20日
000028 9000122026 兵庫県特別養護老人ﾎｰﾑあわじ荘　南の街 656-1727 淡路市野島貴船229-1 799821950 飲食店営業(4)その他 一般 社会福祉法人　兵庫県社会福祉事業団 理事長 藪本 訓弘 651-2134 兵庫県神戸市西区曙町1070 789295655 淡路(洲健)第2-67 令和2年5月26日 令和8年5月31日 平成13年4月20日
000028 9000122028 沖物産株式会社 第1食品加工場 656-2131 淡路市志筑3112-18 799626010 そうざい製造業 一般 沖物産株式会社 代表取締役 村上 俊二 656-2131 兵庫県淡路市志筑3112番地の10 799626060 淡路(洲健)第16-3 令和4年4月27日 令和11年5月31日 令和4年4月27日
000028 9000122031 ﾍﾟﾝｼｮﾝ　ﾀｰﾆﾝｸﾞﾎﾟｲﾝﾄ 656-1741 淡路市浅野南620 799822337 飲食店営業(3)旅館 一般 (有)ターニングポイント 代表取締役 東 高志 656-1741 兵庫県淡路市浅野南620 799822337 淡路(洲健)第2-65 令和1年5月27日 令和7年5月31日 平成13年4月25日
000028 9000122041 なかや 656-2305 淡路市浦1178-14ﾋﾗﾏﾂﾋﾞﾙ1F 799745411 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中井 外喜男 淡路(洲健)第2-95 令和2年7月21日 令和9年8月31日 平成13年7月23日
000028 9000122073 特別養護老人ﾎｰﾑ　淡路栄光園 656-2401 淡路市岩屋3373 799722938 飲食店営業(4)その他 一般 社会福祉法人　聖隷福祉事業団 理事長 山本 敏博 430-0906 静岡県浜松市中区住吉2-12-12 534391100 淡路(洲健)第2-114 令和1年8月26日 令和7年8月31日 平成13年8月15日
000028 9000122088 洋菓子のタカタ 656-1711 淡路市富島2044 799822316 菓子製造業 一般 高田 雄司 淡路(洲健)第3-57 令和1年11月27日 令和7年11月30日 平成13年9月7日
000028 9000122089 洋菓子のタカタ 656-1711 淡路市富島2044 799822316 アイスクリーム類製造業 一般 高田 雄司 淡路(洲健)第14-19 令和1年11月27日 令和7年11月30日 平成13年9月7日
000028 9000122093 株式会社淡路丸味フーズ 656-2212 淡路市佐野1580 799650093 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社淡路丸味フーズ 代表取締役 平田 善久 656-2212 兵庫県淡路市佐野1580番地 799650093 淡路(洲健)第2-202 令和1年11月27日 令和7年11月30日 平成13年9月17日
000028 9000122094 中国料理　玲瓏閣 656-2311 淡路市久留麻95-1 799742442 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 太田 旭 淡路(洲健)第2-186 令和1年11月25日 令和7年11月30日 平成13年9月26日
000028 9000122115 あいはら荘 656-1326 洲本市五色町鮎原下624-1 799320177 飲食店営業(3)旅館 一般 奥村 いち江 淡路(洲健)第2-157 令和1年11月15日 令和7年11月30日 平成13年11月5日
000028 9000122124 魚佐太 656-2131 淡路市志筑1569-12 799620215 飲食店営業(4)その他 一般 小鹿 易豊 淡路(洲健)第2-180 令和1年11月25日 令和7年11月30日 平成13年11月5日
000028 9000122132 ＥＭ６２１０４ 656-2132 淡路市志筑新島6-37 799621366 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 コンパスグループ・ジャパン株式会社 代表取締役 石田 隆嗣 104-0045 東京都中央区築地五丁目５番12号 淡路(洲健)第2-183 令和1年11月25日 令和7年11月30日 平成13年11月30日
000028 9000122143 サンマルク 656-2131 淡路市志筑2840-32 799623090 菓子製造業 一般 有限会社サンマルク 代表取締役 梅原 良和 656-2131 兵庫県淡路市志筑2840-32 799623090 淡路(洲健)第3-79 令和2年2月26日 令和8年2月28日 平成13年12月27日
000028 9000122153 長八水産 656-2401 淡路市岩屋1843-5 799722235 そうざい製造業 一般 菱谷 昌代 淡路(洲健)第26-21 令和2年2月26日 令和8年2月28日 平成14年2月6日
000028 9000122154 田村風月堂 656-1343 洲本市五色町鳥飼中326-1 799340010 あん類製造業 一般 (有)田村風月堂 代表取締役 田村 忠康 656-1343 兵庫県洲本市五色町鳥飼中326-1 799340010 淡路(洲健)第13-2 令和2年2月25日 令和8年2月28日 平成14年2月6日
000028 9000122160 Ikoi　Japanese　Cuisine 656-1602 淡路市育波569-3 799840475 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 菅村 まゆみ 淡路(洲健)第2-253 令和2年2月25日 令和8年2月28日 平成14年2月13日
000028 9000122163 お好み焼　豊子 656-1606 淡路市室津2494 799841265 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佐奈喜 きよか 淡路(洲健)第2-251 令和2年2月25日 令和8年2月28日 平成14年2月13日
000028 9000122165 髙田水産 656-2212 淡路市佐野2190-1 799650038 そうざい製造業 一般 髙田 清 淡路(洲健)第26-25 平成31年2月20日 令和7年2月28日 平成14年2月15日
000028 9000122299 フードショップ　アスパ五色店 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦2613 飲食店営業(4)その他 一般 村田 吉己 淡路(洲健)第2-43 令和2年5月27日 令和8年5月31日 平成14年3月18日
000028 9000123666 0377　事業所 656-1524 淡路市竹谷508-1 799850430 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一冨士フードサービス株式会社 代表取締役 大西 博史 530-0001 大阪府大阪市北区梅田3-3-20 664588801 淡路(洲健)第2-4 令和2年4月16日 令和8年5月31日 平成14年4月17日
000028 9000123683 森下食料品店 656-2223 淡路市生穂1562 799641709 飲食店営業(4)その他 一般 森下 善平 淡路(洲健)第2-13 令和2年4月24日 令和8年5月31日 平成14年5月28日
000028 9000123697 都冷蔵 656-1301 洲本市五色町都志28-1 799330391 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 有限会社　都冷蔵 代表取締役 大山 智弘 656-1303 兵庫県洲本市五色町都志大宮160-2 799330391 淡路(洲健)第10-13 令和2年8月24日 令和9年8月31日 平成14年6月14日
000028 9000123706 三楽園 656-2224 淡路市大谷傍示908-3 799641729 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松本 和昭 淡路(洲健)第2-103 令和2年7月29日 令和8年8月31日 平成14年7月15日
000028 9000123710 百萬弗 656-1602 淡路市育波395-2 799841889 飲食店営業(4)その他 一般 中村 ヤス子 淡路(洲健)第2-78 令和2年7月13日 令和8年8月31日 平成14年7月19日
000028 9000123715 清雅荘 656-1711 淡路市富島885 799820001 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福田 公乃 淡路(洲健)第2-118 令和2年8月18日 令和8年8月31日 平成14年8月2日
000028 9000123716 仲よし 656-2131 淡路市志筑1551 799620594 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 仲野 浩靖 淡路(洲健)第2-102 令和2年7月29日 令和8年8月31日 平成14年7月31日
000028 9000123718 魚佐太 656-2131 淡路市志筑1554-1 799623100 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 小鹿 易豊 淡路(洲健)第2-116 令和2年8月18日 令和8年8月31日 平成14年7月31日
000028 9000123741 小林酢製造所 656-1556 淡路市草香700-2 799860148 かん詰又はびん詰食品製造業 一般 小林 俊隆 淡路(洲健)第11-3 令和2年11月13日 令和8年11月30日 平成14年10月2日
000028 9000123742 小林酢製造所 656-1556 淡路市草香700-2 799860148 清涼飲料水製造業 一般 小林 俊隆 淡路(洲健)第27-2 令和2年11月13日 令和8年11月30日 平成14年10月2日
000028 9000123793 サナあわじ津名店 656-2131 淡路市志筑2840-19 799625851 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 サナあわじ(株) 代表取締役 坂本 悟朗 656-2541 兵庫県洲本市由良町由良514-10 799253739 淡路(洲健)第2-182 令和2年11月13日 令和8年11月30日 平成14年10月28日
000028 9000123799 山茶花 656-1304 洲本市五色町都志万歳382-1 799331242 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北畑 光晴 淡路(洲健)第2-188 令和2年11月16日 令和8年11月30日 平成14年11月20日



000028 9000123806 大瀬 656-1606 淡路市室津2556-2 799842002 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 阿南 昭二 淡路(洲健)第2-239 令和3年2月5日 令和9年2月28日 平成14年12月11日
000028 9000123833 淡路松帆食彩工房樽五 656-2401 淡路市岩屋3611-12 799732256 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 協和商事株式会社 代表取締役社長 髙田 誠司 652-0834 兵庫県神戸市兵庫区本町2丁目1-23 786816388 淡路(洲健)第2-87 令和3年5月27日 令和9年5月31日 平成15年3月6日
000028 9000123834 フードショップ　わたなべ 656-1304 洲本市五色町都志万歳398 799330023 飲食店営業(4)その他 一般 渡邊 淳臣 淡路(洲健)第2-45 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成15年3月11日
000028 9000123842 (有)浜口商店 656-2401 淡路市岩屋1843-7 799722442 そうざい製造業 一般 有限会社浜口商店 代表取締役 濵口 昌克 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1842-9 799722123 淡路(洲健)第26-9 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成15年3月24日
000028 9000123846 小さな宿　島栞 656-2154 淡路市木曽下字壱丁田1279-3 799624911 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社ターニングポイント 代表取締役 東 高志 656-1741 兵庫県淡路市浅野南620 799822337 淡路(洲健)第2-38 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成15年4月9日
000028 9000123861 有限会社　内田水産 656-2401 淡路市岩屋3606-8 799722452 そうざい製造業 一般 有限会社　内田水産 代表取締役 内田 修史 656-2401 兵庫県淡路市岩屋3606-8 799722452 淡路(洲健)第26-5 令和2年5月7日 令和8年5月31日 平成15年4月9日
000028 9000123874 真心 656-1711 淡路市富島1660 799820219 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 倉本 肇 淡路(洲健)第2-16 令和3年5月11日 令和9年5月31日 平成15年4月28日
000028 9000123877 わいわいサンリッチ 656-2305 淡路市浦148-1　ｻﾝｼｬｲﾝﾎｰﾙ内 799742199 飲食店営業(4)その他 一般 社会福祉法人　淡路市社会福祉協議会 理事長 小南 廣之 656-2131 兵庫県淡路市志筑1424 799625214 淡路(洲健)第2-34 令和3年5月18日 令和9年5月31日 平成15年4月30日
000028 9000123880 あわじ和牛亭 656-1511 淡路市郡家245-1 799852911 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社肉のよしおか 代表取締役 吉岡 利夫 656-1511 兵庫県淡路市郡家245-1 799852911 淡路(洲健)第2-52 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成15年5月14日
000028 9000123881 肉のよしおか 656-1511 淡路市郡家72-8 799850103 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社肉のよしおか 代表取締役 吉岡 利夫 656-1511 兵庫県淡路市郡家245-1 799852911 淡路(洲健)第2-51 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成15年5月14日
000028 9000123882 肉のよしおか 656-1511 淡路市郡家72-8 799850103 食肉販売業 一般 有限会社肉のよしおか 代表取締役 吉岡 利夫 656-1511 兵庫県淡路市郡家245-1 799852911 淡路(洲健)第17-6 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成15年5月14日
000028 9000123889 たこせんべいの里 656-2163 淡路市中田4155番地1 799602248 菓子製造業 一般 株式会社多幸 代表取締役 白藤 嘉康 656-2163 兵庫県淡路市中田4155番地1 799602248 淡路(洲健)第2-3 令和5年4月25日 令和12年5月31日 令和5年4月25日
000028 9000123899 宮田 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 自動車 宮田 美礼 淡路(洲健)第2-86 平成30年7月31日 令和5年8月31日 平成15年6月4日
000028 9000123900 ペンション山一屋 656-2401 淡路市岩屋2593-2 799725539 飲食店営業(3)旅館 一般 山市 嘉勝 淡路(洲健)第1-108 令和3年7月15日 令和9年8月31日 令和3年7月15日
000028 9000123912 拜原水産㈲ 656-2401 淡路市岩屋1834 799723714 そうざい製造業 一般 拜原水産有限会社 代表取締役 拜原 建 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1834 799723714 淡路(洲健)第26-13 令和2年8月18日 令和8年8月31日 平成15年6月17日
000028 9000123913 森鮮魚店 656-2305 淡路市浦179 799743145 魚介類販売業 一般 森 栄 淡路(洲健)第7-16 令和3年7月14日 令和9年8月31日 令和3年7月14日
000028 9000123914 花ひろば 656-2163 淡路市中田4139-4赤井屋根 799602280 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ナガオビルメン 取締役 長尾 のぶ子 656-0031 兵庫県洲本市千草甲4番地8 799225655 淡路(洲健)第1-168 令和3年8月10日 令和9年8月31日 令和3年8月10日
000028 9000123917 スナック　まりも 656-2401 淡路市岩屋967-15 799725578 飲食店営業(4)その他 一般 長野 みどり 淡路(洲健)第1-94 令和3年7月13日 令和9年8月31日 令和3年7月13日
000028 9000123919 酒庵あじと 656-1511 淡路市郡家285-8 799853004 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井戸 智子 淡路(洲健)第1-170 令和3年8月12日 令和9年8月31日 令和3年8月12日
000028 9000123933 みけ家工房 656-2302 淡路市大磯6 799742696 菓子製造業 一般 ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯6 799743257 淡路(洲健)第3-33 令和3年7月28日 令和10年8月31日 令和3年7月28日
000028 9000123962 上田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 上田 光洋 淡路(洲健)第2-103 平成30年8月10日 令和5年8月31日 平成15年8月11日
000028 9000123965 堀商店 656-1521 淡路市多賀 多賀の浜海水浴場 飲食店営業(4)その他 露店 堀 友加里 淡路(洲健)第2-106 平成30年8月10日 令和5年8月31日 平成15年8月25日
000028 9000123972 ＨＩＴＯＭＩ 656-2131 淡路市志筑3523-21シーサイド津名101号 799625533 飲食店営業(4)その他 一般 堀 波惠 淡路(洲健)第1-260 令和3年10月28日 令和9年11月30日 令和3年10月28日
000028 9000123978 ＭＡＲＥ 656-2305 淡路市浦890-1 799740299 飲食店営業(4)その他 一般 片山 由利 淡路(洲健)第1-250 令和3年10月25日 令和9年11月30日 令和3年10月25日
000028 9000123981 高栄水産(株)第2工場 656-1602 淡路市育波334-2 799840396 そうざい製造業 一般 高栄水産株式会社 代表取締役 高田 宏恒 656-1602 兵庫県淡路市育波334-1 799840396 淡路(洲健)第26-27 令和3年11月10日 令和9年11月30日 令和3年11月10日
000028 9000123993 魚亀商店 656-1711 淡路市富島1080 799820069 飲食店営業(4)その他 一般 浜口 善民 淡路(洲健)第1-396 令和4年2月9日 令和10年2月29日 令和4年2月9日
000028 9000124019 焼鳥・炉端　信長 656-2132 淡路市志筑新島10-47 799625266 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 政後 良直 淡路(洲健)第1-424 令和4年2月21日 令和10年2月29日 令和4年2月21日
000028 9000124020 1階メイン厨房 656-2132 淡路市志筑新島9-1ＮＡＲＶサザンクロス 799601115 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品(株) 代表取締役 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内2-7-3 332302235 淡路(洲健)第2-53 平成28年5月20日 令和5年5月31日 平成16年3月1日
000028 9000124021 みけ家 656-2401 淡路市岩屋2674-3 799720220 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯6 799743257 淡路(洲健)第2-45 平成30年5月18日 令和7年5月31日 平成16年3月1日
000028 9000124023 ラ　メール 656-2132 淡路市志筑新島9-1ＮＡＲＶサザンクロス 799601450 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品(株) 代表取締役 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内2-7-3 332302235 淡路(洲健)第2-54 平成28年5月20日 令和5年5月31日 平成16年3月8日
000028 9000124028 道の駅あわじ　海鮮館  海鮮館 656-2401 淡路市岩屋1873-1道の駅あわじ 799720201 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社淡路観光開発公社 代表取締役 西田 利行 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1187-1 799722040 淡路(洲健)第1-74 令和4年5月19日 令和10年5月31日 令和4年5月19日
000028 9000124029 道の駅あわじ　海鮮館  鮮魚コーナー 656-2401 淡路市岩屋1873-1道の駅あわじ 799720201 魚介類販売業 一般 株式会社淡路観光開発公社 代表取締役 西田 利行 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1187-1 799722040 淡路(洲健)第6-7 令和4年5月19日 令和10年5月31日 令和4年5月19日
000028 9000124042 このみ 656-2163 淡路市中田4043-1 799626018 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 貫名 里美 淡路(洲健)第1-36 令和4年5月2日 令和10年5月31日 令和4年5月2日
000028 9000124057 てんてん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 宮田 武典 淡路(洲健)第2-52 令和1年5月23日 令和6年5月31日 平成16年4月30日
000028 9000124060 五色浜ドライブイン 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦2599-394 799340411 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中野 容子 淡路(洲健)第1-80 令和4年5月20日 令和10年5月31日 令和4年5月20日
000028 9000124063 紫陽花Ⅱ 656-1342 洲本市五色町鳥飼上330-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 近藤 光子 淡路(洲健)第2-47 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成16年5月25日
000028 9000124079 みけ家工房 656-2302 淡路市大磯6 799742696 ソース類製造業 一般 ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯6 799743257 淡路(洲健)第22-1 平成29年8月29日 令和5年8月31日 平成16年7月29日
000028 9000124092 アクアクララ淡路 656-2132 淡路市志筑新島1-3 799626820 清涼飲料水製造業 一般 株式会社森長組 代表取締役 森 宏文 656-0514 兵庫県南あわじ市賀集823番地 799540721 淡路(洲健)第17-1 令和4年7月21日 令和10年8月31日 令和4年7月21日
000028 9000124095 沖物産株式会社 第2食品加工場 656-2131 淡路市志筑3112-18 799626050 そうざい製造業 一般 沖物産(株) 代表取締役 村上 俊二 656-2131 兵庫県淡路市志筑3112-10 799626060 淡路(洲健)第26-15 平成30年11月12日 令和7年11月30日 平成16年9月27日
000028 9000124096 思いつき 656-1711 淡路市富島1852 799821249 飲食店営業(4)その他 一般 打越 睦子 淡路(洲健)第1-391 令和4年11月24日 令和10年11月30日 令和4年11月24日
000028 9000124108 お多福 656-1301 洲本市五色町都志174-1 799330341 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橋詰 政直 淡路(洲健)第1-360 令和4年11月10日 令和10年11月30日 令和4年11月10日
000028 9000124141 やま庄水産 656-2401 淡路市岩屋2942-28 799723427 そうざい製造業 一般 山谷 直義 淡路(洲健)第16-29 令和5年2月2日 令和11年2月28日 令和5年2月2日
000028 9000124142 栄亭 656-1501 淡路市尾崎1619-1 799850072 飲食店営業(3)旅館 一般 片山 久司 淡路(洲健)第1-483 令和5年2月27日 令和11年2月28日 令和5年2月27日
000028 9000124159 狐狸庵 656-0122 南あわじ市広田広田1054-1 799451328 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 斉藤 満雄 淡路(洲健)第2-160 平成30年2月14日 令和6年2月29日 昭和57年2月3日
000028 9000124160 ミッキーマウス 656-0122 南あわじ市広田広田1-3 799451512 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一ノ瀬 恵美子 淡路(洲健)第2-80 平成29年8月7日 令和5年8月31日 平成3年6月21日
000028 9000124162 お冨 656-0131 南あわじ市広田中筋68 799451183 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 市場 成和 淡路(洲健)第1-419 令和4年2月18日 令和10年2月29日 令和4年2月18日
000028 9000124164 加喜伴 656-0122 南あわじ市広田広田310 799451507 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 柿原 守泰 淡路(洲健)第1-334 令和4年11月8日 令和10年11月30日 令和4年11月8日
000028 9000124174 鳥蔵 656-0122 南あわじ市広田広田239-3 799452531 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鴨根 明 淡路(洲健)第1-41 令和4年5月10日 令和10年5月31日 令和4年5月10日
000028 9000124180 喫茶ハープ 656-0122 南あわじ市広田広田92 799450898 飲食店営業(4)その他 一般 中田 きよ子 淡路(洲健)第1-322 令和3年11月25日 令和9年11月30日 令和3年11月25日
000028 9000124184 ひまわり 656-0122 南あわじ市広田広田865 799451560 飲食店営業(4)その他 一般 藤井 悦子 淡路(洲健)第2-172 令和1年11月22日 令和7年11月30日 平成4年11月27日
000028 9000124187 芽瑠偏 656-0122 南あわじ市広田広田1054-1 799451327 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉田 俊子 淡路(洲健)第2-216 令和3年1月25日 令和9年2月28日 昭和53年12月25日
000028 9000124188 ㈲松葉寿司 656-0122 南あわじ市広田広田528-1 799451019 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ㈲松葉寿司 代表取締役 平野 一彦 656-0025 兵庫県南あわじ市広田広田528-1 799451019 淡路(洲健)第2-77 平成30年7月30日 令和6年8月31日 平成4年6月29日
000028 9000124195 グリル京里亭 656-0121 南あわじ市山添168-1 799451373 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福留 美代子 淡路(洲健)第1-381 令和4年2月7日 令和10年2月29日 令和4年2月7日
000028 9000124209 二味 656-0313 南あわじ市松帆志知川287 799362300 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小浜 為 淡路(洲健)第2-10 平成30年5月1日 令和6年5月31日 昭和49年4月12日
000028 9000124212 アリス 656-0313 南あわじ市松帆志知川586-5 799362616 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 亀井 照男 淡路(洲健)第2-142 令和2年10月5日 令和8年11月30日 昭和63年11月9日
000028 9000124216 スナックみどり 656-0306 南あわじ市松帆慶野154-4 799362497 飲食店営業(4)その他 一般 中村 みどり 淡路(洲健)第2-141 令和2年10月5日 令和8年11月30日 昭和58年11月14日
000028 9000124218 原商店 656-0306 南あわじ市松帆慶野慶野松原海水浴場 799364960 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 原 臣良 淡路(洲健)第2-81 平成29年8月10日 令和5年8月31日 昭和61年8月19日
000028 9000124220 中海 656-0306 南あわじ市松帆慶野395 799364945 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中海 良忠 淡路(洲健)第2-20 令和3年5月12日 令和9年5月31日 平成1年5月1日
000028 9000124223 気まぐれ館 656-0304 南あわじ市松帆古津路920 799365282 飲食店営業(4)その他 一般 田浦 布恵 淡路(洲健)第1-380 令和4年2月7日 令和10年2月29日 令和4年2月7日
000028 9000124230 男女川（みながわ） 656-0314 南あわじ市松帆西路7-9 799364400 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 正木 薫 淡路(洲健)第2-153 令和2年10月16日 令和8年11月30日 昭和63年11月9日
000028 9000124235 さつき寿司 656-0332 南あわじ市湊438-12 799362485 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 来馬 正明 淡路(洲健)第1-9 令和4年4月19日 令和10年5月31日 令和4年4月19日
000028 9000124238 鎌田 656-0332 南あわじ市湊374 799362071 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鎌田 和枝 淡路(洲健)第2-150 令和1年11月14日 令和7年11月30日 昭和57年9月29日
000028 9000124240 さと味 656-0332 南あわじ市湊284 799362603 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 里見 眞章 淡路(洲健)第2-15 平成29年4月20日 令和5年5月31日 昭和61年3月22日
000028 9000124248 焼肉平松 656-0331 南あわじ市湊里159 799363015 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平山 秀樹 淡路(洲健)第1-131 令和3年7月26日 令和9年8月31日 令和3年7月26日
000028 9000124249 鉄平 656-0332 南あわじ市湊463 799362436 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平本 冨美子 淡路(洲健)第2-156 平成30年2月14日 令和6年2月29日 昭和56年12月14日
000028 9000124252 いろり亭 656-0332 南あわじ市湊1004-19 799364818 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福原 和代 淡路(洲健)第1-266 令和3年11月2日 令和9年11月30日 令和3年11月2日
000028 9000124253 居酒屋 とりい 656-0332 南あわじ市湊643 799365203 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鳥井 喜美代 淡路(洲健)第1-205 令和4年8月5日 令和10年8月31日 令和4年8月5日
000028 9000124256 まわるすしきんたろう 656-0332 南あわじ市湊110西淡シーパ内 799360156 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ㈱ハンズ 代表取締役 中尾 浩也 656-0661 兵庫県南あわじ市阿那賀1491 799391140 淡路(洲健)第2-155 平成30年2月14日 令和6年2月29日 平成12年2月25日
000028 9000124257 前川天婦羅屋 656-0332 南あわじ市湊502 799362405 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前川 裕子 淡路(洲健)第1-30 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 9000124261 カフェ･ド･ラ･パン 656-0341 南あわじ市津井2278-11 799380446 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西本 美奈子 淡路(洲健)第1-206 令和4年8月9日 令和10年8月31日 令和4年8月9日
000028 9000124262 松本 656-0341 南あわじ市津井2277-21 799365324 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松本 浩二 淡路(洲健)第2-17 平成29年4月20日 令和5年5月31日 平成3年4月30日
000028 9000124268 淡路島南パーキングエリア下り線 656-0661 南あわじ市阿那賀字柿ｹ原608-8 799391150 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 淡路ルートサービス株式会社 代表取締役 井植 貞雄 656-2401 兵庫県淡路市岩屋2568 799732000 淡路(洲健)第1-155 令和3年8月2日 令和10年8月31日 令和3年8月2日
000028 9000124278 南風 656-0661 南あわじ市阿那賀1506 799390516 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中尾 百枝 淡路(洲健)第2-9 平成30年5月1日 令和6年5月31日 平成12年5月9日
000028 9000124285 プレタポルテ 656-0322 南あわじ市志知鈩119 799363934 飲食店営業(4)その他 一般 伝宝 美和子 淡路(洲健)第1-267 令和3年11月2日 令和9年11月30日 令和3年11月2日
000028 9000124295 とと芳 656-0427 南あわじ市榎列松田710 ﾋｶﾘﾊｲﾂ101 799422237 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 伊吹 文昭 淡路(洲健)第1-417 令和5年1月19日 令和11年2月28日 令和5年1月19日
000028 9000124302 喫茶＆軽食メロディー 656-0426 南あわじ市榎列大榎列49 799424702 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 原口 登代子 淡路(洲健)第2-24 平成29年4月24日 令和5年5月31日 昭和56年4月14日
000028 9000124305 ラウンジめぐみ 656-0426 南あわじ市榎列大榎列18-2 799421941 飲食店営業(4)その他 一般 福永 みよし 淡路(洲健)第2-224 令和3年1月29日 令和9年2月28日 平成5年12月2日
000028 9000124309 和 656-0427 南あわじ市榎列松田733-24ｸﾘｽﾀﾙﾊﾟﾚｽ205号 799426688 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橋田 和博 淡路(洲健)第2-24 令和3年5月12日 令和9年5月31日 平成9年3月24日
000028 9000124310 ＭＡＲＳ 656-0426 南あわじ市榎列大榎列825 799427598 飲食店営業(4)その他 一般 藤本 留美 淡路(洲健)第2-210 平成30年2月28日 令和6年2月29日 平成12年2月3日
000028 9000124311 次男坊 656-0428 南あわじ市榎列掃守318-2 799423544 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中嶋 久美子 淡路(洲健)第2-203 平成30年2月26日 令和6年2月29日 平成12年2月29日
000028 9000124313 やじろ兵衛 656-0427 南あわじ市榎列松田733-24 799426070 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 村上 章三 淡路(洲健)第2-19 令和2年5月8日 令和8年5月31日 昭和63年4月1日
000028 9000124314 小料理 海味 656-0426 南あわじ市榎列大榎列1357-8 799422908 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森本 均 淡路(洲健)第1-253 令和3年10月25日 令和10年11月30日 令和3年10月25日
000028 9000124319 コアラ家 656-0443 南あわじ市八木養宜上1029 799425396 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 柏木 幹也 淡路(洲健)第2-6 平成30年5月1日 令和6年5月31日 昭和62年5月1日
000028 9000124331 さと 656-0436 南あわじ市八木新庄30-1 799427367 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大塚 榮 淡路(洲健)第2-133 平成29年11月14日 令和5年11月30日 平成11年11月8日
000028 9000124340 八木病院 656-0446 南あわじ市八木寺内1147 799426188 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 富士産業株式会社 代表取締役社長 中村 勝彦 105-0004 東京都港区新橋5丁目32-7 354006111 淡路(洲健)第2-78 令和3年5月24日 令和9年5月31日 平成10年3月31日
000028 9000124341 老人保健施設　ひまわり 656-0446 南あわじ市八木寺内347-1 799427801 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 富士産業㈱ 代表取締役 中村 勝彦 105-0004 東京都港区新橋5-32-7 354006111 淡路(洲健)第2-94 平成30年8月3日 令和7年8月31日 平成11年7月15日
000028 9000124342 ティ＆コーヒミハラ 656-0442 南あわじ市八木養宜中173 799425335 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ㈱メディス 代表取締役 小谷 みゆき 654-0161 兵庫県神戸市須磨区弥栄台3丁目15番地１ 787948822 淡路(洲健)第2-226 令和2年2月12日 令和8年2月28日 昭和62年12月1日
000028 9000124346 茶々丸 656-0444 南あわじ市八木大久保115-1 799424828 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 村上 信夫 淡路(洲健)第1-282 令和4年10月3日 令和10年11月30日 令和4年10月3日
000028 9000124352 ふらんす食堂プティポワ 656-0446 南あわじ市八木寺内1150ｰ2 799423181 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 安田 將典 淡路(洲健)第2-144 平成30年11月2日 令和6年11月30日 平成12年10月11日
000028 9000124365 とんかつ一番 656-0461 南あわじ市市円行寺104 799420194 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 阿萬田 到 淡路(洲健)第1-434 令和5年2月3日 令和11年2月28日 令和5年2月3日
000028 9000124375 鮨割烹たつら 656-0473 南あわじ市市小井451 799426224 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 清水 健太 淡路(洲健)第2-216 令和2年1月28日 令和8年2月28日 平成5年1月27日
000028 9000124376 くりはら食堂 656-0478 南あわじ市市福永560-2 799420067 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 栗原 明美 淡路(洲健)第2-29 令和3年5月12日 令和9年5月31日 平成6年5月24日
000028 9000124382 絵梨子 656-0473 南あわじ市市小井451-36 799424561 飲食店営業(4)その他 一般 酒井 静代 淡路(洲健)第1-252 令和3年10月25日 令和9年11月30日 令和3年10月25日
000028 9000124394 たにやんの店 656-0478 南あわじ市市福永559-5 799420997 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷口 孝行 淡路(洲健)第2-151 令和1年11月14日 令和7年11月30日 平成7年11月10日
000028 9000124400 吾一庵 656-0478 南あわじ市市福永572-1 799423355 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 眞野 耕一 淡路(洲健)第2-86 令和2年7月17日 令和8年8月31日 昭和58年6月29日
000028 9000124401 喫茶アシベ 656-0462 南あわじ市市青木105-5 799420527 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前田 みゆき 淡路(洲健)第1-415 令和4年2月17日 令和10年2月29日 令和4年2月17日
000028 9000124405 スナック金太郎 656-0456 南あわじ市神代地頭方1439 799425698 飲食店営業(4)その他 一般 納 正基 淡路(洲健)第2-231 令和3年2月2日 令和9年2月28日 昭和58年12月16日
000028 9000124411 フラミンゴ 656-0455 南あわじ市神代國衙1119ｰ2 799423356 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 原町 宏司 淡路(洲健)第2-11 平成30年5月2日 令和6年5月31日 昭和49年4月24日
000028 9000124412 べんけい 656-0455 南あわじ市神代國衙1210ｰ1 799425033 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 林 正幸 淡路(洲健)第2-223 令和2年2月10日 令和8年2月28日 昭和52年12月14日
000028 9000124420 スナック 桜椿樹 656-0501 南あわじ市福良甲512-130 799522528 飲食店営業(4)その他 一般 太田 教次 淡路(洲健)第2-28 平成30年5月18日 令和6年5月31日 昭和52年4月7日
000028 9000124422 とり小屋 656-0501 南あわじ市福良甲512-153 799522535 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木場 義隆 淡路(洲健)第2-109 令和2年7月31日 令和8年8月31日 昭和58年7月4日
000028 9000124423 味処 とっくり 656-0501 南あわじ市福良甲512-91 799521388 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井内 成次 淡路(洲健)第1-88 令和4年5月20日 令和10年5月31日 令和4年5月20日
000028 9000124430 沖 656-0501 南あわじ市福良甲1527-2 799523094 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 沖 賀雄 淡路(洲健)第1-184 令和3年8月17日 令和9年8月31日 令和3年8月17日
000028 9000124444 日本丸 656-0501 南あわじ市福良甲1528-7地先 飲食店営業(4)その他 一般 ジョイポート南淡路㈱ 代表取締役 鎌田 勝義 656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲1528-4地先 799520054 淡路(洲健)第2-145 平成30年11月2日 令和6年11月30日 平成12年10月12日
000028 9000124446 喫茶トーク 656-0502 南あわじ市福良乙1211 799522449 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 建山 佳永子 淡路(洲健)第1-118 令和3年7月19日 令和9年8月31日 令和3年7月19日
000028 9000124447 Hotel & Resorts MINAMIAWAJI  ７Ｆ洋食厨房 656-0503 南あわじ市福良丙317 799523011 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大和リゾ－ト株式会社 代表取締役 柴山 良成 100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目8番1号 364571551 淡路(洲健)第1-251 令和4年8月26日 令和11年8月31日 令和4年8月26日
000028 9000124448 Hotel & Resorts MINAMIAWAJI  中国厨房 656-0503 南あわじ市福良丙317 799523011 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大和リゾ－ト株式会社 代表取締役 柴山 良成 100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目8番1号 364571551 淡路(洲健)第1-253 令和4年8月26日 令和11年8月31日 令和4年8月26日
000028 9000124449 Hotel & Resorts MINAMIAWAJI  味のれん 656-0503 南あわじ市福良丙317 799523011 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大和リゾ－ト株式会社 代表取締役 柴山 良成 100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目8番1号 364571551 淡路(洲健)第1-257 令和4年8月26日 令和11年8月31日 令和4年8月26日
000028 9000124457 あや 656-0502 南あわじ市福良乙30 799522255 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 坂東 毅 淡路(洲健)第2-15 平成30年5月11日 令和6年5月31日 平成4年5月15日
000028 9000124463 ３･６（みろく） 656-0501 南あわじ市福良甲512-108 799522136 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮崎 康彦 淡路(洲健)第1-364 令和4年1月20日 令和10年2月29日 令和4年1月20日
000028 9000124464 喫茶ペルシャ 656-0502 南あわじ市福良乙184 799520673 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 巻山 利明 淡路(洲健)第2-19 平成29年4月20日 令和5年5月31日 昭和56年3月2日
000028 9000124467 エイト 656-0501 南あわじ市福良甲1329-6 799522600 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮崎 絋子 淡路(洲健)第2-222 令和3年1月26日 令和9年2月28日 昭和59年2月25日



000028 9000124470 文治 656-0501 南あわじ市福良甲512-178 799520019 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 由井 宏 淡路(洲健)第2-158 令和2年10月21日 令和8年11月30日 昭和63年11月25日
000028 9000124473 ぐりるエイト 656-0501 南あわじ市福良甲1291-5 799523609 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮崎 尚成 淡路(洲健)第1-149 令和4年7月12日 令和10年8月31日 令和4年7月12日
000028 9000124477 ひまわり 656-0513 南あわじ市賀集野田142-5 799531713 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 賀集 卓也 淡路(洲健)第1-433 令和5年2月3日 令和11年2月28日 令和5年2月3日
000028 9000124480 三洋エナジー 食堂 656-0513 南あわじ市賀集野田407 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 サンフードサービス㈱ 代表取締役 前 久夫 656-2302 兵庫県淡路市大磯28-1 799740622 淡路(洲健)第2-29 平成29年4月28日 令和6年5月31日 平成7年4月13日
000028 9000124498 亜湖 656-0514 南あわじ市賀集826-3 799531400 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森腰 佐智子 淡路(洲健)第1-119 令和3年7月19日 令和9年8月31日 令和3年7月19日
000028 9000124499 ロマン 656-0511 南あわじ市賀集八幡南226ｰ5 799531510 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 土居 洋子 淡路(洲健)第2-63 平成30年7月13日 令和6年8月31日 昭和57年7月15日
000028 9000124509 舟入 656-0542 南あわじ市阿万吹上町1246-2 799552125 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 阿部 喜久子 淡路(洲健)第1-87 令和4年5月20日 令和10年5月31日 令和4年5月20日
000028 9000124511 南淡漁協婦人部海水浴場売店 656-0545 南あわじ市阿万西町地先 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 南淡漁業協同組合 代表理事 橋本 昌和 656-0551 兵庫県南あわじ市灘土生45番地 799560002 淡路(洲健)第1-198 令和4年8月2日 令和10年8月31日 令和4年8月2日
000028 9000124518 まえかつ 656-0544 南あわじ市阿万下町779 799550145 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前田 寧子 淡路(洲健)第1-303 令和4年10月18日 令和10年11月30日 令和4年10月18日
000028 9000124520 春日 656-0531 南あわじ市北阿万伊賀野594-14 799551545 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 島田 勝惠 淡路(洲健)第2-223 令和3年1月29日 令和9年2月28日 平成9年1月17日
000028 9000124523 歌謡スタジオフレンズ 656-0534 南あわじ市北阿万筒井1764-1 799551412 飲食店営業(4)その他 一般 濵田 聡 淡路(洲健)第2-78 平成29年8月3日 令和5年8月31日 昭和61年6月16日
000028 9000124525 潮味 656-0521 南あわじ市潮美台1丁目24ｰ3 799523503 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岸上 信行 淡路(洲健)第2-214 令和2年1月28日 令和8年2月28日 昭和62年12月4日
000028 9000124527 お食事処　あさやま 656-0961 南あわじ市沼島206 799570920 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 浅山 光子 淡路(洲健)第1-159 令和3年8月3日 令和9年8月31日 令和3年8月3日
000028 9000124536 一井食品 656-0332 南あわじ市湊1126-9 799364186 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 井神 博子 淡路(洲健)第2-22 令和3年5月12日 令和9年5月31日 平成1年5月20日
000028 9000124540 千博屋 656-0443 南あわじ市八木養宜上184-1 799425785 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社千博屋 代表取締役 池上 紘嘉 656-0443 兵庫県南あわじ市八木養宜上184番地の1 799425785 淡路(洲健)第1-251 令和3年10月25日 令和9年11月30日 令和3年10月25日
000028 9000124548 魚治 656-0551 南あわじ市灘土生176 799560356 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 林 健一 淡路(洲健)第2-169 平成31年2月15日 令和7年2月28日 平成12年12月26日
000028 9000124551 福秀 656-0521 南あわじ市潮美台2丁目4-5 799531699 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 福榮 秀知 淡路(洲健)第2-148 令和2年10月13日 令和8年11月30日 平成8年11月15日
000028 9000124557 萩原商店 656-0131 南あわじ市広田中筋59 799450152 飲食店営業(4)その他 一般 萩原 勉 淡路(洲健)第2-135 平成29年11月14日 令和5年11月30日 昭和51年10月13日
000028 9000124559 ハーフタイム 656-0122 南あわじ市広田広田138-1-106 799452527 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 廣田 良子 淡路(洲健)第1-201 令和3年8月23日 令和9年8月31日 令和3年8月23日
000028 9000124589 クルーズ 656-0332 南あわじ市湊110シーパ内 799360155 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 丸添 眞智子 淡路(洲健)第1-8 令和4年4月18日 令和10年5月31日 令和4年4月18日
000028 9000124599 一貴 656-0322 南あわじ市志知鈩1-1 799360072 飲食店営業(4)その他 一般 増井 昌宏 淡路(洲健)第2-17 平成30年5月11日 令和6年5月31日 平成12年4月28日
000028 9000124611 原田 656-0421 南あわじ市榎列山所871-3 799424063 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 原田 松子 淡路(洲健)第2-110 平成29年10月24日 令和5年11月30日 昭和51年10月28日
000028 9000124635 新こむぎ 656-0475 南あわじ市市三條1188-3 799427798 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 孝田 篤保 淡路(洲健)第2-7 平成30年5月1日 令和6年5月31日 平成12年5月24日
000028 9000124641 奈美喜 656-0471 南あわじ市市十一ケ所346 799422909 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 並木 幸子 淡路(洲健)第2-95 平成30年8月6日 令和6年8月31日 昭和57年6月3日
000028 9000124649 久太郎 656-0473 南あわじ市市小井448 799423799 飲食店営業(4)その他 一般 松尾 照久 淡路(洲健)第2-78 平成30年7月30日 令和6年8月31日 平成12年8月25日
000028 9000124650 マサゴ鮮魚 656-0456 南あわじ市神代地頭方1436ｰ2 799421323 飲食店営業(4)その他 一般 真砂 卓司 淡路(洲健)第2-178 平成31年2月18日 令和7年2月28日 平成13年1月12日
000028 9000124656 ムラカミ食品 656-0456 南あわじ市神代地頭方1426-3 799425632 飲食店営業(4)その他 一般 村上 雅保 淡路(洲健)第2-156 令和2年10月21日 令和8年11月30日 昭和58年9月26日
000028 9000124670 小林商店 656-0503 南あわじ市福良丙28-21 799521045 飲食店営業(4)その他 一般 小林 新治 淡路(洲健)第1-99 令和4年5月24日 令和10年5月31日 令和4年5月24日
000028 9000124675 とん平 656-0501 南あわじ市福良甲512-102 799523100 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 納 かおる 淡路(洲健)第2-90 平成30年8月1日 令和6年8月31日 平成12年8月31日
000028 9000124678 お好み焼 いちばん 656-0502 南あわじ市福良乙89 799520307 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高倍 富子 淡路(洲健)第2-159 平成30年2月14日 令和6年2月29日 昭和62年1月22日
000028 9000124684 平岡酒店 656-0502 南あわじ市福良乙514 799520089 飲食店営業(4)その他 一般 平岡 和夫 淡路(洲健)第1-289 令和3年11月11日 令和9年11月30日 令和3年11月11日
000028 9000124702 イオンリテール㈱イオン南淡路店 656-0511 南あわじ市賀集八幡北378-1 799502050 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126500 淡路(洲健)第1-306 令和4年10月19日 令和11年11月30日 令和4年10月19日
000028 9000124715 南淡漁協直売所 656-0551 南あわじ市灘土生東浜1 799560002 飲食店営業(4)その他 一般 南淡漁業協同組合 代表理事組合長 橋本 昌和 656-0551 兵庫県南あわじ市灘土生45 799560002 淡路(洲健)第2-163 平成30年2月14日 令和6年2月29日 平成12年1月6日
000028 9000124716 安田店 656-0551 南あわじ市灘土生9 799560350 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 安田 みえ子 淡路(洲健)第2-108 平成29年10月18日 令和5年11月30日 昭和56年9月1日
000028 9000124719 えのもとストアー 656-0545 南あわじ市阿万西町286ｰ2 799552576 飲食店営業(4)その他 一般 榎本 秀史 淡路(洲健)第2-145 令和1年11月14日 令和7年11月30日 平成4年10月28日
000028 9000124720 カワバタ 656-0544 南あわじ市阿万下町437-4 799550548 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川端 直子 淡路(洲健)第2-147 令和2年10月13日 令和8年11月30日 平成8年10月22日
000028 9000124724 ㈱北京屋本舗 656-0541 南あわじ市阿万上町1227 799551013 飲食店営業(4)その他 一般 ㈱北京屋本舗 代表取締役 郷 一成 656-0541 兵庫県南あわじ市阿万上町1227 799551013 淡路(洲健)第2-7 令和2年4月17日 令和8年5月31日 平成5年5月19日
000028 9000124729 安田精肉店 656-0541 南あわじ市阿万上町350 799550118 飲食店営業(4)その他 一般 安田 俊子 淡路(洲健)第1-422 令和5年1月23日 令和11年2月28日 令和5年1月23日
000028 9000124730 コンパスグループ・ジャパン株式会社 656-0543 南あわじ市阿万塩屋町757-39国立淡路青少年交流の家内 799550085 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 コンパスグループ・ジャパン株式会社 代表取締役 石田 隆嗣 104-0045 東京都中央区築地五丁目５番12号 335440351 淡路(洲健)第2-038 令和1年5月22日 令和8年5月31日 平成11年3月8日
000028 9000124782 正治荘 656-0306 南あわじ市松帆慶野524-1 799363219 飲食店営業(3)旅館 一般 記虎 貴 淡路(洲健)第2-16 平成29年4月20日 令和5年5月31日 昭和61年3月27日
000028 9000124795 西岡荘 656-0306 南あわじ市松帆慶野257-2 799362980 飲食店営業(3)旅館 一般 西岡 留利子 淡路(洲健)第2-38 令和2年5月20日 令和8年5月31日 昭和58年3月29日
000028 9000124800 松下屋 656-0306 南あわじ市松帆慶野260-3 799363806 飲食店営業(3)旅館 一般 松下 弘 淡路(洲健)第2-16 平成30年5月11日 令和6年5月31日 昭和52年3月29日
000028 9000124806 慶和荘 656-0306 南あわじ市松帆慶野283-1 799364461 飲食店営業(3)旅館 一般 増田 和代 淡路(洲健)第2-74 平成30年7月26日 令和6年8月31日 平成4年7月9日
000028 9000124809 二木屋旅館 656-0332 南あわじ市湊492 799362056 飲食店営業(3)旅館 一般 林 一男 淡路(洲健)第1-202 令和3年8月23日 令和9年8月31日 令和3年8月23日
000028 9000124810 旅館 花円 656-0332 南あわじ市湊266-1 799363656 飲食店営業(3)旅館 一般 西下 郁子 淡路(洲健)第1-195 令和4年8月1日 令和10年8月31日 令和4年8月1日
000028 9000124812 うおざき荘 656-0661 南あわじ市阿那賀1409-1､1406 799390541 飲食店営業(3)旅館 一般 魚﨑 朝美 淡路(洲健)第2-79 平成30年7月30日 令和6年8月31日 昭和60年8月10日
000028 9000124819 大潮荘 656-0661 南あわじ市阿那賀伊毘845-3 799390215 飲食店営業(3)旅館 一般 坂口 至 淡路(洲健)第2-214 令和3年1月18日 令和9年2月28日 昭和54年2月2日
000028 9000124822 寿荘 656-0661 南あわじ市阿那賀木場1278ｰ5 799390406 飲食店営業(3)旅館 一般 菅 英樹 淡路(洲健)第2-148 令和1年11月14日 令和7年11月30日 昭和62年9月11日
000028 9000124823 繁栄荘 656-0661 南あわじ市阿那賀小磯1441-3 799390628 飲食店営業(3)旅館 一般 柴田 啓市 淡路(洲健)第2-82 令和2年7月17日 令和8年8月31日 昭和63年7月8日
000028 9000124825 旅館うめ丸 656-0661 南あわじ市阿那賀1137-1 799390206 飲食店営業(3)旅館 一般 (有)うめ丸 代表取締役 藤川 啓治郎 656-0662 兵庫県南あわじ市阿那賀志知川14-1 799390206 淡路(洲健)第2-34 令和2年5月18日 令和8年5月31日 昭和53年4月28日
000028 9000124832 玉福旅館 656-0661 南あわじ市阿那賀居屋敷903 799390136 飲食店営業(3)旅館 一般 堀 種昭 淡路(洲健)第2-224 令和2年2月10日 令和8年2月28日 昭和50年1月28日
000028 9000124835 みなくち荘 656-0661 南あわじ市阿那賀水口1178 799390176 飲食店営業(3)旅館 一般 中尾 ゆり子 淡路(洲健)第2-170 令和1年11月22日 令和7年11月30日 昭和49年11月16日
000028 9000124838 民宿 観潮荘 656-0661 南あわじ市阿那賀空906 799390372 飲食店営業(3)旅館 一般 堀 啓恵 淡路(洲健)第2-72 平成30年7月26日 令和6年8月31日 昭和57年6月28日
000028 9000124839 民宿 しら波荘 656-0661 南あわじ市阿那賀居屋敷851 799390235 飲食店営業(3)旅館 一般 堀 博明 淡路(洲健)第2-73 平成30年7月26日 令和6年8月31日 昭和57年8月11日
000028 9000124842 みわ荘 656-0661 南あわじ市阿那賀草下浜1484ｰ1 799390910 飲食店営業(3)旅館 一般 三輪 秀一 淡路(洲健)第2-108 平成30年8月21日 令和6年8月31日 昭和57年6月28日
000028 9000124854 かるも荘 656-0503 南あわじ市福良丙632ｰ3 799521377 飲食店営業(3)旅館 一般 芝 寿浩 淡路(洲健)第2-146 令和1年11月14日 令和7年11月30日 昭和46年11月8日
000028 9000124857 民宿クボタ 656-0501 南あわじ市福良甲1530-33 799522637 飲食店営業(3)旅館 一般 窪田 益宏 淡路(洲健)第1-39 令和4年5月10日 令和10年5月31日 令和4年5月10日
000028 9000124859 民宿 瀬登 656-0503 南あわじ市福良丙772-25 799521566 飲食店営業(3)旅館 一般 川上 由美 淡路(洲健)第2-30 平成29年4月28日 令和5年5月31日 昭和61年5月17日
000028 9000124863 民宿 愛ランドふじ本 656-0503 南あわじ市福良丙563 799523530 飲食店営業(3)旅館 一般 藤本 隆之輔 淡路(洲健)第2-129 平成29年11月14日 令和5年11月30日 昭和61年10月17日
000028 9000124864 Hotel & Resorts MINAMIAWAJI  1F洋食・四季 656-0503 南あわじ市福良丙317 799523011 飲食店営業(3)旅館 一般 大和リゾ－ト株式会社 代表取締役 柴山 良成 100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目8番1号 364571551 淡路(洲健)第1-259 令和4年8月26日 令和11年8月31日 令和4年8月26日
000028 9000124865 Hotel & Resorts MINAMIAWAJI  和食厨房 656-0503 南あわじ市福良丙317 799523011 飲食店営業(3)旅館 一般 大和リゾ－ト株式会社 代表取締役 柴山 良成 100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目8番1号 364571551 淡路(洲健)第1-258 令和4年8月26日 令和11年8月31日 令和4年8月26日
000028 9000124869 富栄荘 656-0503 南あわじ市福良丙67 799520389 飲食店営業(3)旅館 一般 前田 和男 淡路(洲健)第2-217 令和2年1月28日 令和8年2月28日 昭和50年2月25日
000028 9000124870 淡路島海上ホテル 656-0501 南あわじ市福良甲21-1 799521175 飲食店営業(3)旅館 一般 南淡路観光開発㈱ 代表取締役 滝川 加恵子 656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲21-1 799521175 淡路(洲健)第2-222 令和2年2月10日 令和8年2月28日 昭和53年2月3日
000028 9000124871 やぶ萬旅館 656-0502 南あわじ市福良乙4 799520017 飲食店営業(3)旅館 一般 ㈲やぶ萬旅館 代表取締役 榎本 紘一良 656-0502 兵庫県南あわじ市福良乙4 799520017 淡路(洲健)第2-162 平成30年2月14日 令和6年2月29日 昭和57年1月26日
000028 9000124872 はぶ荘 656-0551 南あわじ市灘土生15-14 799560128 飲食店営業(3)旅館 一般 斎藤 聡 淡路(洲健)第1-248 令和3年10月22日 令和9年11月30日 令和3年10月22日
000028 9000124882 木村屋旅館 656-0961 南あわじ市沼島字南899 799570010 飲食店営業(3)旅館 一般 ㈲木村屋旅館 代表取締役 木村 龍平 656-0961 兵庫県南あわじ市沼島899 799570010 淡路(洲健)第2-62 平成30年7月13日 令和6年8月31日 平成11年6月1日
000028 9000124888 松浦菓子舗 656-0304 南あわじ市松帆古津路146-1 799363133 菓子製造業 一般 小梶 秀人 淡路(洲健)第3-39 令和2年10月5日 令和8年11月30日 昭和58年9月5日
000028 9000124911 あわじ障害者多機能型施設ウインズ 656-0452 南あわじ市神代浦壁198-1 799432811 菓子製造業 一般 社会福祉法人　淡路島福祉会 理事長 八木 康公 656-0446 兵庫県南あわじ市八木寺内373-1 799425899 淡路(洲健)第3-20 平成30年8月1日 令和7年8月31日 平成11年6月1日
000028 9000124914 ㈲富永製菓所 656-0501 南あわじ市福良甲1528-14 799520272 菓子製造業 一般 有限会社富永製菓所 代表取締役 富永 益次 656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲1528番地の14 799520272 淡路(洲健)第3-45 令和3年11月11日 令和9年11月30日 令和3年11月11日
000028 9000124915 高製菓所 656-0502 南あわじ市福良乙283 799520022 菓子製造業 一般 淡路(洲健)第3-43 平成30年2月14日 令和6年2月29日 昭和57年2月25日
000028 9000124917 コンディトライ フカエ 656-0502 南あわじ市福良乙396-5 799531035 菓子製造業 一般 深江 勝 淡路(洲健)第3-29 令和3年7月20日 令和9年8月31日 令和3年7月20日
000028 9000124918 港月堂 656-0502 南あわじ市福良乙93 799520700 菓子製造業 一般 橋詰 求広 淡路(洲健)第3-22 令和2年7月17日 令和8年8月31日 平成8年8月20日
000028 9000124930 ローリーポップ 656-0521 南あわじ市潮美台2丁目6-6 799522183 菓子製造業 一般 奥野 哲也 淡路(洲健)第2-19 令和4年7月25日 令和10年8月31日 令和4年7月25日
000028 9000124934 島田商店 000-0000 淡路島一円 菓子製造業 露店 島田 憲侑 淡路(洲健)第3-5 平成30年4月20日 令和5年5月31日 平成10年3月26日
000028 9000124942 有限会社　井上商店 656-0122 南あわじ市広田広田577-1 799450385 魚介類販売業 一般 有限会社井上商店 取締役 井上 賀夫 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋73番地の4 799450385 淡路(洲健)第6-10 令和4年5月25日 令和10年5月31日 令和4年5月25日
000028 9000124958 加藤鮮魚店 656-0332 南あわじ市湊592 799362897 魚介類販売業 一般 加藤 悟 淡路(洲健)第7-3 平成30年4月20日 令和6年5月31日 昭和57年5月24日
000028 9000124959 品川水産㈱ 656-0332 南あわじ市湊1129 799362117 魚介類販売業 一般 品川水産㈱ 代表取締役 品川 佳之 656-0332 兵庫県南あわじ市湊1129 799362117 淡路(洲健)第7-23 平成29年11月20日 令和5年11月30日 平成11年10月18日
000028 9000124960 浜西鮮魚店 656-0332 南あわじ市湊411 799363153 魚介類販売業 一般 濵西 美千代 淡路(洲健)第7-4 平成30年4月20日 令和6年5月31日 昭和57年4月15日
000028 9000124961 マルヨシセンター 西淡店 656-0332 南あわじ市湊110シーパ内 799360182 魚介類販売業 一般 株式会社マルヨシセンター 代表取締役 佐竹 克彦 769-0102 香川県高松市国分寺町国分367番地1 878319191 淡路(洲健)第6-9 令和4年5月25日 令和10年5月31日 令和4年5月25日
000028 9000124966 魚八 656-0661 南あわじ市阿那賀1284-1 799390204 魚介類販売業 一般 木場 忠八 淡路(洲健)第6-34 令和5年1月26日 令和11年2月28日 令和5年1月26日
000028 9000124970 魚彩館 656-0661 南あわじ市阿那賀1506-2地先 799390237 水産製品製造業 一般 南あわじ漁業協同組合 代表理事 小磯 富男 656-0661 兵庫県南あわじ市阿那賀1463-6 799390005 淡路(洲健)第20-7 令和4年7月21日 令和10年8月31日 令和4年7月21日
000028 9000124978 魚八 656-0431 南あわじ市八木野原264 799426581 魚介類販売業 一般 轟 八十一 淡路(洲健)第6-28 令和4年11月7日 令和10年11月30日 令和4年11月7日
000028 9000124984 長谷鮮魚店 656-0471 南あわじ市市十一ケ所337ｰ6 799420542 魚介類販売業 一般 長谷 托郎 淡路(洲健)第7-23 平成30年7月25日 令和6年8月31日 昭和62年8月4日
000028 9000124991 マサゴ鮮魚 656-0456 南あわじ市神代地頭方1436ｰ2 799421323 魚介類販売業 一般 真砂 卓司 淡路(洲健)第7-50 平成31年2月18日 令和7年2月28日 平成13年1月12日
000028 9000124993 スーパーマエダ 656-0484 南あわじ市志知佐礼尾283 799423140 魚介類販売業 一般 前田 鉄夫 淡路(洲健)第6-1 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 9000124999 別所水産㈲ 656-0502 南あわじ市福良乙1660-6 799520162 魚介類販売業 一般 別所水産㈲ 代表取締役 別所 伸治 656-0502 兵庫県南あわじ市福良乙343 799520162 淡路(洲健)第7-37 令和3年1月26日 令和9年2月28日 昭和63年12月23日
000028 9000125000 橋詰鮮魚 656-0502 南あわじ市福良乙1653-4 799522587 魚介類販売業 一般 株式会社橋詰鮮魚 代表取締役 片岡 永幸 656-0503 兵庫県南あわじ市福良丙1-21 799522587 淡路(洲健)第7-32 令和4年2月17日 令和10年2月29日 令和4年2月17日
000028 9000125002 ㈱橋詰鮮魚 656-0503 南あわじ市福良丙1-21 799522587 魚介類販売業 一般 ㈱橋詰鮮魚 代表取締役 片岡 永幸 656-0503 兵庫県南あわじ市福良丙1-21 799522587 淡路(洲健)第7-38 令和3年1月26日 令和9年2月28日 平成9年2月6日
000028 9000125003 橋詰鮮魚 656-0503 南あわじ市福良丙1-21地先 799522587 水産製品製造業 一般 株式会社橋詰鮮魚 代表取締役 片岡 永幸 656-0503 兵庫県南あわじ市福良丙1番地の21 799522587 淡路(洲健)第32-5 令和4年1月20日 令和10年2月29日 令和4年1月20日
000028 9000125007 松芳商店 656-0502 南あわじ市福良乙231-3 799520245 魚介類販売業 一般 松浦 茂男 淡路(洲健)第7-36 令和2年2月6日 令和8年2月28日 昭和50年2月25日
000028 9000125018 南淡漁協直売所 656-0551 南あわじ市灘土生東浜1 799560002 魚介類販売業 一般 南淡漁業協同組合 代表理事組合長 橋本 昌和 656-0551 兵庫県南あわじ市灘土生45 799560002 淡路(洲健)第7-30 平成30年2月14日 令和6年2月29日 平成12年1月6日
000028 9000125021 切八鮮魚店 656-0542 南あわじ市阿万吹上町73-1 799550224 魚介類販売業 一般 嶋末 幸治 淡路(洲健)第7-007 令和1年5月22日 令和6年5月31日 昭和53年5月30日
000028 9000125034 湊漁業協同組合 656-0332 南あわじ市湊1129 799365070 魚介類競り売り営業 一般 湊漁業協同組合 代表理事 北濵 紀義 656-0332 兵庫県南あわじ市湊1100番地 799362010 淡路(洲健)第7-1 令和4年5月18日 令和10年5月31日 令和4年5月18日
000028 9000125035 福良漁業協同組合 656-0503 南あわじ市福良丙28 799521201 魚介類せり売営業 一般 福良漁業協同組合 代表理事組合長 前田 若男 656-0503 兵庫県南あわじ市福良丙28 799520064 淡路(洲健)第8-1 平成30年2月14日 令和6年2月29日 昭和43年2月26日
000028 9000125036 オキフーズ 656-0502 南あわじ市福良乙1158 799520114 水産製品製造業 一般 株式会社オキフーズ 代表取締役 沖 裕文 656-0502 兵庫県南あわじ市福良乙1158番地 799520114 淡路(洲健)第20-15 令和5年2月14日 令和11年2月28日 令和5年2月14日
000028 9000125039 有限会社　井上商店 656-0122 南あわじ市広田広田577-1 799450385 冷凍食品製造業 一般 有限会社井上商店 取締役 井上 賀夫 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋73番地の4 799450385 淡路(洲健)第21-1 令和4年5月25日 令和10年5月31日 令和4年5月25日
000028 9000125040 ㈱嶋本食品 656-0313 南あわじ市松帆志知川154 799362089 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社嶋本食品 代表取締役 嶋本 育史 656-0313 兵庫県南あわじ市松帆志知川154 799362089 淡路(洲健)第10-9 平成30年2月14日 令和6年2月29日 平成12年2月21日
000028 9000125045 富永商事㈱ 656-0425 南あわじ市榎列小榎列603 799422345 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 富永商事㈱ 代表取締役 富永 浩司 656-0425 兵庫県南あわじ市榎列小榎列603 799422345 淡路(洲健)第10-10 令和2年8月13日 令和8年8月31日 昭和47年8月31日
000028 9000125055 ㈱マノ 656-0462 南あわじ市市青木163 799420151 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 ㈱マノ 代表取締役 真野 譲治 656-0462 兵庫県南あわじ市市青木163 799420151 淡路(洲健)第10-21 令和3年2月2日 令和9年2月28日 昭和45年2月18日
000028 9000125064 淡路農産食品㈱ 656-0512 南あわじ市賀集立川瀬349 799522454 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 淡路農産食品㈱ 代表取締役 伊佐 定夫 656-0512 兵庫県南あわじ市賀集立川瀬349 799522454 淡路(洲健)第10-17 令和2年10月26日 令和8年11月30日 平成12年10月20日
000028 9000125067 竹原物産(株)野田工場 656-0513 南あわじ市賀集野田明神520-2 799540318 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 竹原物産(株) 代表取締役 竹原 正記 656-0514 兵庫県南あわじ市賀集975 799540031 淡路(洲健)第10-3 令和2年4月30日 令和8年5月31日 平成8年5月14日
000028 9000125073 新生食品㈱ 656-0477 南あわじ市市徳長670 799424045 かん詰又はびん詰食品製造業 一般 新生食品株式会社 代表取締役 堀川 明広 656-0477 兵庫県南あわじ市市徳長670 799424045 淡路(洲健)第11-1 令和3年5月24日 令和9年5月31日 昭和51年5月11日
000028 9000125074 福良漁業組合直販 656-0501 南あわじ市福良甲1528-4地先うずしおドームなないろ館内 799522348 喫茶店営業 一般 福良漁業協同組合 代表理事 前田 若男 656-0503 兵庫県南あわじ市福良丙28 799520064 淡路(洲健)第12-10 平成29年8月3日 令和5年8月31日 平成11年8月9日
000028 9000125168 有限会社　井上商店 656-0122 南あわじ市広田広田577-1 799450385 アイスクリーム類製造業 一般 有限会社井上商店 取締役 井上 賀夫 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋73番地の4 799450385 淡路(洲健)第8-1 令和4年5月25日 令和10年5月31日 令和4年5月25日
000028 9000125378 有限会社　井上商店 656-0122 南あわじ市広田広田577-1 799450385 食肉販売業 一般 有限会社井上商店 取締役 井上 賀夫 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋73番地の4 799450385 淡路(洲健)第10-6 令和4年5月25日 令和10年5月31日 令和4年5月25日
000028 9000125381 淡路フーズ 656-0332 南あわじ市湊129-1 799362730 食肉処理業 一般 淡路フーズ株式会社 代表取締役 井上 勝啓 656-0455 兵庫県南あわじ市神代國衙1300番地 799424151 淡路(洲健)第16-6 令和4年2月2日 令和10年2月29日 令和4年2月2日
000028 9000125384 ㈱北京屋本舗 656-0541 南あわじ市阿万上町1227 799551013 食肉処理業 一般 ㈱北京屋本舗 代表取締役 郷 一成 656-0541 兵庫県南あわじ市阿万上町1227 799551013 淡路(洲健)第16-1 令和2年4月17日 令和8年5月31日 平成5年5月19日
000028 9000125397 垣商店 656-0332 南あわじ市湊1175 799380228 食肉販売業 一般 垣 幸司 淡路(洲健)第17-17 令和2年7月28日 令和8年8月31日 平成5年7月29日
000028 9000125398 中村食料品店 656-0332 南あわじ市湊1093 799363227 食肉販売業 一般 中村 加代子 淡路(洲健)第17-27 令和2年10月5日 令和8年11月30日 昭和44年11月14日
000028 9000125400 マルヨシセンター 西淡店 656-0332 南あわじ市湊110シーパ内 799360182 食肉販売業 一般 株式会社マルヨシセンター 代表取締役 佐竹 克彦 769-0102 香川県高松市国分寺町国分367番地1 878319191 淡路(洲健)第10-7 令和4年5月31日 令和10年5月31日 令和4年5月31日
000028 9000125416 ムラカミ食品 656-0456 南あわじ市神代地頭方1426-3 799425632 食肉販売業 一般 村上 雅保 淡路(洲健)第17-29 令和2年10月21日 令和8年11月30日 昭和58年9月26日
000028 9000125431 木田精肉店 656-0544 南あわじ市阿万下町447-3 799551529 食肉販売業 一般 木田 照夫 淡路(洲健)第17-36 令和2年1月28日 令和8年2月28日 昭和52年12月13日



000028 9000125434 安田精肉店 656-0541 南あわじ市阿万上町350 799550118 食肉販売業 一般 安田 俊子 淡路(洲健)第10-13 令和5年1月23日 令和11年2月28日 令和5年1月23日
000028 9000125505 ㈲井上商店 656-0122 南あわじ市広田広田577-1 799450385 食肉製品製造業 一般 ㈲井上商店 取締役 井上 賀夫 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋73-4 799450385 淡路(洲健)第18-2 令和3年2月22日 令和10年2月29日 昭和62年12月24日
000028 9000125508 あわじ島農業協同組合広田支所 656-0122 南あわじ市広田広田321 799451041 みそ製造業 一般 あわじ島農業協同組合 代表理事 原口 和幸 656-0462 兵庫県南あわじ市市青木18番地の1 799425200 淡路(洲健)第20-2 令和2年10月6日 令和8年11月30日 平成5年11月30日
000028 9000125510 北岡商店 656-0481 南あわじ市志知松本408-2 799423261 みそ又はしょうゆ製造業 一般 北岡 豊 淡路(洲健)第34-1 令和3年7月27日 令和9年8月31日 令和3年7月27日
000028 9000125511 太庄商店 656-0502 南あわじ市福良乙101 799520155 みそ製造業 一般 浦瀬 正造 淡路(洲健)第20-4 令和3年1月26日 令和9年2月28日 平成9年2月26日
000028 9000125515 ㈱秦組本店 656-0436 南あわじ市八木新庄301-1 799420001 醤油製造業 一般 ㈱秦組本店 代表取締役 秦 紳一郎 656-0436 兵庫県南あわじ市八木新庄301-1 799420001 淡路(洲健)第21-1 令和3年2月25日 令和9年2月28日 昭和33年1月24日
000028 9000125516 都美人酒造㈱ 656-0424 南あわじ市榎列西川247 799420360 酒類製造業 一般 都美人酒造㈱ 代表取締役 久田 浩嗣 656-0424 兵庫県南あわじ市榎列西川247 799420360 淡路(洲健)第23-1 平成30年2月14日 令和6年2月29日 昭和34年7月13日
000028 9000125517 本庄酒造㈱ 656-0544 南あわじ市阿万下町4 799550021 酒類製造業 一般 本庄酒造㈱ 代表取締役 黒田 修平 656-0544 兵庫県南あわじ市阿万下町4 799550021 淡路(洲健)第23-1 平成30年11月30日 令和5年11月30日 昭和46年11月29日
000028 9000125518 有限会社　井上商店 656-0122 南あわじ市広田広田577-1 799450385 麺類製造業 一般 有限会社井上商店 取締役 井上 賀夫 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋73番地の4 799450385 淡路(洲健)第15-5 令和4年5月25日 令和10年5月31日 令和4年5月25日
000028 9000125519 中西食品 656-0304 南あわじ市松帆古津路字西原905 799380640 めん類製造業 一般 中西 民夫 淡路(洲健)第25-1 令和3年5月12日 令和9年5月31日 平成6年5月6日
000028 9000125521 来馬商店 656-0423 南あわじ市榎列下幡多525-2 799420578 麺類製造業 一般 来馬 安宏 淡路(洲健)第15-4 令和4年5月17日 令和10年5月31日 令和4年5月17日
000028 9000125528 佐藤製麺所 656-0502 南あわじ市福良乙1189-6 799521874 めん類製造業 一般 佐藤 達彦 淡路(洲健)第25-1 平成30年2月14日 令和6年2月29日 昭和52年2月28日
000028 9000125532 北原製麺所 656-0502 南あわじ市福良乙1538-2 799520882 めん類製造業 一般 北原 豊和 淡路(洲健)第25-3 平成30年7月25日 令和6年8月31日 昭和57年8月31日
000028 9000125533 柏木製麺所 656-0502 南あわじ市福良乙1186-1 799521571 めん類製造業 一般 柏木 渡 淡路(洲健)第25-2 令和2年7月29日 令和8年8月31日 昭和63年8月31日
000028 9000125534 園部製麺所 656-0503 南あわじ市福良丙1-10 799520196 麺類製造業 一般 園部 謹次 淡路(洲健)第15-2 令和4年5月10日 令和9年5月31日 令和4年5月10日
000028 9000125535 ㈲金山製麺 656-0502 南あわじ市福良乙604-2 799520268 めん類製造業 一般 ㈲金山製麺 代表取締役 金山 守良 656-0502 兵庫県南あわじ市福良乙604-2 799520268 淡路(洲健)第25-1 平成30年5月1日 令和6年5月31日 平成4年5月22日
000028 9000125536 大田製麺所 656-0502 南あわじ市福良乙1358-2 799520608 麺類製造業 一般 大田 弘 淡路(洲健)第15-3 令和4年5月13日 令和10年5月31日 令和4年5月13日
000028 9000125545 長尾製麺所 656-0502 南あわじ市福良乙1336 799521263 麺類製造業 一般 長尾 義幸 淡路(洲健)第15-1 令和4年5月10日 令和9年5月31日 令和4年5月10日
000028 9000125549 谷間製麺所 656-0502 南あわじ市福良乙1543-2 799521079 めん類製造業 一般 谷間 孝 淡路(洲健)第25-4 平成30年8月1日 令和6年8月31日 昭和57年8月16日
000028 9000125551 村上製麺所 656-0502 南あわじ市福良乙534ｰ20 799521266 めん類製造業 一般 村上 博明 淡路(洲健)第25-2 平成30年5月22日 令和6年5月31日 昭和57年5月29日
000028 9000125556 一井食品 656-0332 南あわじ市湊1126-9 799364186 そうざい製造業 一般 井神 博子 淡路(洲健)第26-5 令和3年5月12日 令和9年5月31日 平成1年5月20日
000028 9000125557 品川水産㈱ 656-0332 南あわじ市湊1129 799362117 そうざい製造業 一般 品川水産株式会社 代表取締役 品川 佳之 656-0332 兵庫県南あわじ市湊1129番地 799362117 淡路(洲健)第26-26 令和3年11月8日 令和9年11月30日 令和3年11月8日
000028 9000125558 ㈱ヤマイチ 656-0332 南あわじ市湊1350-1 799365366 そうざい製造業 一般 ㈱ヤマイチ 代表取締役 山﨑 晥司 656-0332 兵庫県南あわじ市湊1350-1 799365366 淡路(洲健)第26-27 令和3年1月26日 令和9年2月28日 平成9年2月24日
000028 9000125560 山形水産 656-0332 南あわじ市湊1129 799362376 そうざい製造業 一般 山形水産株式会社 代表取締役 山形 隆信 656-0332 兵庫県南あわじ市湊1129 799362376 淡路(洲健)第26-1 平成30年5月1日 令和6年5月31日 平成12年3月28日
000028 9000125561 佐古水産株式会社 656-0661 南あわじ市阿那賀1649-2 799391138 そうざい製造業 一般 佐古水産株式会社 代表取締役 佐古 繁喜 656-0661 兵庫県南あわじ市阿那賀1649-2 799391138 淡路(洲健)第26-4 平成29年5月19日 令和5年5月31日 平成3年4月3日
000028 9000125567 橋詰水産 656-0502 南あわじ市福良乙1669-7 799520213 水産製品製造業 一般 橋詰 久 淡路(洲健)第32-8 令和4年2月17日 令和10年2月29日 令和4年2月17日
000028 9000125571 淡路農産食品㈱ 656-0512 南あわじ市賀集立川瀬349 799522454 そうざい製造業 一般 淡路農産食品㈱ 代表取締役 伊佐 定夫 656-0512 兵庫県南あわじ市賀集立川瀬349 799522454 淡路(洲健)第26-32 令和3年2月17日 令和9年2月28日 平成13年2月5日
000028 9000125575 湊漁業協同組合 656-0332 南あわじ市湊1129 799365070 氷雪製造業 一般 湊漁業協同組合 代表理事組合長 杉谷 富弘 656-0332 兵庫県南あわじ市湊1100 799362010 淡路(洲健)第28-1 令和2年5月8日 令和8年5月31日 平成5年5月31日
000028 9000125576 沖物産(株)福良工場 656-0501 南あわじ市福良甲135-14 799520180 氷雪製造業 一般 沖物産株式会社 代表取締役 村上 俊二 656-2131 兵庫県淡路市志筑3112-10 799626060 淡路(洲健)第28-2 令和2年7月17日 令和8年8月31日 昭和47年7月1日
000028 9000125578 沼島漁業協同組合 656-0961 南あわじ市沼島漁港区域内 799570246 氷雪製造業 一般 沼島漁業協同組合 代表理事組合長 蟬塚 民男 656-0961 兵庫県南あわじ市沼島2367-2 799570246 淡路(洲健)第28-1 平成29年4月24日 令和5年5月31日 昭和56年5月28日
000028 9000125631 味処　まうら 656-0304 南あわじ市松帆古津路565-20 799365566 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 真浦 伸二 淡路(洲健)第2-015 令和1年5月16日 令和7年5月31日 平成13年3月1日
000028 9000125632 サンフード 三光電機食堂 656-0131 南あわじ市広田中筋884 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 サンフードサービス㈱ 代表取締役 前 久夫 656-2302 兵庫県淡路市大磯28-1 799740622 淡路(洲健)第2-036 令和1年5月22日 令和7年5月31日 平成13年3月2日
000028 9000125636 農畜産物処理加工施設 656-0443 南あわじ市八木養宜上1401 799432626 食肉製品製造業 一般 南淡路農業公園株式会社 代表取締役 馬部 総一郎 656-0443 兵庫県南あわじ市八木養宜上1401番地 799432626 淡路(洲健)第18-2 令和1年5月27日 令和7年5月31日 平成13年3月22日
000028 9000125641 農畜産物処理加工施設 656-0443 南あわじ市八木養宜上1401 799432626 菓子製造業 一般 南淡路農業公園株式会社 代表取締役 馬部 総一郎 656-0443 兵庫県南あわじ市八木養宜上1401番地 799432626 淡路(洲健)第3-13 令和1年5月27日 令和7年5月31日 平成13年3月22日
000028 9000125651 地域食材供給施設 656-0443 南あわじ市八木養宜上1401 799432626 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 南淡路農業公園株式会社 代表取締役 馬部 総一郎 656-0443 兵庫県南あわじ市八木養宜上1401番地 799432626 淡路(洲健)第2-90 令和3年5月27日 令和10年5月31日 平成13年3月22日
000028 9000125654 ファームパークエリアレストラン 656-0443 南あわじ市八木養宜上1401 799432626 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 南淡路農業公園株式会社 代表取締役 馬部 総一郎 656-0443 兵庫県南あわじ市八木養宜上1401番地 799432626 淡路(洲健)第1-54 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 9000125666 農畜産物処理加工施設（ピザ・パスタ） 656-0443 南あわじ市八木養宜上1401 799432626 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 南淡路農業公園株式会社 代表取締役 馬部 総一郎 656-0443 兵庫県南あわじ市八木養宜上1401番地 799432626 淡路(洲健)第1-53 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 9000125667 イングランドの丘　屋台1 656-0443 南あわじ市八木養宜上1401 799432626 飲食店営業(4)その他 露店 南淡路農業公園株式会社 代表取締役 馬部 総一郎 656-0443 兵庫県南あわじ市八木養宜上1401番地 799432626 淡路(洲健)第2-74 令和3年5月24日 令和8年5月31日 平成13年3月30日
000028 9000125671 イングランドの丘　屋台2 656-0443 南あわじ市八木養宜上1401 799432626 飲食店営業(4)その他 露店 南淡路農業公園株式会社 代表取締役 馬部 総一郎 656-0443 兵庫県南あわじ市八木養宜上1401番地 799432626 淡路(洲健)第2-75 令和3年5月24日 令和8年5月31日 平成13年3月30日
000028 9000125681 ミルクハウス 656-0443 南あわじ市八木養宜上1401 飲食店営業(4)その他 一般 南淡路農業公園株式会社 代表取締役 馬部 総一郎 656-0443 兵庫県南あわじ市八木養宜上1401番地 799432626 淡路(洲健)第2-89 令和3年5月27日 令和10年5月31日 平成13年3月22日
000028 9000125682 ミルクハウス 656-0443 南あわじ市八木養宜上1401 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 南淡路農業公園株式会社 代表取締役 馬部 総一郎 656-0443 兵庫県南あわじ市八木養宜上1401番地 799432626 淡路(洲健)第14-10 令和3年5月24日 令和8年5月31日 平成13年3月22日
000028 9000125683 農産物処理加工施設（プリン） 656-0443 南あわじ市八木養宜上1401 菓子製造業 一般 南淡路農業公園株式会社 代表取締役 馬部 総一郎 656-0443 兵庫県南あわじ市八木養宜上1401番地 799432626 淡路(洲健)第3-12 令和1年5月27日 令和7年5月31日 平成13年3月22日
000028 9000125684 農産物処理加工施設（アイスクリーム） 656-0443 南あわじ市八木養宜上1401 799432626 アイスクリーム類製造業 一般 南淡路農業公園株式会社 代表取締役 馬部 総一郎 656-0443 兵庫県南あわじ市八木養宜上1401番地 799432626 淡路(洲健)第14-6 令和1年5月27日 令和7年5月31日 平成13年3月22日
000028 9000125685 農産物処理加工施設（ﾊﾞﾀｰ･ﾖｰｸﾞﾙﾄ） 656-0443 南あわじ市八木養宜上1401 799432626 乳製品製造業 一般 南淡路農業公園株式会社 代表取締役 馬部 総一郎 656-0443 兵庫県南あわじ市八木養宜上1401番地 799432626 淡路(洲健)第5-001 令和1年5月27日 令和7年5月31日 平成13年3月22日
000028 9000125711 全日食チェーン　福良店 656-0502 南あわじ市福良乙394 799523637 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　浜田商店 代表取締役 濵田 和一 656-1531 兵庫県淡路市江井2837 799860209 淡路(洲健)第2-99 令和1年8月15日 令和7年8月31日 平成13年7月2日
000028 9000125712 全日食チェーン　福良店 656-0502 南あわじ市福良乙394 799523637 魚介類販売業 一般 有限会社　浜田商店 代表取締役 濵田 和一 656-1531 兵庫県淡路市江井2837 799860209 淡路(洲健)第7-14 令和1年8月15日 令和7年8月31日 平成13年7月2日
000028 9000125713 全日食チェーン　福良店 656-0502 南あわじ市福良乙394 799523637 食肉販売業 一般 有限会社　浜田商店 代表取締役 濵田 和一 656-1531 兵庫県淡路市江井2837 799860209 淡路(洲健)第17-23 令和1年8月15日 令和7年8月31日 平成13年7月2日
000028 9000125725 平野製麺所 656-0502 南あわじ市福良乙650-2 799521618 めん類製造業 一般 平野 拓治 淡路(洲健)第25-2 令和1年11月14日 令和7年11月30日 平成13年9月21日
000028 9000125726 マルヨシセンター　西淡店 656-0332 南あわじ市湊110シーパ内 799360182 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 ㈱マルヨシセンター 代表取締役 佐竹 克彦 769-0102 香川県高松市国分寺町国分367番地1 878319191 淡路(洲健)第2-147 令和1年11月14日 令和7年11月30日 平成13年9月25日
000028 9000125729 出口豆腐店 656-0131 南あわじ市広田中筋101-1 799450456 豆腐製造業 一般 出口 富雄 淡路(洲健)第24-1 平成30年2月14日 令和6年2月29日 平成12年2月22日
000028 9000125730 井伊食品 656-0304 南あわじ市松帆古津路654-1 799362325 豆腐製造業 一般 井伊 康浩 淡路(洲健)第24-1 平成30年8月24日 令和6年8月31日 平成12年8月9日
000028 9000125736 スナック　ハニー 656-0461 南あわじ市市円行寺82-1 799432833 飲食店営業(4)その他 一般 谷間 豊美 淡路(洲健)第2-169 令和1年11月22日 令和7年11月30日 平成13年10月9日
000028 9000125737 赤坂 656-0502 南あわじ市福良乙1656-4 799520051 豆腐製造業 一般 株式会社赤坂 代表取締役 赤坂 健二 656-0502 兵庫県南あわじ市福良乙1656番地の4 799520051 淡路(洲健)第14-3 令和4年10月6日 令和10年11月30日 令和4年10月6日
000028 9000125752 ローソン緑町広田店 656-0122 南あわじ市広田広田851-9 799452415 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　清水商店 代表取締役 清水 比呂史 656-0046 兵庫県洲本市金屋1180番地26 799452415 淡路(洲健)第1-325 令和3年11月25日 令和10年11月30日 令和3年11月25日
000028 9000125756 寿司清 656-0304 南あわじ市松帆古津路180-1 799365654 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西田 圭吾 淡路(洲健)第2-173 令和1年11月22日 令和7年11月30日 平成13年11月27日
000028 9000125757 南海荘 656-0661 南あわじ市阿那賀1603 799390515 飲食店営業(3)旅館 一般 竹中 淳二 淡路(洲健)第2-274 令和2年2月26日 令和8年2月28日 平成13年12月4日
000028 9000125758 奥井 日昇堂 656-0478 南あわじ市市福永544-5 799420149 菓子製造業 一般 奥井 敬一良 淡路(洲健)第3-64 令和2年2月6日 令和8年2月28日 平成13年12月3日
000028 9000125760 旅館 いび 656-0661 南あわじ市阿那賀833-1 799390756 飲食店営業(3)旅館 一般 中尾 智子 淡路(洲健)第2-225 令和2年2月12日 令和8年2月28日 平成13年12月7日
000028 9000125781 薮田糀店 656-0514 南あわじ市賀集1170 799540529 みそ製造業 一般 薮田 浩二 淡路(洲健)第20-1 令和2年2月25日 令和8年2月28日 平成14年2月25日
000028 9000125782 薮田糀店 656-0514 南あわじ市賀集1170 799540529 そうざい製造業 一般 薮田 浩二 淡路(洲健)第26-17 令和2年2月25日 令和8年2月28日 平成14年2月25日
000028 9000125806 あわじ島農業協同組合広田支所　農産加工 656-0122 南あわじ市広田広田321 799451041 みそ製造業 一般 福永 英美 淡路(洲健)第20-1 令和2年5月20日 令和8年5月31日 平成14年3月19日
000028 9000126717 㐂久 656-0427 南あわじ市榎列松田680-6 799420456 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 片山 司 淡路(洲健)第2-20 令和2年5月8日 令和8年5月31日 平成14年4月8日
000028 9000127057 みたき荘 656-0661 南あわじ市阿那賀1278-1 799390145 飲食店営業(3)旅館 一般 菅 修一 淡路(洲健)第2-8 令和2年4月23日 令和8年5月31日 平成14年5月15日
000028 9000127071 お好み　さこちゃん 656-0332 南あわじ市湊54-1 799364481 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 細川 久子 淡路(洲健)第2-125 令和2年8月20日 令和8年8月31日 平成14年6月18日
000028 9000127097 カラオケ喫茶　早百合 656-0443 南あわじ市八木養宜上1437-1 799425811 飲食店営業(4)その他 一般 中西 早百合 淡路(洲健)第2-145 令和2年10月6日 令和8年11月30日 平成14年9月3日
000028 9000127103 手打うどん　やまや 656-0424 南あわじ市榎列西川87 ｺﾑｸﾞﾚｰｽY2002 1階 799422915 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山形 隆司 淡路(洲健)第2-154 令和2年10月19日 令和8年11月30日 平成14年10月15日
000028 9000127107 スナック湊 656-0332 南あわじ市湊54-1 799360600 飲食店営業(4)その他 一般 西村 眞紀 淡路(洲健)第2-152 令和2年10月13日 令和8年11月30日 平成14年10月28日
000028 9000127108 淡路農産食品㈱ 656-0512 南あわじ市賀集立川瀬349 799522454 かん詰又はびん詰食品製造業 一般 淡路農産食品㈱ 代表取締役 伊佐 定夫 656-0512 兵庫県南あわじ市賀集立川瀬349 799522454 淡路(洲健)第11-1 平成28年11月8日 令和5年11月30日 平成14年11月1日
000028 9000127110 奥野水産 656-0661 南あわじ市阿那賀1016 799390664 魚介類販売業 一般 奥野 俊英 淡路(洲健)第7-28 令和2年10月21日 令和8年11月30日 平成14年11月11日
000028 9000127117 活魚割烹　紅 656-0424 南あわじ市榎列西川87ｺﾑｸﾞﾚｰｽY2002 799422915 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山形 兼一郎 淡路(洲健)第2-155 令和2年10月19日 令和8年11月30日 平成14年11月18日
000028 9000127182 スナック　アンジュ 656-0501 南あわじ市福良甲512-102 799521610 飲食店営業(4)その他 一般 塩見 弘章 淡路(洲健)第2-219 令和3年1月26日 令和9年2月28日 平成14年12月2日
000028 9000127192 フレッシュベーカリー麦畑 656-0461 南あわじ市市円行寺298-6 799433911 飲食店営業(4)その他 一般 竹岡 正治 淡路(洲健)第2-265 令和3年2月17日 令和9年2月28日 平成15年1月27日
000028 9000127193 フレッシュベーカリー麦畑 656-0461 南あわじ市市円行寺298-6 799433911 菓子製造業 一般 竹岡 正治 淡路(洲健)第3-61 令和3年2月17日 令和9年2月28日 平成15年1月27日
000028 9000127197 レストラン慶野 656-0306 南あわじ市松帆慶野409-2 799362465 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 古東 敏貢 淡路(洲健)第2-225 令和3年1月29日 令和9年2月28日 平成15年2月5日
000028 9000127242 カラオケＷＡＶＥ 三原店 656-0425 南あわじ市榎列小榎列404 799420039 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社津之国屋 代表取締役 有賀 雄一 656-0021 兵庫県洲本市塩屋1丁目2-15 799220469 淡路(洲健)第2-80 令和3年5月24日 令和9年5月31日 平成15年4月7日
000028 9000127244 魚彩館 656-0661 南あわじ市阿那賀1506-2地先 799390237 飲食店営業(4)その他 一般 南あわじ漁業協同組合 代表理事組合長 小磯 富男 656-0661 兵庫県南あわじ市阿那賀1463-6 799390005 淡路(洲健)第2-18 令和3年5月12日 令和9年5月31日 平成15年4月28日
000028 9000127260 Cafe&Lunch フレール 656-0153 南あわじ市倭文庄田490-1 799460467 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 片山 紀子 淡路(洲健)第2-82 令和3年5月25日 令和9年5月31日 平成15年5月16日
000028 9000127261 茶房 アリス 656-0501 南あわじ市福良甲1528-34 799520328 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 板東 文美代 淡路(洲健)第2-31 令和3年5月12日 令和9年5月31日 平成15年5月21日
000028 9000127271 福良漁業協同組合直販 656-0501 南あわじ市福良甲1528-4地先うずしおドームなないろ館内 799522348 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 福良漁業協同組合 代表理事 前田 若男 656-0503 兵庫県南あわじ市福良丙28 799520064 淡路(洲健)第14-12 平成30年7月30日 令和5年8月31日 平成15年7月10日
000028 9000127274 一井給食サービス 656-0332 南あわじ市湊1126-9 799372063 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社イチイ 代表取締役 井神 一博 656-0332 兵庫県南あわじ市湊1126-9 799372063 淡路(洲健)第1-128 令和3年7月20日 令和9年8月31日 令和3年7月20日
000028 9000127317 ㈱橋詰鮮魚 656-0503 南あわじ市福良丙1-21 799522587 そうざい製造業 一般 株式会社橋詰鮮魚 代表取締役 片岡 永幸 656-0503 兵庫県南あわじ市福良丙1番地の21 799522587 淡路(洲健)第26-25 令和3年10月27日 令和9年11月30日 令和3年10月27日
000028 9000127327 加藤悟 656-0332 南あわじ市湊1105-23 799363951 飲食店営業(4)その他 一般 加藤 悟 淡路(洲健)第1-265 令和3年11月2日 令和9年11月30日 令和3年11月2日
000028 9000127354 漁師 久博 656-0502 南あわじ市福良乙357 799522241 魚介類販売業 一般 久留米 博行 淡路(洲健)第7-29 令和4年1月20日 令和10年2月29日 令和4年1月20日
000028 9000127363 ファミリーマート淡路ファームパーク前店 656-0443 南あわじ市八木養宜上246 799433522 飲食店営業(4)その他 一般 斉藤 文也 淡路(洲健)第1-412 令和4年2月17日 令和10年2月29日 令和4年2月17日
000028 9000127379 あわじ障害者多機能型施設　ウインズ 656-0452 南あわじ市神代浦壁199 799432811 菓子製造業 一般 社会福祉法人淡路島福祉会 理事長 八木 康公 656-0446 兵庫県南あわじ市八木寺内字池尻373番地の1 799426006 淡路(洲健)第2-10 令和4年5月25日 令和11年5月31日 令和4年5月25日
000028 9000127383 福良漁業協同組合 656-0503 南あわじ市福良丙28 799520064 飲食店営業(4)その他 露店 福良漁業協同組合 代表理事組合長 前田 若男 656-0503 兵庫県南あわじ市福良丙28 799520064 淡路(洲健)第2-33 令和1年5月21日 令和6年5月31日 平成16年3月19日
000028 9000127437 中尾水産 656-0661 南あわじ市阿那賀小磯1647-4 799391019 そうざい製造業 一般 中尾 誉 淡路(洲健)第16-1 令和4年4月19日 令和10年5月31日 令和4年4月19日
000028 9000127451 淡路島海上ホテル 656-0501 南あわじ市福良甲21-1 799521175 魚介類販売業 一般 南淡路観光開発株式会社 代表取締役 滝川 加恵子 656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲21番地の1 799521175 淡路(洲健)第6-19 令和4年8月3日 令和10年8月31日 令和4年8月3日
000028 9000127461 絶景レストラン　うずの丘 656-0503 南あわじ市福良丙936-3 799522888 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社うずのくに南あわじ 代表取締役 飛田 俊紀 656-0503 兵庫県南あわじ市福良字鳥取丙947番地の22 799522888 淡路(洲健)第1-172 令和4年7月21日 令和10年8月31日 令和4年7月21日
000028 9000127472 鳴門千鳥本舗 656-0141 南あわじ市中条広田2078-1 799450009 そうざい製造業 一般 株式会社鳴門千鳥本舗 代表取締役 浅井 泰志 656-0141 兵庫県南あわじ市中条広田1360番地 799450009 淡路(洲健)第16-20 令和4年8月4日 令和10年8月31日 令和4年8月4日
000028 9000127474 納水産 656-0503 南あわじ市福良丙28番地29 799520354 魚介類販売業 一般 納水産株式会社 代表取締役 藤原 秀貴 656-0503 兵庫県南あわじ市福良丙28番地29 799520354 淡路(洲健)第6-20 令和4年8月9日 令和10年8月31日 令和4年8月9日
000028 9000127476 国雄丸水産 656-0322 南あわじ市志知鈩112-1 799365337 水産製品製造業 一般 国雄丸水産㈱ 代表取締役 品川 仁志 656-0322 兵庫県南あわじ市志知鈩112-1 799365337 淡路(洲健)第20-8 令和4年8月24日 令和10年8月31日 令和4年8月24日
000028 9000127478 つどい処 砦 656-0122 南あわじ市広田広田138-1ｳｨﾝﾃﾞｨｰﾊｳｽ101 799450345 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 瀬原 祥隆 淡路(洲健)第1-382 令和4年11月21日 令和10年11月30日 令和4年11月21日
000028 9000127485 喫茶 チャチャ 656-0121 南あわじ市山添19-7 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中島 ひとみ 淡路(洲健)第1-292 令和4年10月12日 令和10年11月30日 令和4年10月12日
000028 9000127490 みなと水産 656-0332 南あわじ市湊登立1142-7 そうざい製造業 一般 株式会社楠商店 代表取締役 楠 佳典 656-0332 兵庫県南あわじ市湊登立1142番地の7 799380344 淡路(洲健)第16-27 令和4年11月9日 令和10年11月30日 令和4年11月9日
000028 9000127491 みなと水産 656-0332 南あわじ市湊登立1142-7 水産製品製造業 一般 株式会社楠商店 代表取締役 楠 佳典 656-0332 兵庫県南あわじ市湊登立1142番地の7 799380344 淡路(洲健)第20-11 令和4年11月9日 令和10年11月30日 令和4年11月9日
000028 9000127492 マートキクカワ 656-0533 南あわじ市北阿万新田中43-1 799552006 飲食店営業(4)その他 一般 マートキクカワ有限会社 代表取締役 菊川 尚志 656-0533 兵庫県南あわじ市北阿万新田中43番地の1 799552006 淡路(洲健)第1-304 令和4年10月18日 令和10年11月30日 令和4年10月18日
000028 9000127502 惣菜家 しんざん 656-0122 南あわじ市広田広田138-2 799451375 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 長尾 進也 淡路(洲健)第1-336 令和4年11月8日 令和10年11月30日 令和4年11月8日
000028 9000127509 菓子工房 ルミエール 656-0122 南あわじ市広田広田1202 799451819 菓子製造業 一般 志保 明史 淡路(洲健)第2-31 令和4年10月18日 令和10年11月30日 令和4年10月18日
000028 9000127510 いろは 656-0478 南あわじ市市福永555-13 799420283 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 真野 政子 淡路(洲健)第1-370 令和4年11月15日 令和10年11月30日 令和4年11月15日
000028 9000127511 前拓水産 656-0502 南あわじ市福良乙125 799523501 魚介類販売業 一般 前拓水産株式会社 代表取締役 前田 竹司 656-0502 兵庫県南あわじ市福良乙1665番地6 799523501 淡路(洲健)第6-27 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 9000127512 前拓水産 656-0502 南あわじ市福良乙125 799523501 そうざい製造業 一般 前拓水産株式会社 代表取締役 前田 竹司 656-0502 兵庫県南あわじ市福良乙1665番地6 799523501 淡路(洲健)第16-26 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 9000127513 寿してつ 656-0304 南あわじ市松帆古津路193 799365559 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山﨑 米美 淡路(洲健)第1-302 令和4年10月17日 令和10年11月30日 令和4年10月17日
000028 9000127521 なかがわ 656-0531 南あわじ市北阿万伊賀野1-2 799551026 飲食店営業(4)その他 一般 中川 哲子 淡路(洲健)第1-426 令和5年1月30日 令和11年2月28日 令和5年1月30日
000028 9000127557 淡路ビーフ新谷 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 露店 (有)淡路ビーフ新谷 新谷 隆文 656-2142 兵庫県淡路市塩田新島3-4 799624567 淡路(洲健)第2-5 令和2年4月16日 令和7年5月31日 平成17年4月21日
000028 9000127575 カラオケ喫茶　サウンド福 656-0436 南あわじ市八木新庄31-2 799420576 飲食店営業(4)その他 一般 福原 英美 淡路(洲健)第2-37 平成29年5月15日 令和5年5月31日 平成17年5月17日
000028 9000127584 休暇村 南淡路 656-0503 南あわじ市福良丙870-1 799520291 飲食店営業(3)旅館 一般 一般財団法人休暇村協会 代表理事 小野寺 聡 110-8601 東京都台東区東上野5丁目1-5日新上野ビル5階 338458651 淡路(洲健)第2-035 令和1年5月21日 令和8年5月31日 平成17年5月16日
000028 9000127592 佐古水産株式会社 656-0661 南あわじ市阿那賀1649-2 799391138 魚介類販売業 一般 佐古水産株式会社 代表取締役 佐古 繁喜 656-0661 兵庫県南あわじ市阿那賀1649-2 799391138 淡路(洲健)第7-6 平成29年5月19日 令和5年5月31日 平成17年5月20日
000028 9000127597 ㈱嶋本食品 656-0313 南あわじ市松帆志知川154 799362089 食肉処理業 一般 株式会社嶋本食品 代表取締役 嶋本 育史 656-0313 兵庫県南あわじ市松帆志知川154 799362089 淡路(洲健)第16-01 令和1年5月27日 令和8年5月31日 平成17年5月23日
000028 9000127600 NICE 656-1721 淡路市野島蟇浦157-1 799822880 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中山 一也 淡路(洲健)第2-47 令和1年5月23日 令和8年5月31日 平成17年5月26日
000028 9000127610 道の駅あわじ　｢あわじ海峡楼｣ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社淡路観光開発公社 代表取締役 西田 利行 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1187-1 799720201 淡路(洲健)第2-76 令和2年7月10日 令和7年8月31日 平成17年6月9日
000028 9000127611 明石焼　志田 656-1711 淡路市富島1993 799820402 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 淡路(洲健)第2-90 平成29年8月25日 令和5年8月31日 平成17年6月14日



000028 9000127616 コンセルボ 656-0511 南あわじ市賀集八幡北378-1 799502050 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール㈱ 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432126500 淡路(洲健)第2-75 平成29年8月3日 令和5年8月31日 平成17年6月20日
000028 9000127617 コンセルボ 656-0511 南あわじ市賀集八幡北378-1 799502050 菓子製造業 一般 イオンリテール㈱ 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432126500 淡路(洲健)第3-24 平成29年8月3日 令和5年8月31日 平成17年6月20日
000028 9000127618 ジェノバ　海若の宿 656-1721 淡路市野島蟇浦字畑田144-2 799821616 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社ジェノバ 代表取締役 清水 道 530-0022 大阪府大阪市北区浪花町13-20 663755000 淡路(洲健)第2-105 令和1年8月26日 令和8年8月31日 平成17年6月21日
000028 9000127620 ジェノバ　海若の宿 656-1721 淡路市野島蟇浦字畑田144-2 799821616 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ジェノバ 代表取締役 清水 道 530-0022 大阪府大阪市北区浪花町13-20 663755000 淡路(洲健)第2-104 令和1年8月26日 令和8年8月31日 平成17年6月21日
000028 9000127621 ジェノバ　海若の宿 656-1721 淡路市野島蟇浦字畑田144-2 799821616 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ジェノバ 代表取締役 清水 道 530-0022 大阪府大阪市北区浪花町13-20 663755000 淡路(洲健)第2-103 令和1年8月26日 令和7年8月31日 平成17年6月21日
000028 9000127622 とり若 656-2401 淡路市岩屋1426-1 799722681 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 若林 一二美 淡路(洲健)第2-99 平成29年8月25日 令和5年8月31日 平成17年6月21日
000028 9000127632 サカグチ 656-2301 淡路市楠本94-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 坂口 保博 淡路(洲健)第2-100 平成29年8月25日 令和5年8月31日 平成17年6月28日
000028 9000127633 清瀬精肉店 656-0051 洲本市物部2丁目6-7 799220105 食肉販売業 一般 清瀬 宏明 淡路(洲健)第17-16 令和1年7月24日 令和8年8月31日 平成17年6月30日
000028 9000127634 清瀬精肉店 656-0051 洲本市物部2丁目6-7 799220105 飲食店営業(4)その他 一般 清瀬 宏明 淡路(洲健)第2-86 令和1年7月24日 令和8年8月31日 平成17年6月30日
000028 9000127639 コンセルボ　パルティ店 656-0461 南あわじ市市円行寺150 799425761 飲食店営業(4)その他 一般 奥村 孝 淡路(洲健)第2-74 平成29年8月3日 令和5年8月31日 平成17年7月12日
000028 9000127640 コンセルボ　パルティ店 656-0461 南あわじ市市円行寺150 799425761 菓子製造業 一般 奥村 孝 淡路(洲健)第3-23 平成29年8月3日 令和5年8月31日 平成17年7月12日
000028 9000127641 サナあわじ南あわじ店 656-0478 南あわじ市市福永580-1 799435851 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 サナあわじ株式会社 代表取締役 坂本 悟朗 656-2543 兵庫県洲本市由良町由良514-10 799270031 淡路(洲健)第2-72 平成29年8月3日 令和5年8月31日 平成17年7月12日
000028 9000127644 お好み焼　凛 656-2311 淡路市久留麻2048-16 799742322 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岸下 ひとみ 淡路(洲健)第2-89 平成29年8月25日 令和5年8月31日 平成17年7月14日
000028 9000127645 小池商店 656-2311 淡路市久留麻2338-2 799742227 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 森 荘一 淡路(洲健)第2-98 平成29年8月25日 令和5年8月31日 平成17年7月14日
000028 9000127649 マリーナハウス 656-0023 洲本市小路谷字古茂江1276番地 799240401 飲食店営業(4)その他 一般 サントピアマリーナ㈱ 代表取締役 木下 紘一 656-0023 兵庫県洲本市小路谷字古茂江1276番地 799240401 淡路(洲健)第2-68 平成29年8月3日 令和5年8月31日 平成17年7月22日
000028 9000127653 協立精肉センター 656-0014 洲本市桑間1丁目4-24 799226677 飲食店営業(4)その他 一般 定岡 太 淡路(洲健)第2-61 平成29年7月24日 令和5年8月31日 平成17年7月29日
000028 9000127656 ひまわり作業所 656-2311 淡路市久留麻1866 799744877 菓子製造業 一般 社会福祉法人　淡路市社会福祉協議会 理事長 小南 廣之 656-2131 兵庫県淡路市志筑3119-1 799625214 淡路(洲健)第3-28 平成29年8月25日 令和5年8月31日 平成17年7月29日
000028 9000127663 舟屋 656-1602 淡路市育波1381-1 そうざい製造業 一般 山本 佳子 淡路(洲健)第26-12 平成29年8月25日 令和5年8月31日 平成17年8月4日
000028 9000127664 舟屋 656-1602 淡路市育波1381-1 魚介類販売業 一般 山本 佳子 淡路(洲健)第7-16 平成29年8月25日 令和5年8月31日 平成17年8月4日
000028 9000127686 グランドニッコー淡路 656-2306 淡路市夢舞台2 799741000 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社夢舞台 代表取締役 水埜　浩 656-2306 兵庫県淡路市夢舞台1 799741000 淡路(洲健)第2-89 令和2年7月21日 令和7年8月31日 平成17年8月19日
000028 9000127687 グランドニッコー淡路 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社夢舞台 代表取締役 水埜 浩 656-2306 兵庫県淡路市夢舞台1 799741000 淡路(洲健)第2-90 令和2年7月21日 令和7年8月31日 平成17年8月19日
000028 9000127690 淡路市高齢者生活福祉センター  ゆうゆうライフ 656-1512 淡路市北山712 799852040 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人　淡路市社会福祉協議会 理事長 小南 廣之 656-2131 兵庫県淡路市志筑3119-1 799852040 淡路(洲健)第2-110 令和1年8月26日 令和8年8月31日 平成17年8月23日
000028 9000127701 淡路Ｓ．Ａ．上りフードコート 656-2401 淡路市岩屋3118-1 799734661 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 淡路ルートサービス株式会社 代表取締役 井植 貞雄 656-2401 兵庫県淡路市岩屋2568 799732250 淡路(洲健)第2-146 平成29年11月27日 令和5年11月30日 平成17年9月12日
000028 9000127702 淡路Ｓ．Ａ．上りフードコート 656-2401 淡路市岩屋3118-1 799734661 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 淡路ルートサービス株式会社 代表取締役 井植 貞雄 656-2401 兵庫県淡路市岩屋2568 799732250 淡路(洲健)第14-15 令和2年11月12日 令和7年11月30日 平成17年9月12日
000028 9000127703 ラーメン尊(みこと) 656-2401 淡路市岩屋3118-1 799723991 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 淡路ルートサービス株式会社 代表取締役社長 井植 貞雄 656-2401 兵庫県淡路市岩屋2568 799732000 淡路(洲健)第2-145 平成29年11月27日 令和5年11月30日 平成17年9月12日
000028 9000127720 湯谷鮮魚店 656-1304 洲本市五色町都志万歳403 799330048 飲食店営業(4)その他 一般 湯谷 恵美子 淡路(洲健)第2-122 平成29年11月8日 令和5年11月30日 平成17年9月22日
000028 9000127721 株式会社味きっこう 656-2542 洲本市由良町内田33-1 799270867 そうざい製造業 一般 株式会社味きっこう 代表取締役 魚谷 佳代 656-2541 兵庫県洲本市由良1丁目11番7号 799270867 淡路(洲健)第26-16 平成29年11月30日 令和5年11月30日 平成17年9月28日
000028 9000127731 Ｃａｆｅ・ＫＡＩＪＹＯ 656-0501 南あわじ市福良甲21-1 799521175 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 南淡路観光開発㈱ 代表取締役 滝川 加恵子 656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲21-1 799521175 淡路(洲健)第2-152 平成29年11月30日 令和5年11月30日 平成17年10月3日
000028 9000127740 スナック プラムリング 656-0661 南あわじ市阿那賀1137-1 799390206 飲食店営業(4)その他 一般 (有)うめ丸 代表取締役 藤川 啓治郎 656-0662 兵庫県南あわじ市阿那賀志知川14-1 799390206 淡路(洲健)第2-130 平成29年11月14日 令和5年11月30日 平成17年10月12日
000028 9000127749 ＥＭ６２１８８ 656-0444 南あわじ市八木大久保603-1 799433600 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 コンパスグループ・ジャパン株式会社 代表取締役 石田 隆嗣 104-0045 東京都中央区築地五丁目５番12号 淡路(洲健)第2-124 平成29年11月14日 令和5年11月30日 平成17年10月19日
000028 9000127759 珈楽粋 656-0013 洲本市下加茂1-4-54 799261030 菓子製造業 一般 有限会社　珈楽粋 代表取締役 片山 眞紀子 656-0013 兵庫県洲本市下加茂1-4-54 799261030 淡路(洲健)第3-37 平成29年11月8日 令和5年11月30日 平成17年10月31日
000028 9000127763 昌　たかはし 656-0014 洲本市桑間533-3 799243041 かん詰又はびん詰食品製造業 一般 髙橋 正知 淡路(洲健)第11-1 平成29年10月26日 令和5年11月30日 平成17年11月17日
000028 9000127764 めん処　喜多野 656-0455 南あわじ市神代國衙1688-2 799427758 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北野 千太郎 淡路(洲健)第2-136 平成29年11月20日 令和5年11月30日 平成17年11月11日
000028 9000127765 レストラン　ラ・グーテ 656-0462 南あわじ市市青木114-5 799423789 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上野 照治 淡路(洲健)第2-125 平成29年11月14日 令和5年11月30日 平成17年11月11日
000028 9000127770 ステーキハウス源平 656-2401 淡路市岩屋923-4 799732941 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社源平 代表取締役 吉田 泰久 656-2401 兵庫県淡路市岩屋925-22 799722302 淡路(洲健)第2-141 平成29年11月27日 令和5年11月30日 平成17年11月16日
000028 9000127773 すなっく　花のれん 656-0025 洲本市本町4-2-18 206 799244334 飲食店営業(4)その他 一般 山口 一美 淡路(洲健)第2-123 平成29年11月8日 令和5年11月30日 平成17年11月24日
000028 9000127774 珈琲専門店　山本 656-2401 淡路市岩屋1094 799723062 飲食店営業(4)その他 一般 山本 妙 淡路(洲健)第2-147 平成29年11月27日 令和5年11月30日 平成17年11月22日
000028 9000127786 一歩 656-2401 淡路市岩屋3183-1 799732020 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 橋立 悦子 淡路(洲健)第2-144 平成29年11月27日 令和5年11月30日 平成17年11月22日
000028 9000127791 (株)淡路お菓子館 656-2132 淡路市志筑新島8-10 799625748 菓子製造業 一般 (株)淡路お菓子館 代表取締役 八島 常夫 656-2132 兵庫県淡路市志筑新島8-10 799625748 淡路(洲健)第3-56 平成30年2月22日 令和6年2月29日 平成17年12月5日
000028 9000127863 いーぐる 656-0545 南あわじ市阿万西町57-2 799552222 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡本 昭子 淡路(洲健)第2-157 平成30年2月14日 令和6年2月29日 平成18年1月30日
000028 9000127887 さくら川 656-0025 洲本市本町4丁目3-13 799243918 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川口 寿治 淡路(洲健)第2-171 平成30年2月16日 令和6年2月29日 平成18年2月17日
000028 9000127893 鍋島水産 656-2224 淡路市大谷16 799640719 水産製品製造業 一般 鍋島 喜三 淡路(洲健)第32-10 令和4年2月21日 令和10年2月29日 令和4年2月21日
000028 9000127894 ちとみ 656-2131 淡路市志筑1868-4 799625538 飲食店営業(4)その他 一般 森 友浬 淡路(洲健)第2-61 平成30年5月31日 令和6年5月31日 平成18年3月1日
000028 9000127907 生穂漁港卸売市場 656-2223 淡路市生穂地先 799640107 魚介類せり売営業 一般 津名漁業協同組合 代表理事 中川 雄二 656-2223 兵庫県淡路市生穂1553-7 799640107 淡路(洲健)第8-2 平成30年5月28日 令和6年5月31日 平成18年3月13日
000028 9000127923 喫茶かくえき 656-0026 洲本市栄町3丁目1-47 799261367 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人　各駅停車 理事 長藤 資也 656-0026 兵庫県洲本市栄町3丁目1-47 799261367 淡路(洲健)第2-48 平成30年5月21日 令和6年5月31日 平成18年3月24日
000028 9000127924 有限会社　キタフジ 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦90 799304066 魚介類販売業 一般 有限会社　キタフジ 代表取締役 北本 逸男 656-1344 兵庫県洲本市五色町鳥飼浦90 799304066 淡路(洲健)第7-9 平成30年5月16日 令和6年5月31日 平成18年3月27日
000028 9000127925 有限会社　キタフジ 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦90 799304066 そうざい製造業 一般 有限会社　キタフジ 代表取締役 北本 逸男 656-1344 兵庫県洲本市五色町鳥飼浦90 799304066 淡路(洲健)第26-2 平成30年5月16日 令和6年5月31日 平成18年3月27日
000028 9000127926 有限会社　キタフジ 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦90 799304066 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 有限会社　キタフジ 代表取締役 北本 逸男 656-1344 兵庫県洲本市五色町鳥飼浦90 799304066 淡路(洲健)第10-2 令和1年5月17日 令和7年5月31日 平成18年3月27日
000028 9000127930 カラオケWAVE津名店 656-2131 淡路市志筑145 799625723 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社米田 代表取締役 有賀 雄一 656-0021 兵庫県洲本市塩屋1-2-15 799220469 淡路(洲健)第2-74 令和2年5月29日 令和9年5月31日 平成18年3月24日
000028 9000127931 マルミツ神戸水産有限会社 656-2401 淡路市岩屋3607-12 799723211 そうざい製造業 一般 神戸水産有限会社 代表取締役 神戸 隆典 656-2401 兵庫県淡路市岩屋3607-12 799723211 淡路(洲健)第26-12 平成30年5月28日 令和6年5月31日 平成18年3月23日
000028 9000127932 出雲 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 出雲 勉 淡路(洲健)第2-39 令和3年5月21日 令和8年5月31日 平成18年3月24日
000028 9000127936 かくれんぼ 656-2401 淡路市岩屋2942-24 799720110 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 古川 幸代 淡路(洲健)第2-33 平成30年5月18日 令和7年5月31日 平成18年3月29日
000028 9000127942 庄瀬　健一郎 656-0053 洲本市上物部2丁目9-10　3F 799221148 菓子製造業 一般 庄瀬 健一郎 淡路(洲健)第3-8 平成30年5月14日 令和6年5月31日 平成18年4月6日
000028 9000127945 休暇村南淡路ラウンジ 656-0503 南あわじ市福良丙870-1 799520291 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一般財団法人休暇村協会 代表理事 小野寺 聡 110-8601 東京都台東区東上野5丁目1-5日新上野ビル5階 338458651 淡路(洲健)第2-8 平成30年5月1日 令和6年5月31日 平成18年4月7日
000028 9000127952 中原水産（加工場） 656-0011 洲本市炬口1丁目1-41 799221405 そうざい製造業 一般 中原水産有限会社 代表取締役 中原 章晴 656-0011 兵庫県洲本市炬口1丁目1-41 799221406 淡路(洲健)第26-8 平成30年5月24日 令和6年5月31日 平成18年4月17日
000028 9000127953 中原水産（包装場） 656-0011 洲本市炬口1丁目1-44 799221406 そうざい製造業 一般 中原水産有限会社 代表取締役 中原 章晴 656-0011 兵庫県洲本市炬口1丁目1-41 799221406 淡路(洲健)第26-7 平成30年5月24日 令和6年5月31日 平成18年4月17日
000028 9000127954 伊毘うずしお村 656-0661 南あわじ市阿那賀782-23 799379040 飲食店営業(4)その他 一般 堀 洋雄 淡路(洲健)第2-12 平成30年5月2日 令和6年5月31日 平成18年4月18日
000028 9000127960 ローソン東浦町浦店 656-2305 淡路市浦108-7 799740456 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社長野 代表取締役 長野 彌生 656-2311 兵庫県淡路市久留麻2662番地4 799701120 淡路(洲健)第1-231 令和4年8月18日 令和11年8月31日 令和4年8月18日
000028 9000127964 有限会社くろだ 656-1721 淡路市野島蟇浦883 799802333 そうざい製造業 一般 有限会社くろだ 代表取締役 黒田 拓哉 656-0004 兵庫県洲本市中川原町安坂762 799281999 淡路(洲健)第26-3 平成30年5月21日 令和6年5月31日 平成18年4月24日
000028 9000127965 ヤマテル 656-2541 洲本市由良1-10地先 魚介類販売業 一般 山林 照次 淡路(洲健)第7-17 平成30年5月29日 令和6年5月31日 平成18年4月24日
000028 9000127966 上原 656-1301 洲本市五色町都志265-18 799330753 飲食店営業(4)その他 一般 山本 寿美 淡路(洲健)第2-25 平成30年5月16日 令和6年5月31日 平成18年4月25日
000028 9000127967 上原 656-1301 洲本市五色町都志265-18 799330753 食肉販売業 一般 山本 寿美 淡路(洲健)第17-5 平成30年5月16日 令和6年5月31日 平成18年4月25日
000028 9000127969 サンビーチさつき 656-2305 淡路市浦681-9 799704472 飲食店営業(3)旅館 一般 相原 定利 淡路(洲健)第2-30 平成30年5月18日 令和6年5月31日 平成18年4月27日
000028 9000127974 有馬荘 656-1721 淡路市野島蟇浦字有馬田12番1 799821493 飲食店営業(3)旅館 一般 有馬 晴子 淡路(洲健)第2-43 平成30年5月18日 令和6年5月31日 平成18年4月27日
000028 9000127992 三代目かツ泉 656-0021 洲本市塩屋1丁目1-17 799262303 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 グッドピープル株式会社 代表取締役 河崎 秀典 656-0012 兵庫県洲本市宇山1丁目4-56 799233000 淡路(洲健)第2-53 平成30年5月24日 令和6年5月31日 平成18年5月15日
000028 9000127993 珈楽粋 656-0013 洲本市下加茂1-4-54 799261030 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　珈楽粋 代表取締役 片山 眞紀子 656-0013 兵庫県洲本市下加茂1-4-54 799261030 淡路(洲健)第2-55 平成30年5月24日 令和6年5月31日 平成18年5月19日
000028 9000127994 東屋水産 656-2401 淡路市岩屋1842-3 799722247 そうざい製造業 一般 坂上 加壽子 淡路(洲健)第26-5 平成29年5月22日 令和5年5月31日 平成18年5月23日
000028 9000127996 五色町漁業協同組合 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦1番地2 799340331 魚介類せり売営業 一般 五色町漁業協同組合 代表理事組合長 福島 富秋 656-1344 兵庫県洲本市五色町鳥飼浦1番地2 799340331 淡路(洲健)第8-1 平成30年5月24日 令和6年5月31日 平成18年5月15日
000028 9000127998 セレモニーホール千博 656-0512 南あわじ市賀集立川瀬727-1 799503332 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 (有)セレモニーホール千博 取締役 池上 照夫 656-0455 兵庫県南あわじ市神代國衙993-1 799503332 淡路(洲健)第2-14 平成30年5月11日 令和6年5月31日 平成18年5月17日
000028 9000128002 ヘルスケアレストラン　知恵の和 656-0026 洲本市栄町3-3-23 799243228 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人　知恵の和 理事 魚里 明子 656-0026 兵庫県洲本市栄町3-2-19　健康サロンくつろぎ内 799243228 淡路(洲健)第2-54 平成30年5月24日 令和6年5月31日 平成18年5月24日
000028 9000128018 宗 656-1711 淡路市富島1776 799822202 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宗和 健也 淡路(洲健)第2-111 平成30年8月21日 令和6年8月31日 平成18年6月7日
000028 9000128026 生活応援ハウス 楽笑庵 656-1313 洲本市五色町鮎原西3-3 799321716 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人生活ネットワーク寿樹 理事 片山 大樹 656-1313 兵庫県洲本市五色町鮎原西3-3 799321716 淡路(洲健)第2-101 平成30年8月10日 令和6年8月31日 平成18年6月14日
000028 9000128033 うまのすけ 656-1531 淡路市江井2791-3 飲食店営業(4)その他 一般 渡辺 成美 淡路(洲健)第2-125 平成30年8月28日 令和6年8月31日 平成18年6月26日
000028 9000128044 育波浦漁業協同組合 656-1602 淡路市育波148-3 799840031 魚介類せり売営業 一般 育波浦漁業協同組合 代表理事 小溝 政二 656-1602 兵庫県淡路市育波148-3 799840031 淡路(洲健)第8-3 平成30年8月21日 令和6年8月31日 平成18年7月7日
000028 9000128045 バル淡道 656-0023 洲本市小路谷1052-2 799220035 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ホテルニューアワジ 代表取締役 木下 紘一 656-0023 兵庫県洲本市小路谷20番地 799232200 淡路(洲健)第2-126 平成30年8月29日 令和6年8月31日 平成18年7月12日
000028 9000128046 ジュースバー　オアシス 656-0023 洲本市小路谷1052-2 799220035 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ホテルニューアワジ 代表取締役 木下 紘一 656-0023 兵庫県洲本市小路谷20番地 799232200 淡路(洲健)第2-127 平成30年8月29日 令和6年8月31日 平成18年7月12日
000028 9000128049 そらみどう 656-0478 南あわじ市市福永427-5 799420932 飲食店営業(4)その他 一般 瀬尾 百永 淡路(洲健)第2-64 平成30年7月13日 令和6年8月31日 平成18年7月21日
000028 9000128054 南淡路島八木食堂 656-0443 南あわじ市八木養宜上1012-1 799433866 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　フジオフードシステム 代表取締役 藤尾 政弘 530-0046 大阪府大阪市北区菅原町2番16号FUJIOBLDG. 663600320 淡路(洲健)第2-123 平成30年8月23日 令和6年8月31日 平成18年7月26日
000028 9000128076 カフェ「イー・アイ」 656-1531 淡路市江井2712-3 799860086 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山口 雅彦 淡路(洲健)第2-118 平成30年8月21日 令和6年8月31日 平成18年8月4日
000028 9000128100 スナック 華 656-0025 洲本市本町4丁目2-24 799223330 飲食店営業(4)その他 一般 田中 初美 淡路(洲健)第2-99 平成30年8月10日 令和6年8月31日 平成18年8月28日
000028 9000128113 洋菓子のたかた 656-2131 淡路市志筑3266-1 799624144 菓子製造業 一般 有限会社たかた 代表取締役 高田 和明 656-2131 兵庫県淡路市志筑3266-1 799624144 淡路(洲健)第3-32 平成30年11月19日 令和6年11月30日 平成18年9月21日
000028 9000128125 洋菓子のたかた 656-2131 淡路市志筑3266-1 799624144 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社たかた 代表取締役 高田 和明 656-2131 兵庫県淡路市志筑3266-1 799624144 淡路(洲健)第2-158 平成30年11月19日 令和6年11月30日 平成18年10月2日
000028 9000128139 全日食チェーン しんむら店 イダカ 656-0041 洲本市新村104-1 799231532 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社　井高商事 取締役 井高 敬次 656-0041 兵庫県洲本市新村104-1 799227625 淡路(洲健)第2-160 平成30年11月21日 令和6年11月30日 平成18年10月19日
000028 9000128140 全日食チェーン しんむら店 イダカ 656-0041 洲本市新村104-1 799231532 魚介類販売業 一般 有限会社　井高商事 取締役 井高 敬次 656-0041 兵庫県洲本市新村104-1 799227625 淡路(洲健)第7-42 平成30年11月21日 令和6年11月30日 平成18年10月19日
000028 9000128142 mamma CAMOMILLA（マンマ・カモミッラ） 656-0427 南あわじ市榎列松田170-1 799422128 菓子製造業 一般 温泉 律子 淡路(洲健)第3-29 平成30年10月15日 令和6年11月30日 平成18年10月16日
000028 9000128143 きっさてんきらきら 656-0455 南あわじ市神代國衙1085 799420906 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福栄 志保 淡路(洲健)第2-154 平成30年11月16日 令和6年11月30日 平成18年10月18日
000028 9000128148 家庭料理　まろん 656-0332 南あわじ市湊21 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 野村 由美子 淡路(洲健)第2-130 平成30年10月15日 令和6年11月30日 平成18年10月19日
000028 9000128163 鳴門屋 656-0424 南あわじ市榎列西川148-1 799420539 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 奥野 寿久 淡路(洲健)第2-137 平成30年10月24日 令和6年11月30日 平成18年10月30日
000028 9000128191 Sunset　kitchen　Peace 656-1301 洲本市五色町都志万歳456-1 799330337 飲食店営業(3)旅館 一般 土井 崇史 淡路(洲健)第2-149 平成30年11月12日 令和6年11月30日 平成18年11月15日
000028 9000128194 居酒屋いろり 656-0025 洲本市本町4-4-32 799255477 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 横山 勝彦 淡路(洲健)第2-163 平成30年11月21日 令和6年11月30日 平成18年11月24日
000028 9000128196 住吉 656-2131 淡路市志筑3042-7 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷 理加 淡路(洲健)第2-165 平成30年11月29日 令和6年11月30日 平成18年11月27日
000028 9000128200 芝　重夫 000-0000 島内一円 飲食店営業(4)その他 自動車80L 芝 重夫 淡路(洲健)第1-256 令和3年10月27日 令和8年11月30日 令和3年10月27日
000028 9000128210 マルナカ南あわじ店 656-0321 南あわじ市志知143 799373205 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第7-051 平成31年2月19日 令和7年2月28日 平成18年12月5日
000028 9000128211 マルナカ南あわじ店 656-0321 南あわじ市志知143 799373205 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第2-182 平成31年2月19日 令和7年2月28日 平成18年12月5日
000028 9000128212 マルナカ南あわじ店 656-0321 南あわじ市志知143 799373205 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第17-37 平成31年2月19日 令和7年2月28日 平成18年12月5日
000028 9000128213 マルナカ南あわじ店 656-0321 南あわじ市志知143 799373205 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第2-181 平成31年2月19日 令和7年2月28日 平成18年12月5日
000028 9000128215 マルナカ南あわじ店 656-0321 南あわじ市志知143 799373205 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第2-183 平成31年2月19日 令和7年2月28日 平成18年12月5日
000028 9000128216 マルナカ南あわじ店 656-0321 南あわじ市志知143 799373205 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第3-44 平成31年2月19日 令和7年2月28日 平成18年12月5日
000028 9000128223 Cafe　Bring 656-2401 淡路市岩屋1-62しょうぎやビル101 799723141 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井谷 ひとみ 淡路(洲健)第2-177 平成31年2月18日 令和7年2月28日 平成18年12月14日
000028 9000128228 cafe & restaurant izana 656-1521 淡路市多賀470－1 799840648 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 グッドピープル株式会社 代表取締役 河崎 秀典 656-0012 兵庫県洲本市宇山1丁目4-56 799233000 淡路(洲健)第2-189 平成31年2月25日 令和7年2月28日 平成18年12月14日
000028 9000128229 山路 656-1511 淡路市郡家353-5 799852848 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 畠山 正章 淡路(洲健)第2-190 平成31年2月25日 令和7年2月28日 平成18年12月15日
000028 9000128239 保地味噌醸造所 656-1732 淡路市小田514 799820190 そうざい製造業 一般 保地 明 淡路(洲健)第26-19 平成31年2月20日 令和7年2月28日 平成18年12月27日
000028 9000128248 保地味噌醸造所 656-1732 淡路市小田514 みそ製造業 一般 保地 明 淡路(洲健)第20-1 平成31年2月20日 令和7年2月28日 平成19年1月16日
000028 9000128253 トムズスタジオ淡路夢舞台 656-2306 淡路市夢舞台6展望テラス2Ｆ 799752588 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社トーマス 代表取締役 政次 裕也 652-0815 兵庫県神戸市兵庫区三川口町3-3-3 785311160 淡路(洲健)第2-184 平成31年2月20日 令和7年2月28日 平成19年1月18日
000028 9000128270 ファミリーマート洲本上物部店 656-0053 洲本市上物部２丁目２－７４ 799244173 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　尋 代表取締役 沖田 浩史 656-0023 兵庫県洲本市小路谷1281-5 799244155 淡路(洲健)第2-198 平成31年2月26日 令和7年2月28日 平成19年2月8日
000028 9000128274 DINING  KAWAGUCHI 656-0026 洲本市栄町2-2-9 799224970 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川口 義矢 淡路(洲健)第2-206 平成31年2月28日 令和7年2月28日 平成19年2月8日
000028 9000128276 幸栄丸 656-1602 淡路市育波83－8 799840354 そうざい製造業 一般 魚住 とよ子 淡路(洲健)第26-20 平成31年2月20日 令和7年2月28日 平成19年2月9日
000028 9000128283 やぶ水産有限会社 656-0502 南あわじ市福良乙1653番地12 799523132 そうざい製造業 一般 やぶ水産有限会社 代表取締役 藪 久義 656-0502 兵庫県南あわじ市福良乙1653番地12 799523132 淡路(洲健)第26-18 平成31年1月18日 令和7年2月28日 平成19年2月9日
000028 9000128291 株式会社　北洋海産 656-2212 淡路市佐野2573 799641715 そうざい製造業 一般 株式会社　北洋海産 生村 卓士 656-2212 兵庫県淡路市佐野2573 799641715 淡路(洲健)第26-26 平成31年2月25日 令和7年2月28日 平成19年2月19日
000028 9000128296 藤本商店 656-1602 淡路市育波374 799841352 そうざい製造業 一般 藤本 哲也 淡路(洲健)第26-24 平成31年2月20日 令和7年2月28日 平成19年2月23日
000028 9000128298 藤カ水産 656-1602 淡路市育波444 799804065 そうざい製造業 一般 藤江 義博 淡路(洲健)第26-23 平成31年2月20日 令和7年2月28日 平成19年2月27日
000028 9000128299 マクドナルドイオン淡路店 656-2132 淡路市志筑新島10-2 799602057 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ヌバ 代表取締役 坂本 真 656-0021 兵庫県洲本市塩屋300-4 799252272 淡路(洲健)第1-371 令和4年1月27日 令和11年2月28日 令和4年1月27日



000028 9000128300 イオンリテール㈱イオン南淡路店 656-0511 南あわじ市賀集八幡北378-1 799502050 魚介類販売業 一般 イオンリテール㈱ 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432126500 淡路(洲健)第7-36 令和3年1月25日 令和10年2月29日 平成19年2月28日
000028 9000128301 マルヨシセンター 西淡店 656-0332 南あわじ市湊110シーパ内 799360182 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 ㈱マルヨシセンター 代表取締役 佐竹 克彦 769-0102 香川県高松市国分寺町国分367番地1 878319191 淡路(洲健)第2-217 令和3年1月26日 令和10年2月29日 平成19年2月28日
000028 9000128302 マルヨシセンター 西淡店 656-0332 南あわじ市湊110シーパ内 799360182 飲食店営業(4)その他 一般 ㈱マルヨシセンター 代表取締役 佐竹 克彦 769-0102 香川県高松市国分寺町国分367番地1 878319191 淡路(洲健)第2-218 令和3年1月26日 令和10年2月29日 平成19年2月28日
000028 9000128305 株式会社　シゲマル　洲本工場 656-0014 洲本市桑間326-1 799253739 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社鈴木海石 代表取締役 鈴木 成穂 656-2543 兵庫県洲本市由良町由良514-10 799270031 淡路(洲健)第2-72 令和2年5月28日 令和8年5月31日 平成19年3月5日
000028 9000128306 株式会社　シゲマル　洲本工場 656-0014 洲本市桑間326-1 799253739 そうざい製造業 一般 株式会社鈴木海石 代表取締役 鈴木 成穂 656-2543 兵庫県洲本市由良町由良514-10 799270031 淡路(洲健)第26-9 令和2年5月28日 令和8年5月31日 平成19年3月5日
000028 9000128307 株式会社　シゲマル　洲本工場 656-0014 洲本市桑間326-1 799253739 魚肉ねり製品製造業 一般 株式会社鈴木海石 代表取締役 鈴木 成穂 656-2543 兵庫県洲本市由良町由良514-10 799270031 淡路(洲健)第9-1 令和2年5月28日 令和8年5月31日 平成19年3月5日
000028 9000128308 株式会社　シゲマル　洲本工場 656-0014 洲本市桑間326-1 799253739 魚介類販売業 一般 株式会社鈴木海石 代表取締役 鈴木 成穂 656-2543 兵庫県洲本市由良町由良514-10 799270031 淡路(洲健)第7-5 令和1年5月17日 令和7年5月31日 平成19年3月5日
000028 9000128309 淡路島観光ホテル（メイン厨房） 656-0023 洲本市小路谷1053-17 799260111 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社　淡路島観光ホテル 代表取締役 上村 早苗 656-0023 兵庫県洲本市小路谷1053-17 799260111 淡路(洲健)第2-27 令和1年5月17日 令和7年5月31日 平成19年3月5日
000028 9000128310 茶房　まづめ 656-0023 洲本市小路谷1053-17 799260111 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　淡路島観光ホテル 代表取締役 上村 早苗 656-0023 兵庫県洲本市小路谷1053-17 799260111 淡路(洲健)第2-28 令和1年5月17日 令和7年5月31日 平成19年3月5日
000028 9000128311 宴会場屋台 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社　淡路島観光ホテル 代表取締役 上村 早苗 656-0023 兵庫県洲本市小路谷1053番地の17 799260114 淡路(洲健)第1-86 令和4年5月20日 令和9年5月31日 令和4年5月20日
000028 9000128312 いそべ亭 656-0023 洲本市小路谷1053-17 799260111 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　淡路島観光ホテル 代表取締役 上村 早苗 656-0023 兵庫県洲本市小路谷1053-17 799260111 淡路(洲健)第2-29 令和1年5月17日 令和7年5月31日 平成19年3月5日
000028 9000128313 ポセイドン 656-0023 洲本市小路谷1053-17 799260111 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　淡路島観光ホテル 代表取締役 上村 早苗 656-0023 兵庫県洲本市小路谷1053-17 799260111 淡路(洲健)第2-30 令和1年5月17日 令和7年5月31日 平成19年3月5日
000028 9000128314 イオンリテール㈱イオン南淡路店 656-0511 南あわじ市賀集八幡北378-1 799502050 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール㈱ 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432126500 淡路(洲健)第2-27 令和2年5月14日 令和8年5月31日 平成19年3月1日
000028 9000128315 タイムアフタタイム RE 656-0021 洲本市塩屋1丁目300-70-1 799230755 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　豊夢 取締役 小池 雄一郎 656-0021 兵庫県洲本市塩屋1丁目300番地70 799230683 淡路(洲健)第2-39 令和1年5月22日 令和7年5月31日 平成19年3月1日
000028 9000128321 ホテルアナガ　カドー・ドゥ・ラ・メール 656-0661 南あわじ市阿那賀1109 799391111 飲食店営業(3)旅館 一般 塩屋土地株式会社 代表取締役 井植 貞雄 655-0873 兵庫県神戸市垂水区青山台一丁目22番１号 787511121 淡路(洲健)第2-59 令和2年5月27日 令和9年5月31日 平成19年3月19日
000028 9000128322 ホテルアナガ　阿那賀 656-0661 南あわじ市阿那賀1109 799391111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 塩屋土地株式会社 代表取締役 井植 貞雄 655-0873 兵庫県神戸市垂水区青山台一丁目22番１号 787511121 淡路(洲健)第2-60 令和2年5月27日 令和9年5月31日 平成19年3月19日
000028 9000128323 ホテルアナガ　ラウンジ 656-0661 南あわじ市阿那賀1109 799391111 飲食店営業(4)その他 一般 塩屋土地株式会社 代表取締役 井植 貞雄 655-0873 兵庫県神戸市垂水区青山台一丁目22番１号 787511121 淡路(洲健)第2-61 令和2年5月27日 令和9年5月31日 平成19年3月19日
000028 9000128325 ホテルアナガ　ヴィラ 656-0661 南あわじ市阿那賀1109 799391111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 塩屋土地株式会社 代表取締役 井植 貞雄 655-0873 兵庫県神戸市垂水区青山台一丁目22番１号 787511121 淡路(洲健)第2-62 令和2年5月27日 令和8年5月31日 平成19年3月19日
000028 9000128326 ホテルアナガ 656-0661 南あわじ市阿那賀1109 799391111 菓子製造業 一般 塩屋土地株式会社 代表取締役 井植 貞雄 655-0873 兵庫県神戸市垂水区青山台一丁目22番１号 787511121 淡路(洲健)第3-13 令和2年5月27日 令和9年5月31日 平成19年3月19日
000028 9000128337 らーめん天天 656-0331 南あわじ市湊里163-2 799363644 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 仲田 美代 淡路(洲健)第2-013 令和1年5月16日 令和7年5月31日 平成19年4月4日
000028 9000128349 スナック茶子美 656-0025 洲本市本町4-3-10 799230506 飲食店営業(4)その他 一般 岩部 竹美 淡路(洲健)第2-7 令和1年5月8日 令和7年5月31日 平成19年4月13日
000028 9000128350 アスパ五色パークゴルフ場管理棟 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦2613 799341176 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一般財団法人五色ふるさと振興公社 代表理事 浜辺 学 656-1301 兵庫県洲本市五色町都志1087 799331600 淡路(洲健)第2-16 令和1年5月14日 令和7年5月31日 平成19年4月13日
000028 9000128359 淡路ビーフ　とうげ 656-1511 淡路市郡家80-6 799850047 食肉販売業 一般 (有)とうげ 代表取締役 原田 純嗣 656-1511 兵庫県淡路市郡家80-6 799850047 淡路(洲健)第17-6 令和1年5月24日 令和7年5月31日 平成19年4月24日
000028 9000128360 淡路ビーフ　とうげ 656-1511 淡路市郡家80-6 799850047 そうざい製造業 一般 (有)とうげ 代表取締役 原田 純嗣 656-1511 兵庫県淡路市郡家80-6 799850047 淡路(洲健)第26-3 令和1年5月24日 令和7年5月31日 平成19年4月24日
000028 9000128376 やま髙 656-2305 淡路市浦657 799742707 飲食店営業(4)その他 一般 髙田 佐登美 淡路(洲健)第2-72 令和1年5月27日 令和7年5月31日 平成19年4月27日
000028 9000128377 やま髙 656-2305 淡路市浦657 799742707 菓子製造業 一般 髙田 佐登美 淡路(洲健)第3-15 令和1年5月27日 令和7年5月31日 平成19年4月27日
000028 9000128379 逢瀬 656-0024 洲本市山手1-1-50 799220203 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　ＡＲインターナショナル 代表取締役 木下 紘一 656-0024 兵庫県洲本市山手1-1-50 799220203 淡路(洲健)第2-18 令和1年5月17日 令和7年5月31日 平成19年5月1日
000028 9000128381 夢海游淡路島 656-0024 洲本市山手1-1-50 799220203 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社　ＡＲインターナショナル 代表取締役 木下 紘一 656-0024 兵庫県洲本市山手1-1-50 799220203 淡路(洲健)第2-19 令和1年5月17日 令和7年5月31日 平成19年5月1日
000028 9000128382 麗 656-0024 洲本市山手1-1-50 799220203 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　ＡＲインターナショナル 代表取締役 木下 紘一 656-0024 兵庫県洲本市山手1-1-50 799220203 淡路(洲健)第2-20 令和1年5月17日 令和7年5月31日 平成19年5月1日
000028 9000128383 四季彩ダイニング「浜房」 656-0024 洲本市山手1-1-50 799220203 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　ＡＲインターナショナル 代表取締役 木下 紘一 656-0024 兵庫県洲本市山手1-1-50 799220203 淡路(洲健)第2-21 令和1年5月17日 令和7年5月31日 平成19年5月1日
000028 9000128384 磯辺亭 656-0024 洲本市山手1-1-50 799220203 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　ＡＲインターナショナル 代表取締役 木下 紘一 656-0024 兵庫県洲本市山手1-1-50 799220203 淡路(洲健)第2-17 令和1年5月17日 令和7年5月31日 平成19年5月1日
000028 9000128395 辰己ほてい堂 656-1342 洲本市五色町鳥飼上1013-2 799340004 菓子製造業 一般 辰己 尚三 淡路(洲健)第3-2 令和1年5月17日 令和7年5月31日 平成19年5月15日
000028 9000128396 辰己ほてい堂 656-1342 洲本市五色町鳥飼上1013-2 799340004 あん類製造業 一般 辰己 尚三 淡路(洲健)第13-1 令和1年5月17日 令和7年5月31日 平成19年5月15日
000028 9000128399 日の出カフェ 000-0000 淡路島一円 飲食店営業(4)その他 露店80L 特定非営利活動法人　淡路島アートセンター 理事 青木 将幸 656-0025 兵庫県洲本市本町八丁目4番11号 淡路(洲健)第1-92 令和4年5月23日 令和9年5月31日 令和4年5月23日
000028 9000128406 河合昭和堂 656-1711 淡路市富島1509 799820404 菓子製造業 一般 河合 善博 淡路(洲健)第3-8 令和1年5月23日 令和7年5月31日 平成19年5月24日
000028 9000128423 マーメイド 656-1606 淡路市室津2355 799841272 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 凪 伸明 淡路(洲健)第2-109 令和1年8月26日 令和7年8月31日 平成19年6月25日
000028 9000128424 けひの海 656-0304 南あわじ市松帆古津路字西原970-76 799373000 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社　うめ丸 代表取締役 藤川 啓治郎 656-0661 兵庫県南あわじ市阿那賀志知川14-1 799390206 淡路(洲健)第2-137 令和1年8月28日 令和7年8月31日 平成19年6月28日
000028 9000128425 けひの海（バーコーナー） 656-0304 南あわじ市松帆古津路字西原970-76 799373000 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　うめ丸 代表取締役 藤川 啓治郎 656-0661 兵庫県南あわじ市阿那賀志知川14-1 799390206 淡路(洲健)第2-138 令和1年8月28日 令和7年8月31日 平成19年6月28日
000028 9000128443 株式会社八勝長谷製麺 656-0502 南あわじ市福良乙1093-7 799521900 めん類製造業 一般 株式会社八勝長谷製麺 代表取締役 里村 修治 656-0502 兵庫県南あわじ市福良乙1093-7 799521900 淡路(洲健)第25-1 令和1年8月23日 令和7年8月31日 平成19年7月6日
000028 9000128445 ｔａｎｍｉ ｄⅰｎｉｇ　Ｒａｂｏ 656-0026 洲本市栄町3丁目1-50 799241851 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 加賀 和道 淡路(洲健)第2-92 令和1年8月2日 令和7年8月31日 平成19年7月11日
000028 9000128455 和匠　よし乃 656-0055 洲本市大野694-3 799243421 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 芳野 晃一 淡路(洲健)第1-196 令和3年8月20日 令和10年8月31日 令和3年8月20日
000028 9000128470 淡路市共同作業所　竹の子 656-2131 淡路市志筑237-5 799625062 菓子製造業 一般 社会福祉法人　淡路市社会福祉協議会 理事長 小南 廣之 656-2131 兵庫県淡路市志筑3119-1 799625214 淡路(洲健)第3-28 令和1年8月26日 令和7年8月31日 平成19年7月31日
000028 9000128478 いまる 656-1521 淡路市多賀2135-10 799851020 飲食店営業(3)旅館 一般 赤瀬 孝志 淡路(洲健)第2-107 令和1年8月26日 令和7年8月31日 平成19年8月10日
000028 9000128479 割烹　むら井 656-1318 洲本市五色町鮎原神陽600-235 799321548 飲食店営業(3)旅館 一般 村井 久美 淡路(洲健)第2-87 令和1年7月24日 令和7年8月31日 平成19年8月23日
000028 9000128481 ノザワ　淡路海の家 656-2401 淡路市岩屋字大谷川北１８０６ 799722437 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ウオクニ株式会社 代表取締役 野々村 充教 657-0842 兵庫県神戸市灘区船寺通４丁目５番１６号 788017755 淡路(洲健)第2-113 令和1年8月26日 令和7年8月31日 平成19年8月24日
000028 9000128490 喫茶　バジーズ　カフェ 656-1602 淡路市育波558－2 799841717 飲食店営業(4)その他 一般 社会福祉法人　千鳥会 理事長 吉村 秀樹 656-2151 兵庫県淡路市大町畑597－4 799625100 淡路(洲健)第2-200 令和1年11月25日 令和7年11月30日 平成19年9月6日
000028 9000128495 スーパーキンキ　志筑本店 656-2131 淡路市志筑1381-3 799621535 魚介類販売業 一般 株式会社　津名ショッピングセンター 五十嵐 雅裕 656-2131 兵庫県淡路市志筑1381-3 799621535 淡路(洲健)第7-32 令和1年11月27日 令和7年11月30日 平成19年10月10日
000028 9000128496 スーパーキンキ　志筑本店 656-2131 淡路市志筑1381-3 799621535 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　津名ショッピングセンター 五十嵐 雅裕 656-2131 兵庫県淡路市志筑1381-3 799621535 淡路(洲健)第2-209 令和1年11月27日 令和7年11月30日 平成19年10月10日
000028 9000128497 スーパーキンキ　志筑本店 656-2131 淡路市志筑1381-3 799621535 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　津名ショッピングセンター 五十嵐 雅裕 656-2131 兵庫県淡路市志筑1381-3 799621535 淡路(洲健)第2-210 令和1年11月27日 令和7年11月30日 平成19年10月10日
000028 9000128498 スーパーキンキ　志筑本店 656-2131 淡路市志筑1381-3 799621535 菓子製造業 一般 株式会社　津名ショッピングセンター 五十嵐 雅裕 656-2131 兵庫県淡路市志筑1381-3 799621535 淡路(洲健)第3-56 令和1年11月27日 令和7年11月30日 平成19年10月10日
000028 9000128499 スーパーキンキ　志筑本店 656-2131 淡路市志筑1381-3 799621535 食肉販売業 一般 株式会社　津名ショッピングセンター 五十嵐 雅裕 656-2131 兵庫県淡路市志筑1381-3 799621535 淡路(洲健)第17-32 令和1年11月27日 令和7年11月30日 平成19年10月10日
000028 9000128502 居酒屋　一休 656-2311 淡路市久留麻96-1 799746193 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤 雅士 淡路(洲健)第2-185 令和1年11月25日 令和7年11月30日 平成19年10月4日
000028 9000128503 ぼちぼち 656-2163 淡路市中田729-13 799625438 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松原 定子 淡路(洲健)第2-189 令和1年11月25日 令和7年11月30日 平成19年10月10日
000028 9000128518 しるく屋 656-0025 洲本市本町4丁目2番18号ジョイプラザ１Ｆ 799245381 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中瀬 錠二 淡路(洲健)第2-159 令和1年11月15日 令和7年11月30日 平成19年11月6日
000028 9000128522 ＣａＦｅ　ｄｅ　ＦｕＵ 656-0053 洲本市上物部82 799263992 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 仲田 久美幸 淡路(洲健)第2-155 令和1年11月15日 令和7年11月30日 平成19年11月14日
000028 9000128523 乗馬クラブ　ハーモニーファーム淡路 656-2305 淡路市浦2400-2 799753555 飲食店営業(4)その他 一般 （株）ハーモニーファーム 代表取締役 宗接 元信 656-2305 兵庫県淡路市浦2400-2 799753555 淡路(洲健)第2-182 令和1年11月25日 令和7年11月30日 平成19年11月13日
000028 9000128525 fortune 656-0501 南あわじ市福良甲1530-2 799523607 菓子製造業 一般 天野 さつき 淡路(洲健)第3-48 令和1年11月18日 令和7年11月30日 平成19年11月21日
000028 9000128526 fortune 656-0501 南あわじ市福良甲1530-2 799523607 喫茶店営業 一般 天野 さつき 淡路(洲健)第12-25 令和1年11月18日 令和7年11月30日 平成19年11月21日
000028 9000128530 ㈱オキフーズ直営店　練物屋 656-0501 南あわじ市福良字築地町甲1530-2 799520120 飲食店営業(4)その他 一般 ㈱オキフーズ 代表取締役 沖 裕文 656-0502 兵庫県南あわじ市福良乙1158 799520114 淡路(洲健)第2-204 令和1年11月27日 令和7年11月30日 平成19年11月28日
000028 9000128536 木馬軒 656-0475 南あわじ市市三條1161-1 799425268 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小畠 由成 淡路(洲健)第2-219 令和2年2月6日 令和8年2月28日 平成19年12月3日
000028 9000128539 竹友水産 656-2543 洲本市由良町由良514-7 799257077 魚介類販売業 一般 竹田 丈二 淡路(洲健)第7-38 令和2年2月25日 令和8年2月28日 平成19年12月3日
000028 9000128541 ええとこどり　大谷店 656-2224 淡路市大谷891-1 799640038 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 グッドピープル株式会社 代表取締役 河崎 秀典 656-0012 兵庫県洲本市宇山1丁目4-56 799233000 淡路(洲健)第2-272 令和2年2月26日 令和8年2月28日 平成19年12月3日
000028 9000128542 Ｍ・森 656-2311 淡路市久留麻2048-5 799740332 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森 正安 淡路(洲健)第2-249 令和2年2月25日 令和8年2月28日 平成19年12月5日
000028 9000128549 G・エルム 656-0501 南あわじ市福良甲1530-2 799502332 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 堀 洋介 淡路(洲健)第2-221 令和2年2月10日 令和8年2月28日 平成19年12月18日
000028 9000128550 G・エルム 656-0501 南あわじ市福良甲1530-2 799502332 アイスクリーム類製造業 一般 堀 洋介 淡路(洲健)第14-20 令和2年2月10日 令和8年2月28日 平成19年12月18日
000028 9000128551 カモメ　テラス 656-0661 南あわじ市阿那賀字小磯1603-75 799390999 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井上 紀子 淡路(洲健)第2-240 令和2年2月20日 令和8年2月28日 平成19年12月19日
000028 9000128579 我流遊食　笑に志。 656-0014 洲本市桑間830-1 799242315 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中野 昌佳 淡路(洲健)第2-228 令和2年2月13日 令和8年2月28日 平成20年1月4日
000028 9000128581 民宿あさやま 656-0961 南あわじ市沼島205 799570920 飲食店営業(3)旅館 一般 浅山 保 淡路(洲健)第2-238 令和2年2月20日 令和8年2月28日 平成20年1月7日
000028 9000128591 株式会社山田海産物 656-0503 南あわじ市福良丙28-18 799520194 そうざい製造業 一般 株式会社山田海産物 代表取締役 山田 洋 656-0503 兵庫県南あわじ市福良丙28-18 799520194 淡路(洲健)第26-15 令和2年2月20日 令和8年2月28日 平成20年1月29日
000028 9000128593 イオンリテール株式会社イオンスタイル洲本 656-0021 洲本市塩屋1丁目1番8号 799232150 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1 432126500 淡路(洲健)第2-280 令和2年2月28日 令和9年2月28日 平成20年1月31日
000028 9000128594 西浦水産株式会社 656-1511 淡路市郡家1087-1 799851515 そうざい製造業 一般 西浦水産株式会社 石田 三千夫 656-1511 兵庫県淡路市郡家1087-1 799851515 淡路(洲健)第26-19 令和2年2月26日 令和8年2月28日 平成20年2月5日
000028 9000128599 大洋物産株式会社 656-2212 淡路市佐野2658-1 799650080 そうざい製造業 一般 大洋物産(株) 代表取締役 生村 嘉章 656-2212 兵庫県淡路市佐野2658-1 799650080 淡路(洲健)第26-24 令和2年2月26日 令和8年2月28日 平成20年2月13日
000028 9000128609 池田商店 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 露店40L 池田 仁司 淡路(洲健)第1-439 令和5年2月7日 令和10年2月29日 令和5年2月7日
000028 9000128610 池田商店 656-1326 洲本市五色町鮎原下658-5 アイスクリーム類製造業 一般 池田 仁司 淡路(洲健)第14-21 令和2年2月25日 令和8年2月28日 平成20年2月18日
000028 9000128612 サナあわじ東浦店 656-2311 淡路市久留麻12番地の１ 799753737 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 サナあわじ株式会社 代表取締役 坂本 悟朗 656-2541 兵庫県洲本市由良町由良514-10 799253739 淡路(洲健)第2-254 令和2年2月25日 令和8年2月28日 平成20年2月17日
000028 9000128615 丸喜食堂 656-1511 淡路市郡家221-17 799850057 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 堀口 昌久 淡路(洲健)第2-266 令和2年2月25日 令和8年2月28日 平成20年2月26日
000028 9000128618 家庭料理　花 656-0545 南あわじ市阿万西町450ｰ1 799552476 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 榎本 久美子 淡路(洲健)第2-215 令和2年1月28日 令和8年2月28日 平成20年2月26日
000028 9000128637 株式会社　シゲマル　洲本工場 656-0014 洲本市桑間326-1 799253739 菓子製造業 一般 株式会社鈴木海石 代表取締役 鈴木 成穂 656-2543 兵庫県洲本市由良町由良514番地の10 799270031 淡路(洲健)第2-9 令和4年5月19日 令和10年5月31日 令和4年5月19日
000028 9000128643 ペストリー 656-0023 洲本市小路谷1275-3 799233300 菓子製造業 一般 リゾートトラスト株式会社 代表取締役 伏見 有貴 460-0005 愛知県名古屋市中区東桜二丁目１８－３１ 529336000 淡路(洲健)第3-14 令和2年5月27日 令和8年5月31日 平成20年3月13日
000028 9000128644 株式会社　山水 656-2212 淡路市佐野188 799650325 清涼飲料水製造業 一般 株式会社　山水 代表取締役 塩崎 京子 656-2212 兵庫県淡路市佐野188 799650325 淡路(洲健)第27-1 令和2年2月27日 令和7年2月28日 平成20年2月29日
000028 9000128645 ハーブ・フローラル 656-0521 南あわじ市潮美台1丁目16-10 799501057 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大原 美恵子 淡路(洲健)第2-24 令和2年5月14日 令和8年5月31日 平成20年3月13日
000028 9000128658 特別養護老人ホーム 淡路ふくろうの郷 656-0002 洲本市中川原町中川原字東山28番地１ 799258550 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 社会福祉法人ひょうご聴覚障害者福祉事業協会 理事長 大矢 暹 656-0002 兵庫県洲本市中川原町中川原字東山28番地１ 799258550 淡路(洲健)第1-91 令和4年5月23日 令和11年5月31日 令和4年5月23日
000028 9000128661 五色県民健康村　健康道場 656-1331 洲本市五色町都志大日707番地 799330535 飲食店営業(3)旅館 一般 公益財団法人兵庫県健康財団 代表理事 太田 稔明 652-0032 兵庫県神戸市兵庫区荒田町2丁目1-12 785791300 淡路(洲健)第2-46 令和2年5月27日 令和8年5月31日 平成20年3月21日
000028 9000128673 首領 656-2131 淡路市志筑390-13　森本ビル２F 799623668 飲食店営業(4)その他 一般 林 みゆき 淡路(洲健)第2-16 令和2年4月24日 令和8年5月31日 平成20年3月28日
000028 9000128677 菜種搾油施設 656-1301 洲本市五色町都志1087番地 799331600 食用油脂製造業 一般 一般財団法人五色ふるさと振興公社 代表理事 浜辺 学 656-1301 兵庫県洲本市五色町都志1087番地 799331600 淡路(洲健)第19-1 令和2年5月27日 令和8年5月31日 平成20年3月31日
000028 9000128721 広田うに処理場 656-2542 洲本市由良町内田555-2 799272345 魚介類販売業 一般 広田 穏 淡路(洲健)第7-8 令和2年5月20日 令和8年5月31日 平成20年4月9日
000028 9000128730 タンミダイニング　圓 656-0025 洲本市本町4-5-15 799260664 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 片平 紘嗣 淡路(洲健)第2-41 令和2年5月21日 令和8年5月31日 平成20年4月11日
000028 9000128740 大地のバーガー 656-1726 淡路市野島常盤1463-6 799822953 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社エヌツー 取締役 中田 隆子 656-1726 兵庫県淡路市野島常盤1463-6 787529630 淡路(洲健)第2-15 令和2年4月24日 令和8年5月31日 平成20年4月21日
000028 9000128741 大地のバーガー 656-1726 淡路市野島常盤1463-6 799822953 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 有限会社エヌツー 取締役 中田 隆子 656-1726 兵庫県淡路市野島常盤1463-6 787529630 淡路(洲健)第14-3 平成30年5月21日 令和5年5月31日 平成20年4月21日
000028 9000128746 安冨白土瓦 656-0312 南あわじ市松帆脇田甲105-1 799362303 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 安冨 義和 淡路(洲健)第2-28 令和2年5月14日 令和8年5月31日 平成20年4月23日
000028 9000128776 三富 656-0511 南あわじ市賀集八幡189-1 799503375 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　三富 代表取締役 多田 国博 656-0502 兵庫県南あわじ市福良乙1124-9 799522378 淡路(洲健)第2-25 令和2年5月14日 令和8年5月31日 平成20年5月19日
000028 9000128786 鯛のたい 656-0661 南あわじ市阿那賀1137-1 799390206 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ㈲うめ丸 代表取締役 藤川 啓治郎 656-0662 兵庫県南あわじ市阿那賀志知川14-1 799390206 淡路(洲健)第2-35 令和2年5月18日 令和8年5月31日 平成20年5月27日
000028 9000128796 佃丸 656-2541 洲本市由良１丁目地先 魚介類販売業 一般 佃 健次 淡路(洲健)第7-21 令和2年8月21日 令和8年8月31日 平成20年6月5日
000028 9000128797 秋山　正樹 656-2541 洲本市由良３丁目－１１－２９ 799270387 魚介類販売業 一般 秋山 正樹 淡路(洲健)第7-23 令和2年8月21日 令和8年8月31日 平成20年6月5日
000028 9000128800 民宿 長尾屋 656-0502 南あわじ市福良乙23 799520161 飲食店営業(3)旅館 一般 長尾 嘉隆 淡路(洲健)第2-81 令和2年7月17日 令和8年8月31日 平成20年6月9日
000028 9000128812 いりしお 656-0013 洲本市下加茂1丁目1-57 799230707 飲食店営業(4)その他 一般 (有)淡路ビーフ入潮 代表取締役 中川 一 656-0025 兵庫県洲本市本町5丁目1-37 799220501 淡路(洲健)第2-130 令和2年8月21日 令和8年8月31日 平成20年6月19日
000028 9000128813 いりしお 656-0013 洲本市下加茂1丁目1-57 799230707 食肉販売業 一般 (有)淡路ビーフ入潮 代表取締役 中川 一 656-0025 兵庫県洲本市本町5丁目1-37 799220501 淡路(洲健)第17-25 令和2年8月21日 令和8年8月31日 平成20年6月19日
000028 9000128816 キッチン　たまご亭 656-2132 淡路市志筑新島10-51 799626252 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 笹山 恵吾 淡路(洲健)第2-88 令和2年7月21日 令和8年8月31日 平成20年6月24日
000028 9000128818 梶原水産 656-2542 洲本市由良町内田557-1 799270770 魚介類販売業 一般 梶原 春美 淡路(洲健)第7-20 令和2年8月20日 令和8年8月31日 平成20年6月25日
000028 9000128820 日吉丸水産 656-0961 南あわじ市沼島877-1 799570009 そうざい製造業 一般 山岡 啓志 淡路(洲健)第26-15 令和2年8月20日 令和8年8月31日 平成20年6月25日
000028 9000128827 一品　季節料理　まえ川 656-0501 南あわじ市福良甲512-138 799521122 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前川 昌之 淡路(洲健)第2-84 令和2年7月17日 令和8年8月31日 平成20年7月4日
000028 9000128831 食堂　やすだ 656-0501 南あわじ市福良甲253-6 799524108 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 安田 さか江 淡路(洲健)第2-98 令和2年7月29日 令和8年8月31日 平成20年7月10日
000028 9000128838 ※ 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 露店 社会福祉法人　淡路市社会福祉協議会 理事長 小南 廣之 656-2131 兵庫県淡路市志筑3119-1 799625214 淡路(洲健)第2-115 平成30年8月21日 令和5年8月31日 平成20年7月11日
000028 9000128858 ｻﾝｾｯﾄﾋﾞｭｰﾎﾃﾙけひの海　空 656-0304 南あわじ市松帆古津路字西原970-76 799373000 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　うめ丸 代表取締役 藤川 啓治郎 656-0661 兵庫県南あわじ市阿那賀志知川14-1 799390206 淡路(洲健)第2-97 令和2年7月28日 令和8年8月31日 平成20年7月24日
000028 9000128860 喫茶　琥珀 656-1711 淡路市富島1386 799820605 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中村 礼子 淡路(洲健)第2-91 令和2年7月21日 令和8年8月31日 平成20年7月25日
000028 9000128861 ローソン洲本安乎店 656-2121 洲本市安乎町平安浦1896番地1 799281733 飲食店営業(4)その他 一般 坂本 和彦 淡路(洲健)第1-236 令和4年8月22日 令和11年8月31日 令和4年8月22日
000028 9000128870 旅館うめ丸 656-0661 南あわじ市阿那賀1137-1 799390206 魚介類販売業 一般 (有)うめ丸 代表取締役 藤川 啓治郎 656-0662 兵庫県南あわじ市阿那賀志知川14-1 799390206 淡路(洲健)第7-15 令和2年7月17日 令和8年8月31日 平成20年7月31日
000028 9000128888 淡路浦食堂 656-2305 淡路市浦689-2 799753533 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社フジオフードシステム 代表取締役 藤尾 政弘 530-0046 大阪府大阪市北区菅原町2番16号FUJIOBLDG. 663600301 淡路(洲健)第2-114 令和2年8月18日 令和8年8月31日 平成20年8月7日
000028 9000128889 すき家　洲本桑間店 656-0014 洲本市桑間400 799240141 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　すき家 代表取締役 笹川 直樹 108-0075 東京都港区港南二丁目18番1号 357838850 淡路(洲健)第1－217 令和4年8月16日 令和11年8月31日 令和4年8月16日
000028 9000128892 木下利一 656-2541 洲本市由良2丁目3-3 799271773 魚介類販売業 一般 木下 利一 淡路(洲健)第7-22 令和2年8月21日 令和8年8月31日 平成20年8月12日
000028 9000128893 えん 656-0426 南あわじ市榎列大榎列甲4 799425503 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 野口 淑子 淡路(洲健)第2-126 令和2年8月20日 令和8年8月31日 平成20年8月14日
000028 9000128896 山丸 656-2543 洲本市由良町由良55-1 799271601 魚介類販売業 一般 山家 正明 淡路(洲健)第7-19 令和2年8月20日 令和8年8月31日 平成20年8月18日



000028 9000128906 栄堂 656-0478 南あわじ市市福永550-1-3 799420032 菓子製造業 一般 坂井 美代子 淡路(洲健)第3-23 令和2年7月17日 令和8年8月31日 平成20年8月11日
000028 9000128910 スナック　さくらんぼ 656-0025 洲本市本町3-1-22洲本コーポ１Ｆ 799241757 飲食店営業(4)その他 一般 今田 都美子 淡路(洲健)第2-180 令和2年11月13日 令和8年11月30日 平成20年9月11日
000028 9000128928 有限会社　光輝 656-0121 南あわじ市山添66-1 そうざい製造業 一般 有限会社　光輝 代表取締役 田中 宏明 656-0142 兵庫県南あわじ市中条徳原54 799443567 淡路(洲健)第26-17 令和2年10月14日 令和8年11月30日 平成20年10月2日
000028 9000128933 喫茶ＨＡＩＧ 656-0022 洲本市海岸通2丁目2-21 799242833 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 桑坂 末子 淡路(洲健)第2-162 令和2年10月29日 令和8年11月30日 平成20年10月10日
000028 9000128935 五色初潮会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 799340331 飲食店営業(4)その他 露店 大西 貴士 淡路(洲健)第2-148 平成30年11月12日 令和5年11月30日 平成20年10月14日
000028 9000128939 ちくば水産 656-0011 洲本市炬口1-1-71 799255282 飲食店営業(4)その他 一般 竹岡 千尋 淡路(洲健)第2-168 令和2年11月10日 令和8年11月30日 平成20年10月22日
000028 9000128965 ホテルアナガバンケットルームパントリー 656-0661 南あわじ市阿那賀1109 799391111 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 塩屋土地株式会社 代表取締役 井植 貞雄 655-0873 兵庫県神戸市垂水区青山台一丁目22番１号 787511121 淡路(洲健)第2-157 令和2年10月21日 令和8年11月30日 平成20年10月31日
000028 9000128985 お好み焼　満面 656-0455 南あわじ市神代國衙1087 799427700 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 グッドピープル株式会社 代表取締役 河崎 秀典 656-0012 兵庫県洲本市宇山1丁目4-56 799233000 淡路(洲健)第2-226 令和3年2月1日 令和9年2月28日 平成20年12月9日
000028 9000129010 マルナカ東浦店 656-2311 淡路市久留麻27-2 799752235 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区1丁目3番52号 878868686 淡路(洲健)第2-275 令和3年2月24日 令和9年2月28日 平成20年12月17日
000028 9000129012 マルナカ東浦店 656-2311 淡路市久留麻27-2 799752235 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区1丁目3番52号 878868686 淡路(洲健)第2-274 令和3年2月24日 令和9年2月28日 平成20年12月17日
000028 9000129013 マルナカ東浦店 656-2311 淡路市久留麻27-2 799752235 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区1丁目3番52号 878868686 淡路(洲健)第7-56 令和3年2月24日 令和9年2月28日 平成20年12月17日
000028 9000129014 マルナカ東浦店 656-2311 淡路市久留麻27-2 799752235 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区1丁目3番52号 878868686 淡路(洲健)第17-56 令和3年2月24日 令和9年2月28日 平成20年12月17日
000028 9000129015 マルナカ東浦店 656-2311 淡路市久留麻27-2 799752235 喫茶店営業 自動販売機 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区1丁目3番52号 878868686 淡路(洲健)第12-41 平成31年2月26日 令和6年2月29日 平成20年12月17日
000028 9000129030 旬房　淡悦 656-0023 洲本市小路谷1052-2 799230335 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社ホテルニューアワジ 代表取締役 木下 紘一 656-0023 兵庫県洲本市小路谷20番地 799232200 淡路(洲健)第2-263 令和3年2月17日 令和9年2月28日 平成20年12月25日
000028 9000129031 シガーバー 656-0023 洲本市小路谷1052-2 799230335 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ホテルニューアワジ 代表取締役 木下 紘一 656-0023 兵庫県洲本市小路谷20番地 799232200 淡路(洲健)第2-264 令和3年2月17日 令和9年2月28日 平成20年12月25日
000028 9000129037 カラオケ喫茶　エース 656-2311 淡路市久留麻249-1 799744577 飲食店営業(4)その他 一般 瀬合 富子 淡路(洲健)第2-232 令和3年2月4日 令和9年2月28日 平成20年12月26日
000028 9000129038 淡路島マンモス　HOTEL&COTTAGE 656-2154 淡路市木曽下字壱丁田1266-1番、1267-1番 799621383 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社コサージュ 代表取締役 大小島 等 656-2154 兵庫県淡路市木曽下字壱丁田1266番1 799621383 淡路(洲健)第2-266 令和3年2月19日 令和9年2月28日 平成21年1月6日
000028 9000129046 特定非営利活動法人 いちばん星 656-0478 南あわじ市市福永572 799425556 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人　いちばん星 理事 山口 勇樹 656-0478 兵庫県南あわじ市市福永572 799425556 淡路(洲健)第2-260 令和3年2月17日 令和9年2月28日 平成21年1月8日
000028 9000129050 CAFE S.MART 656-0025 洲本市本町4丁目2-32 799241881 飲食店営業(4)その他 一般 酒井 博文 淡路(洲健)第2-258 令和3年2月16日 令和9年2月28日 平成21年1月26日
000028 9000129053 中川  神戸480け5521 000-0000 淡路島内一円 799623203 魚介類販売業 自動車 西藤 千種 淡路(洲健)第7-70 平成31年2月27日 令和6年2月29日 平成21年1月27日
000028 9000129061 津名漁業協同組合　塩田支所 656-2141 淡路市塩尾615番地14地先 799620174 魚介類販売業 一般 津名漁業協同組合 代表理事 中川 雄二 656-2223 兵庫県淡路市生穂1553番地7 799640107 淡路(洲健)第7-42 令和3年2月5日 令和9年2月28日 平成21年1月27日
000028 9000129074 ぎんすい 656-0471 南あわじ市市十一ケ所449-1 799420155 飲食店営業(4)その他 一般 淡路(洲健)第2-261 令和3年2月17日 令和9年2月28日 平成21年2月3日
000028 9000129075 ぎんすい 656-0471 南あわじ市市十一ケ所449-1 799420155 食肉販売業 一般 淡路(洲健)第17-52 令和3年2月17日 令和9年2月28日 平成21年2月3日
000028 9000129080 おかちん 656-2401 淡路市岩屋988 799722571 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡 きみよ 淡路(洲健)第2-242 令和3年2月8日 令和9年2月28日 平成21年2月6日
000028 9000129082 八千代あられ 656-2131 淡路市志筑1784-2 799620406 菓子製造業 一般 津守 正和 淡路(洲健)第3-55 令和3年2月4日 令和9年2月28日 平成21年2月10日
000028 9000129090 日吉丸水産 656-0961 南あわじ市沼島877-1 799570009 飲食店営業(4)その他 一般 山岡 啓志 淡路(洲健)第2-235 令和3年2月4日 令和9年2月28日 平成21年2月6日
000028 9000129092 ママン 656-0501 南あわじ市福良甲1529-4 799520020 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 萩原 宏亮 淡路(洲健)第2-221 令和3年1月26日 令和9年2月28日 平成21年2月16日
000028 9000129094 淡路たまらん焼 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 木村 幸一 淡路(洲健)第2-192 平成31年2月25日 令和6年2月29日 平成21年2月18日
000028 9000129095 カラオケ喫茶シルク 656-0443 南あわじ市八木養宜上1437-1 799427587 飲食店営業(4)その他 一般 金谷 絹子 淡路(洲健)第2-230 令和3年2月2日 令和9年2月28日 平成21年2月18日
000028 9000129099 珈琲家　if。 656-2302 淡路市大磯5番マリンプラザ淡路101 799746008 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 丹野 房江 淡路(洲健)第1-445 令和5年2月8日 令和12年2月28日 令和5年2月8日
000028 9000129106 (有)宮本水産 656-2223 淡路市生穂1463、1464 799640017 そうざい製造業 一般 (有)宮本水産 代表取締役 宮本 次郎 656-2223 兵庫県淡路市生穂1469-1 淡路(洲健)第26-28 令和3年2月2日 令和9年2月28日 平成21年2月27日
000028 9000129113 赤坂 656-0443 南あわじ市八木養宜上1437-1 799427701 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 赤坂 慎二 淡路(洲健)第2-91 令和3年5月27日 令和9年5月31日 平成21年3月5日
000028 9000129126 カントリーガーデン　ｖｅｇｅＣＡＦＥ 656-1726 淡路市野島常盤1463-6 799822953 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社　エヌツー 代表取締役 中田 隆子 656-1726 兵庫県淡路市野島常盤1463-6 淡路(洲健)第2-33 令和3年5月17日 令和9年5月31日 平成21年3月17日
000028 9000129132 Ｙマート・ヤマナカ 656-2541 洲本市由良2丁目3-13 799270170 飲食店営業(4)その他 一般 山中 美加 淡路(洲健)第2-71 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成21年3月19日
000028 9000129142 三洋エナジー南淡㈱三原工場食堂 656-0422 南あわじ市榎列上幡多1370 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 サンフードサービス株式会社 代表取締役 前 久夫 656-2302 兵庫県淡路市大磯28-1 799740622 淡路(洲健)第2-28 令和3年5月12日 令和9年5月31日 平成21年3月17日
000028 9000129147 マルナカ洲本店 656-0027 洲本市港2-2 799253200 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第17-7 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成21年3月25日
000028 9000129148 マルナカ洲本店 656-0027 洲本市港2-2 799253200 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第2-54 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成21年3月25日
000028 9000129149 マルナカ洲本店 656-0027 洲本市港2-2 799253200 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第7-5 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成21年3月25日
000028 9000129150 マルナカ洲本店 656-0027 洲本市港2-2 799253200 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第2-55 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成21年3月25日
000028 9000129151 マルナカ洲本店 656-0027 洲本市港2-2 799253200 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第2-56 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成21年3月25日
000028 9000129160 通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ内茶寮さなあわじ 656-0446 南あわじ市八木寺内1124-1　八木病院 799433300 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 サナあわじ株式会社 代表取締役 坂本 悟朗 656-2543 兵庫県洲本市由良町由良514-10 799253739 淡路(洲健)第2-27 令和3年5月12日 令和10年5月31日 平成21年3月24日
000028 9000129161 特別養護老人ホームどんぐりの里 656-0307 南あわじ市松帆檪田550 799365630 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小野マルタマフーズ株式会社 代表取締役 畑 昭身 675-1367 兵庫県小野市敷地町1412-1 794631110 淡路(洲健)第2-19 平成28年4月25日 令和5年5月31日 平成21年3月25日
000028 9000129162 えびす屋 656-0332 南あわじ市湊1104-10 799363023 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 新居 宏昭 淡路(洲健)第2-21 令和3年5月12日 令和9年5月31日 平成21年3月25日
000028 9000129172 障害者福祉施設　さくらんぼの里 656-2163 淡路市中田3725 799623700 飲食店営業(4)その他 一般 医療法人　新淡路病院 理事長 金藤 公人 656-0015 兵庫県洲本市上加茂43 799221534 淡路(洲健)第2-3 令和3年4月14日 令和9年5月31日 平成21年4月3日
000028 9000129173 障害者福祉施設　さくらんぼの里 656-2163 淡路市中田3725 799623700 菓子製造業 一般 医療法人　新淡路病院 理事長 金藤 公人 656-0015 兵庫県洲本市上加茂43 799221534 淡路(洲健)第3-4 令和3年4月14日 令和9年5月31日 平成21年4月3日
000028 9000129178 洲本市立五色給食センター 656-1336 洲本市五色町上堺943-13 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社 代表取締役 山田 智治 182-0021 東京都調布市調布ケ丘3丁目6番地3 366325025 淡路(洲健)第2-52 平成29年5月26日 令和7年5月31日 平成21年4月6日
000028 9000129181 竹中水産株式会社 656-0661 南あわじ市阿那賀字小磯1647-22 799390155 そうざい製造業 一般 竹中水産株式会社 代表取締役 竹中 典男 656-0661 兵庫県南あわじ市阿那賀丸山1416-2 799390155 淡路(洲健)第26-12 令和3年5月24日 令和9年5月31日 平成21年4月8日
000028 9000129184 マイマルシェ　あわ津名市場 656-2163 淡路市中田井ノ尻299-6 799625561 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社　マイ・マート 代表取締役 橋本 琢万 656-0101 兵庫県洲本市納85-1 799262866 淡路(洲健)第2-41 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成21年4月10日
000028 9000129185 マイマルシェ　あわ津名市場 656-2163 淡路市中田井ノ尻299-6 799625561 魚介類販売業 一般 株式会社　マイ・マート 代表取締役 橋本 琢万 656-0101 兵庫県洲本市納85-1 799262866 淡路(洲健)第7-4 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成21年4月10日
000028 9000129188 マイマルシェ　あわ津名市場 656-2163 淡路市中田井ノ尻299-6 799625561 食肉販売業 一般 株式会社　マイ・マート 代表取締役 橋本 琢万 656-0101 兵庫県洲本市納85-1 799262866 淡路(洲健)第17-5 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成21年4月10日
000028 9000129197 せきれいの里 656-1521 淡路市多賀740 799701010 飲食店営業(4)その他 一般 ウエストコーストぐんげ商店街協同組合 代表理事 吉岡 利夫 656-1511 兵庫県淡路市郡家621 799850103 淡路(洲健)第2-9 令和3年5月11日 令和9年5月31日 平成21年4月16日
000028 9000129205 北淡自然休養村センター 656-1726 淡路市野島常盤1372番地 799822265 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社エヌツー 代表取締役 中田 隆子 656-1726 兵庫県淡路市野島常盤1463-6 799822953 淡路(洲健)第2-53 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成21年4月20日
000028 9000129206 華海月 656-0022 洲本市海岸通2丁目5番26号 799220061 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社かいげつ 代表取締役 齋藤 敦夫 656-0022 兵庫県洲本市海岸通1丁目3番11号 799221100 淡路(洲健)第2-63 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成21年4月20日
000028 9000129209 向日葵 656-0022 洲本市海岸通2丁目5番26号 799220061 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社かいげつ 代表取締役 齋藤 敦夫 656-0022 兵庫県洲本市海岸通1丁目3番11号 799221100 淡路(洲健)第2-64 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成21年4月20日
000028 9000129216 カフェテリア 656-2306 淡路市夢舞台2 799741111 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社夢舞台 代表取締役 水埜　浩 656-2306 兵庫県淡路市夢舞台1 799741000 淡路(洲健)第2-37 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成21年4月21日
000028 9000129221 みけ家工房 656-2302 淡路市大磯6 799743257 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯6 799743257 淡路(洲健)第2-46 平成28年5月20日 令和5年5月31日 平成21年4月24日
000028 9000129223 おふくろ 656-0026 洲本市栄町2-3-6 799224404 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 武田 節子 淡路(洲健)第2-57 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成21年4月20日
000028 9000129231 浜ちどり 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 東根 靖明 淡路(洲健)第2-45 令和1年5月23日 令和6年5月31日 平成21年4月29日
000028 9000129237 呑食処　かくれ家 656-0502 南あわじ市福良乙950 799522105 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 米谷 技 淡路(洲健)第2-17 令和3年5月12日 令和9年5月31日 平成21年5月1日
000028 9000129238 うずのくに 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 799521157 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社うずのくに南あわじ 代表取締役 飛田 俊紀 656-0503 兵庫県南あわじ市福良丙947-22 799521157 淡路(洲健)第2-034 令和1年5月21日 令和6年5月31日 平成21年5月1日
000028 9000129241 お好み焼　いしだ 656-0021 洲本市塩屋2-2-11 799222378 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石田 明美 淡路(洲健)第2-49 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成21年5月1日
000028 9000129252 Ａｐｐｌｅ’ｓ　ｃａｆｅ 656-2311 淡路市久留麻1999 799745181 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森 ひとみ 淡路(洲健)第2-8 令和3年5月11日 令和9年5月31日 平成21年5月28日
000028 9000129255 安達　一富 656-0961 南あわじ市沼島2145 魚介類販売業 一般 安達 一富 淡路(洲健)第7-13 令和3年5月24日 令和9年5月31日 平成21年5月29日
000028 9000129267 うめ丸 656-0661 南あわじ市阿那賀1137-1 799390206 そうざい製造業 一般 有限会社うめ丸 代表取締役 藤川 啓治郎 656-0662 兵庫県南あわじ市阿那賀志知川14番地の1 799390206 淡路(洲健)第26-16 令和3年7月26日 令和9年8月31日 令和3年7月26日
000028 9000129269 丸亀製麺　南あわじ 656-0121 南あわじ市山添160-1 799452577 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社丸亀製麺 代表取締役 山口 寛 150-0043 東京都渋谷区道玄坂一丁目21番１号 782003430 淡路(洲健)第2-92 平成28年7月28日 令和5年8月31日 平成21年6月19日
000028 9000129272 はと 656-1304 洲本市五色町都志万歳523-2 799330001 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉田 忠司 淡路(洲健)第1-191 令和3年8月19日 令和9年8月31日 令和3年8月19日
000028 9000129275 正寿司 656-2401 淡路市岩屋3607-6 799724700 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 髙橋 正悟 淡路(洲健)第1-165 令和3年8月6日 令和9年8月31日 令和3年8月6日
000028 9000129278 ロハスカフェ 656-2311 淡路市久留麻12-3 799706606 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 榮川 久代 淡路(洲健)第1-109 令和3年7月15日 令和9年8月31日 令和3年7月15日
000028 9000129279 おきな寿司 656-0474 南あわじ市市市113-7 799422925 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松平 正一 淡路(洲健)第1-173 令和3年8月12日 令和9年8月31日 令和3年8月12日
000028 9000129286 Dining Shu 656-0122 南あわじ市広田広田865-6 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 黒田 修示 淡路(洲健)第1-205 令和3年8月25日 令和9年8月31日 令和3年8月25日
000028 9000129288 シーサイド厚浜　民宿厚浜 656-0001 洲本市中川原町厚浜1117-1 799280150 飲食店営業(3)旅館 一般 船越 雅雄 淡路(洲健)第1-92 令和3年7月19日 令和9年8月31日 令和3年7月19日
000028 9000129289 スナック　かた舟 656-2131 淡路市志筑91-7 799621153 飲食店営業(4)その他 一般 原田 栄子 淡路(洲健)第1-156 令和3年8月3日 令和9年8月31日 令和3年8月3日
000028 9000129292 西洋和菓子　銀の卵 656-0321 南あわじ市志知字坂本143 799364880 菓子製造業 一般 有限会社サンマルク 代表取締役 梅原 良和 656-2131 兵庫県淡路市志筑2840番地の32 799623090 淡路(洲健)第3-31 令和3年7月27日 令和9年8月31日 令和3年7月27日
000028 9000129293 西洋和菓子　銀の卵 656-0321 南あわじ市志知字坂本143 799364880 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー (有)サンマルク 代表取締役 梅原 良和 656-2131 兵庫県淡路市志筑2840-32 799623090 淡路(洲健)第14-8 令和1年7月29日 令和6年8月31日 平成21年7月24日
000028 9000129297 株式会社北坂たまご 656-1602 淡路市育波1114 799841510 そうざい製造業 一般 株式会社北坂たまご 代表取締役 北坂 勝 656-1602 兵庫県淡路市育波1304-1 799840515 淡路(洲健)第26-22 令和3年8月27日 令和9年8月31日 令和3年8月27日
000028 9000129302 Awaji tourist trophy house 656-1301 洲本市五色町都志266-2 799330822 飲食店営業(3)旅館 一般 正井 均 淡路(洲健)第1-153 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 9000129322 島崎商店 656-0501 南あわじ市福良甲1528-4地先 799540084 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 島崎 喜美代 淡路(洲健)第14-14 令和1年8月28日 令和6年8月31日 平成21年8月21日
000028 9000129336 甍 656-2131 淡路市志筑794-1グルメゾン静1Ｆ 799625536 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 土井 毅 淡路(洲健)第1-328 令和3年11月25日 令和9年11月30日 令和3年11月25日
000028 9000129352 ほっともっと淡路三原店 656-0425 南あわじ市榎列小榎列409-7 799435488 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社プレナス 代表取締役 塩井 辰男 812-0006 福岡県福岡市博多区上牟田一丁目19番21号 924523600 淡路(洲健)第1-296 令和3年11月15日 令和9年11月30日 令和3年11月15日
000028 9000129377 ＴＲＵ. 656-0025 洲本市本町4-5-14 799231107 飲食店営業(4)その他 一般 堀池 康太郎 淡路(洲健)第1-273 令和3年11月2日 令和9年11月30日 令和3年11月2日
000028 9000129381 ふう蘭 656-0025 洲本市本町4丁目2-18ＪＯＹプラザ2Ｆ5号 799220339 飲食店営業(4)その他 一般 七尾 文子 淡路(洲健)第1-310 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 9000129398 Ｃａｆｅ　Ｃｈｅｒｒｙ 656-2223 淡路市生穂1769-1 799701139 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 葉坂 美知子 淡路(洲健)第1-270 令和3年11月2日 令和9年11月30日 令和3年11月2日
000028 9000129404 一宮町漁協尾崎支所 656-1501 淡路市尾崎地先 799850073 魚介類競り売り営業 一般 一宮町漁業協同組合 代表理事 社領 弘 656-1511 兵庫県淡路市郡家1355番地 799850002 淡路(洲健)第8-3 令和3年11月11日 令和9年11月30日 令和3年11月11日
000028 9000129405 一宮町漁協江井支所 656-1531 淡路市江井3158-1 799860026 魚介類競り売り営業 一般 一宮町漁業協同組合 代表理事 社領 弘 656-1511 兵庫県淡路市郡家1355 799850002 淡路(洲健)第8-2 令和3年11月11日 令和9年11月30日 令和3年11月11日
000028 9000129410 スターバックスコーヒー  淡路サービスエリア(下り線)店 656-2401 淡路市岩屋2568 799732051 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 スターバックスコーヒージャパン株式会社 代表取締役 水口 貴文 141-0021 東京都品川区上大崎2丁目25番2号 354127033 淡路(洲健)第1-390 令和4年2月9日 令和11年2月28日 令和4年2月9日
000028 9000129412 魚喜 656-1511 淡路市郡家221-13 799850024 魚介類販売業 一般 柏木 喜代延 淡路(洲健)第7-28 令和4年1月12日 令和10年2月29日 令和4年1月12日
000028 9000129420 くら家 656-2334 淡路市釜口2103-3 799743132 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社大倉 代表取締役 大倉 千世 656-2331 兵庫県淡路市仮屋108 799743131 淡路(洲健)第1-355 令和4年1月14日 令和10年2月29日 令和4年1月14日
000028 9000129421 一宮町漁業協同組合 656-1501 淡路市尾崎地先 799850073 魚介類販売業 一般 一宮町漁業協同組合 代表理事 社領 弘 656-1511 兵庫県淡路市郡家1355番地 799850002 淡路(洲健)第7-27 令和4年1月12日 令和10年2月29日 令和4年1月12日
000028 9000129473 鈴木商店 656-1602 淡路市育波307 799840163 飲食店営業(4)その他 一般 鈴木 美沙子 淡路(洲健)第1-405 令和4年2月16日 令和10年2月29日 令和4年2月16日
000028 9000129479 池田商店 000-0000 淡路島内一円 喫茶店営業 露店 池田 仁司 淡路(洲健)第12-35 令和2年2月25日 令和7年2月28日 平成22年1月27日
000028 9000129493 ツインパンプキン 656-0474 南あわじ市市市352-1 799424356 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大谷 美千代 淡路(洲健)第1-416 令和4年2月17日 令和10年2月29日 令和4年2月17日
000028 9000129499 森漁業協同組合　荷捌所 656-2311 淡路市久留麻2205-5地先 799742105 魚介類競り売り営業 一般 森漁業協同組合 代表理事 森 吉秀 656-2311 兵庫県淡路市久留麻2205-5 799742105 淡路(洲健)第8-5 令和4年2月1日 令和10年2月29日 令和4年2月1日
000028 9000129500 ちっちゃな喫茶店 656-2302 淡路市大磯11-23 799740220 飲食店営業(4)その他 一般 冨野 美千子 淡路(洲健)第1-372 令和4年1月27日 令和10年2月29日 令和4年1月27日
000028 9000129501 松帆南保育園 656-0315 南あわじ市松帆高屋乙192 799362344 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小野マルタマフーズ株式会社 代表取締役 畑 昭身 675-1367 兵庫県小野市敷地町1412-1 794631110 淡路(洲健)第2-186 平成29年1月17日 令和6年2月29日 平成22年2月22日
000028 9000129513 コッコラーレ 656-2306 淡路市夢舞台2 799741111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社夢舞台 代表取締役 水埜　浩 656-2306 兵庫県淡路市夢舞台1 799741000 淡路(洲健)第2-229 平成29年2月22日 令和6年2月29日 平成22年2月24日
000028 9000129514 コッコラーレ・鉄板焼き 656-2306 淡路市夢舞台2 799741111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社夢舞台 代表取締役 水埜　浩 656-2306 兵庫県淡路市夢舞台1 799741000 淡路(洲健)第2-228 平成29年2月22日 令和6年2月29日 平成22年2月24日
000028 9000129524 いちじろう 656-1711 淡路市富島998 799822382 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 坂部 行伸 淡路(洲健)第2-56 平成28年5月20日 令和5年5月31日 平成22年3月5日
000028 9000129525 株式会社 浜田屋本店 656-2121 洲本市安乎町平安浦1864-8 799280330 菓子製造業 一般 株式会社 浜田屋本店 代表取締役 濱田 昌宏 656-2121 兵庫県洲本市安乎町平安浦1864番地の8 799280330 淡路(洲健)第2-7 令和4年5月19日 令和10年5月31日 令和4年5月19日
000028 9000129530 菓子工房あさの 656-0016 洲本市下内膳197-2 799261605 菓子製造業 一般 新見 恵理 淡路(洲健)第2-8 令和4年5月19日 令和10年5月31日 令和4年5月19日
000028 9000129532 おうちカフェ．メリッサ・サカベ 656-0502 南あわじ市福良乙272 799520075 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 酒部 克美 淡路(洲健)第1-40 令和4年5月10日 令和10年5月31日 令和4年5月10日
000028 9000129537 魚幸 656-2131 淡路市志筑2828-2 799620106 水産製品製造業 一般 有限会社魚幸 代表取締役 栗林 圭次 656-2131 兵庫県淡路市志筑2828番地の2 799620106 淡路(洲健)第20-2 令和4年5月2日 令和10年5月31日 令和4年5月2日
000028 9000129538 有限会社　井上商店 000-0000 淡路島内一円 799450385 飲食店営業(4)その他 露店 有限会社　井上商店 取締役 井上 賀夫 656-0131 兵庫県南あわじ市広田中筋73-4 799450385 淡路(洲健)第2-55 令和2年5月26日 令和7年5月31日 平成22年3月29日
000028 9000129539 カフェniko 656-0426 南あわじ市榎列大榎列583-1 799204670 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 塚田 健 淡路(洲健)第1-57 令和4年5月13日 令和10年5月31日 令和4年5月13日
000028 9000129541 佐野デイサービスセンター 656-2212 淡路市佐野893-3 799640500 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人　千鳥会 理事長 吉村 秀樹 656-2151 兵庫県淡路市大町畑字丈尺597番地4 799625100 淡路(洲健)第1-100 令和4年5月24日 令和10年5月31日 令和4年5月24日
000028 9000129544 イオンリテール㈱イオン南淡路店 656-0511 南あわじ市賀集八幡北378-1 799502050 食肉販売業 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番地1 432126500 淡路(洲健)第10-2 令和4年4月22日 令和11年5月31日 令和4年4月22日
000028 9000129548 オープンバー　プラバー 656-0022 洲本市海岸通1丁目3-11 799221100 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社かいげつ 代表取締役 齋藤 敦夫 656-0022 兵庫県洲本市海岸通一丁目3番11号 799221100 淡路(洲健)第1-84 令和4年5月20日 令和10年5月31日 令和4年5月20日
000028 9000129549 ピザ　Ｔａｋａｋｏ 656-2223 淡路市生穂1401-1 799640125 飲食店営業(4)その他 一般 門田 高子 淡路(洲健)第1-37 令和4年5月2日 令和10年5月31日 令和4年5月2日
000028 9000129552 道の駅　  ハンバーガー屋 656-2401 淡路市岩屋1873-1道の駅あわじ 799720201 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社淡路観光開発公社 代表取締役 西田 利行 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1187-1 799722040 淡路(洲健)第1-75 令和4年5月19日 令和10年5月31日 令和4年5月19日
000028 9000129558 デイサービスセンターほほえみ 656-1314 洲本市五色町鮎原鮎の郷405-9 799320130 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社豊生ケアサービス 代表取締役 原田 高行 656-0025 兵庫県洲本市本町七丁目4番40号 799255316 淡路(洲健)第1-109 令和4年5月30日 令和10年5月31日 令和4年5月30日
000028 9000129559 淡路大磯アート山 656-2301 淡路市楠本2159 799745565 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人淡路大磯アート山を創る会 曽根 浩 656-2301 兵庫県淡路市楠本2159番地 799745565 淡路(洲健)第1-52 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 9000129563 平野パン 656-0016 洲本市下内膳76 799242707 菓子製造業 一般 平野 正章 淡路(洲健)第2-11 令和4年5月25日 令和10年5月31日 令和4年5月25日
000028 9000129564 平野パン 656-0016 洲本市下内膳76 799242707 飲食店営業(4)その他 一般 平野 正章 淡路(洲健)第1-104 令和4年5月25日 令和10年5月31日 令和4年5月25日



000028 9000129565 日月館 656-2541 洲本市由良3-8-9 799270105 飲食店営業(3)旅館 一般 山本 勝彦 淡路(洲健)第1-97 令和4年5月23日 令和10年5月31日 令和4年5月23日
000028 9000129566 山由丸水産 656-2541 洲本市由良3-8-9 799270105 魚介類販売業 一般 山本 勝彦 淡路(洲健)第6-11 令和4年5月25日 令和10年5月31日 令和4年5月25日
000028 9000129576 タワーコーヒー 656-0013 洲本市下加茂1-2-21 799263715 飲食店営業(4)その他 一般 平野 比呂志 淡路(洲健)第1-78 令和4年5月20日 令和10年5月31日 令和4年5月20日
000028 9000129590 酒肴手作り料理　なんくる 656-0051 洲本市物部1-12-72 799262707 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 濵口 真希 淡路(洲健)第1-65 令和4年5月18日 令和10年5月31日 令和4年5月18日
000028 9000129592 喫茶　さんまる 656-0501 南あわじ市福良甲512-60 799522585 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 溝上 艶 淡路(洲健)第1-23 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 9000129601 樂久登窯 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦2667-2 799341137 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 榮 美帆子 淡路(洲健)第1-81 令和4年5月20日 令和10年5月31日 令和4年5月20日
000028 9000129625 季楽 656-0513 南あわじ市賀集野田11-1 ｻﾝﾊｲﾂ賀集103号 799520343 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上条 高弘 淡路(洲健)第1-184 令和4年7月25日 令和10年8月31日 令和4年7月25日
000028 9000129633 中尾水産 656-0661 南あわじ市阿那賀1647-14 799390389 魚介類販売業 一般 中尾 満男 淡路(洲健)第6-17 令和4年7月21日 令和10年8月31日 令和4年7月21日
000028 9000129634 ローソン津名一宮インター店 656-2163 淡路市中田2979-5 799625858 飲食店営業(4)その他 一般 成瀬 英樹 淡路(洲健)第2-133 平成28年8月23日 令和5年8月31日 平成22年6月21日
000028 9000129639 カラオケ喫茶　朱花 656-2131 淡路市志筑1867-2 799621377 飲食店営業(4)その他 一般 栄 典子 淡路(洲健)第1-160 令和4年7月15日 令和10年8月31日 令和4年7月15日
000028 9000129647 味処　はな甚 656-0025 洲本市本町4-3-8 799261558 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 花野 博 淡路(洲健)第1-223 令和4年8月17日 令和10年8月31日 令和4年8月17日
000028 9000129651 幡多の青空市 656-0422 南あわじ市榎列上幡多1911 799422082 飲食店営業(4)その他 一般 武田 己三子 淡路(洲健)第1-212 令和4年8月10日 令和10年8月31日 令和4年8月10日
000028 9000129657 しらさぎの宿丸福 656-2543 洲本市由良町由良2379-9 799272229 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　肉の丸福 代表取締役 中山 忠秋 656-2541 兵庫県洲本市由良一丁目19番20号 799271080 淡路(洲健)第1-232 令和4年8月19日 令和10年8月31日 令和4年8月19日
000028 9000129658 しらさぎの宿丸福 656-2543 洲本市由良町由良2379-9 799272229 食肉販売業 一般 有限会社　肉の丸福 代表取締役 中山 忠秋 656-2541 兵庫県洲本市由良一丁目19番20号 799271080 淡路(洲健)第10-10 令和4年8月19日 令和10年8月31日 令和4年8月19日
000028 9000129666 海菜美　ダイニング 656-0023 洲本市小路谷1277-5 799243800 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社　島花 代表取締役 木下 学 656-0023 兵庫県洲本市小路谷1277番地5 799243800 淡路(洲健)第1-245 令和4年8月26日 令和10年8月31日 令和4年8月26日
000028 9000129667 グリル　島宝 656-0023 洲本市小路谷1277-5 799243800 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　島花 代表取締役 木下 学 656-0023 兵庫県洲本市小路谷1277番地5 799243800 淡路(洲健)第1-246 令和4年8月26日 令和10年8月31日 令和4年8月26日
000028 9000129668 ナチュラルカフェ　南風花 656-0023 洲本市小路谷1277-5 799243800 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　島花 代表取締役 木下 学 656-0023 兵庫県洲本市小路谷1277番地5 799243800 淡路(洲健)第1-247 令和4年8月26日 令和10年8月31日 令和4年8月26日
000028 9000129669 Ｃａｆｅ　美美 656-1741 淡路市浅野南2-67 799821462 飲食店営業(4)その他 一般 福谷 美代子 淡路(洲健)第1-157 令和4年7月15日 令和10年8月31日 令和4年7月15日
000028 9000129671 ジョリファム 656-0051 洲本市物部2-7-5 799225533 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中野 俊克 淡路(洲健)第1-227 令和4年8月17日 令和10年8月31日 令和4年8月17日
000028 9000129672 ㈱淡路お菓子館 656-2132 淡路市志筑新島8-10 799625748 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー (株)淡路お菓子館 代表取締役 八島 常夫 656-2132 兵庫県淡路市志筑新島8-10 799625748 淡路(洲健)第14-6 令和2年7月13日 令和7年8月31日 平成22年7月26日
000028 9000129689 有限会社　柿原鶏卵販売 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 有限会社　柿原鶏卵販売 代表取締役 柿原 孝司 656-0001 兵庫県洲本市中川原町厚浜725-1 799280388 淡路(洲健)第2-113 令和2年8月14日 令和7年8月31日 平成22年8月6日
000028 9000129690 有限会社　柿原鶏卵販売 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 菓子製造業 露店 有限会社　柿原鶏卵販売 代表取締役 柿原 孝司 656-0001 兵庫県洲本市中川原町厚浜725-1 799280388 淡路(洲健)第3-28 令和2年8月14日 令和7年8月31日 平成22年8月6日
000028 9000129696 兵庫県立淡路夢舞台国際会議場1F 656-2306 淡路市夢舞台1 799741020 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社夢舞台 代表取締役 水埜　浩 656-2306 兵庫県淡路市夢舞台1番地 799741000 淡路(洲健)第1-137 令和4年7月4日 令和10年8月31日 令和4年7月4日
000028 9000129698 洲本市五色健康福祉総合センター  特別養護老人ホーム　五色・サルビアホール 656-1331 洲本市五色町都志大日707番地 799330503 飲食店営業(4)その他 一般 社会福祉法人　兵庫県社会福祉事業団 理事長 藪本 訓弘 651-2134 兵庫県神戸市西区曙町1070番地 789295655 淡路(洲健)第1-234 令和4年8月19日 令和10年8月31日 令和4年8月19日
000028 9000129707 もみじの里デイサービスセンター 656-1741 淡路市浅野南2-40 799820922 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人　淡路市社会福祉協議会 理事長 小南 廣之 656-2131 兵庫県淡路市志筑3119-1 799625214 淡路(洲健)第2-97 平成29年8月25日 令和6年8月31日 平成22年8月26日
000028 9000129729 五色精光園　あゆみの部屋事業所 656-1317 洲本市五色町鮎原小山田510-7 799320400 菓子製造業 一般 社会福祉法人　兵庫県社会福祉事業団 理事長 藪本 訓弘 651-2134 兵庫県神戸市西区曙町1070番地 789295655 淡路(洲健)第2-34 令和4年11月10日 令和10年11月30日 令和4年11月10日
000028 9000129751 生田地域活性協議会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 田村 伊久男 淡路(洲健)第2-203 令和2年11月24日 令和7年11月30日 平成22年10月25日
000028 9000129756 JoyBarディスカル 656-0022 洲本市海岸通1丁目3-11 799221100 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社かいげつ 代表取締役 齋藤 敦夫 656-0022 兵庫県洲本市海岸通一丁目3番11号 799221100 淡路(洲健)第1-385 令和4年11月22日 令和10年11月30日 令和4年11月22日
000028 9000129765 カラオケ喫茶　みえチャン 656-0424 南あわじ市榎列西川186 飲食店営業(4)その他 一般 高見 美惠子 淡路(洲健)第1-320 令和4年10月27日 令和10年11月30日 令和4年10月27日
000028 9000129770 居酒屋　ひかり 656-0332 南あわじ市湊506-2 799362484 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 素川 幹男 淡路(洲健)第1-300 令和4年10月14日 令和10年11月30日 令和4年10月14日
000028 9000129777 楓勇吉商店　そうめん体験コーナー 656-0502 南あわじ市福良乙934-6 799520238 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　楓勇吉商店 代表取締役 楓 俊樹 656-0502 兵庫県南あわじ市福良乙934番地6 799520238 淡路(洲健)第1-286 令和4年10月5日 令和10年11月30日 令和4年10月5日
000028 9000129778 楓勇吉商店　三原工場 656-0436 南あわじ市八木新庄442・国分344-2 799420238 麺類製造業 一般 株式会社　楓勇吉商店 代表取締役 楓 俊樹 656-0502 兵庫県南あわじ市福良乙934番地6 799520238 淡路(洲健)第15-6 令和4年10月5日 令和10年11月30日 令和4年10月5日
000028 9000129785 新ちゃん 656-2141 淡路市塩尾193-5 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福谷 新美 淡路(洲健)第1-317 令和4年10月26日 令和10年11月30日 令和4年10月26日
000028 9000129787 芳膳 656-0422 南あわじ市榎列上幡多871-1 799420346 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 原田 晃成 淡路(洲健)第1-371 令和4年11月15日 令和11年11月30日 令和4年11月15日
000028 9000129821 牛福　洲本店 656-0101 洲本市納字エイ田118-2 799252468 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ふじや 代表取締役 木内 善信 779-3117 徳島県徳島市国府町日開字東456番地2 886420050 淡路(洲健)第1-449 令和5年2月10日 令和11年2月28日 令和5年2月10日
000028 9000129822 みけ家工房コロッケ 656-2302 淡路市大磯6 799742696 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯6 799743257 淡路(洲健)第10-18 平成31年2月20日 令和9年2月28日 平成23年1月20日
000028 9000129827 尾田鮮魚店 656-2541 洲本市由良1-4-53 799270557 魚介類販売業 一般 尾田 光彦 淡路(洲健)第6-37 令和5年2月16日 令和11年2月28日 令和5年2月16日
000028 9000129835 魚民 656-0026 洲本市栄町1丁目3-30 1階 799223188 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社モンテローザフーズ 代表取締役 大神 輝博 160-0021 東京都新宿区歌舞伎町一丁目21番1号 422368888 淡路(洲健)第1-436 令和5年2月3日 令和11年2月28日 令和5年2月3日
000028 9000129839 株式会社　いづみ丸 656-0661 南あわじ市阿那賀丸山1505 799390147 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社　いづみ丸 代表取締役 本山 文雄 656-0661 兵庫県南あわじ市阿那賀1505番地 799390147 淡路(洲健)第1-425 令和5年1月26日 令和11年2月28日 令和5年1月26日
000028 9000129846 ジョイポートレストランなないろ 656-0501 南あわじ市福良甲1528-4地先 799502535 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社北濱企画 代表取締役 菅 翔梧 656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲1528番地4うずしおドームなないろ館 799502535 淡路(洲健)第1-437 令和5年2月7日 令和11年2月28日 令和5年2月7日
000028 9000129848 平田水産 656-2212 淡路市佐野2451-6 799650631 そうざい製造業 一般 平田 準作 淡路(洲健)第16-31 令和5年2月8日 令和12年2月28日 令和5年2月8日
000028 9000129852 茶房サナあわじ 656-2225 淡路市生穂新島8 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 サナあわじ(株) 代表取締役 坂本 悟朗 656-2543 兵庫県洲本市由良町由良514-10 799253739 淡路(洲健)第2-207 平成30年2月27日 令和7年2月28日 平成23年2月24日
000028 9000129855 (株)淡路島フルーツ農園　果の実 656-1523 淡路市上河合173 799852696 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社淡路島フルーツ農園 代表取締役 中谷 學 656-1523 兵庫県淡路市上河合173 799852696 淡路(洲健)第14-19 令和3年2月19日 令和8年2月28日 平成23年2月25日
000028 9000129870 西田水産 656-2401 淡路市岩屋1835 そうざい製造業 一般 西田 弘文 淡路(洲健)第26-6 平成29年5月22日 令和5年5月31日 平成23年3月3日
000028 9000129883 やまちゃん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山名 たつ子 淡路(洲健)第2-1 令和3年4月8日 令和8年5月31日 平成23年3月15日
000028 9000129887 カフェ　ルート 656-2302 淡路市大磯11-6 799743717 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 関 侑里 淡路(洲健)第2-55 平成29年5月30日 令和5年5月31日 平成23年3月24日
000028 9000129888 でぃーふらっぷ 656-0443 南あわじ市八木養宜上446-1 799433011 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一般社団法人　つばさ 代表理事 出口 博久 656-0443 兵庫県南あわじ市八木養宜上446番1 799433011 淡路(洲健)第1-23 令和5年4月24日 令和11年5月31日 令和5年4月24日
000028 9000129889 淡路白寿苑 656-2151 淡路市大町畑584-6 799627200 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小野マルタマフーズ株式会社 代表取締役 畑 昭身 675-1367 兵庫県小野市敷地町1412-1 794631110 淡路(洲健)第2-44 平成29年5月22日 令和5年5月31日 平成23年3月28日
000028 9000129893 三洋エナジー南淡(株)津名工場 656-2131 淡路市志筑945 799623726 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 サンフードサービス(株) 代表取締役 前 久夫 656-2302 兵庫県淡路市大磯28-1 799740622 淡路(洲健)第2-51 平成29年5月22日 令和5年5月31日 平成23年3月31日
000028 9000129907 喫茶　ペンギン 656-0015 洲本市上加茂43　医療法人新淡路病院内 799221534 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人　しらゆり会 理事長 鏡石 智弘 656-0051 兵庫県洲本市物部1丁目12番53号 淡路(洲健)第1-20 令和5年4月24日 令和11年5月31日 令和5年4月24日
000028 9000129913 デイサービスげんきな学校 656-0012 洲本市宇山1丁目4-17 799221116 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ドリームサポート 代表取締役 木村 昭義 656-0015 兵庫県洲本市上加茂396－6 799226676 淡路(洲健)第2-26 平成29年4月26日 令和5年5月31日 平成23年4月26日
000028 9000129997 スナックくみ 656-2131 淡路市志筑3193 799623338 飲食店営業(4)その他 一般 張 珺 淡路(洲健)第2-42 平成29年5月22日 令和5年5月31日 平成23年5月10日
000028 9000130139 マイ・マート北淡店 656-1741 淡路市浅野南98-1 799823066 魚介類販売業 一般 株式会社　マイ・マート 代表取締役 656-0101 兵庫県洲本市納85-1 799260080 淡路(洲健)第7-7 平成29年5月22日 令和5年5月31日 平成23年5月20日
000028 9000130140 マイ・マート北淡店 656-1741 淡路市浅野南98-1 799823066 食肉販売業 一般 株式会社　マイ・マート 代表取締役 656-0101 兵庫県洲本市納85-1 799260080 淡路(洲健)第17-8 平成29年5月22日 令和5年5月31日 平成23年5月20日
000028 9000130141 マイ・マート北淡店 656-1741 淡路市浅野南98-1 799823066 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　マイ・マート 代表取締役 656-0101 兵庫県洲本市納85-1 799260080 淡路(洲健)第2-40 平成29年5月22日 令和5年5月31日 平成23年5月20日
000028 9000130535 うどん屋　幸来（はぴくる） 656-2224 淡路市大谷176-1 799701546 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人　淡路市社会福祉協議会 理事長 小南 廣之 656-2131 兵庫県淡路市志筑3119-1 799625214 淡路(洲健)第2-95 平成29年8月25日 令和5年8月31日 平成23年6月9日
000028 9000130536 うどん屋　幸来（はぴくる） 656-2224 淡路市大谷176-1 799701546 菓子製造業 一般 社会福祉法人　淡路市社会福祉協議会 理事長 小南 廣之 656-2131 兵庫県淡路市志筑3119-1 799625214 淡路(洲健)第3-27 平成29年8月25日 令和5年8月31日 平成23年6月9日
000028 9000130560 うまいもんや　うの 656-0478 南あわじ市市福永690-1 799421534 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社　四国レジャー企画 代表取締役 北島 英志 656-0478 兵庫県南あわじ市市福永690番地1 799427199 淡路(洲健)第2-73 平成29年8月3日 令和5年8月31日 平成23年6月13日
000028 9000130677 たこやき本舗 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 露店40L 亀野 貴征 淡路(洲健)第1-186 令和3年8月17日 令和8年8月31日 令和3年8月17日
000028 9000130690 宮尾農園 656-2152 淡路市木曽上1394 799621687 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 宮尾 慶子 淡路(洲健)第2-96 平成29年8月25日 令和5年8月31日 平成23年6月28日
000028 9000130787 髙谷食料品店 656-1511 淡路市郡家242-8 799850446 飲食店営業(4)その他 一般 髙谷 耕吉 淡路(洲健)第2-91 平成29年8月25日 令和5年8月31日 平成23年7月4日
000028 9000130846 お食事処 渡舟 656-2301 淡路市楠本112 799743432 そうざい製造業 一般 小橋 由子 淡路(洲健)第26-13 平成29年8月29日 令和5年8月31日 平成23年7月11日
000028 9000130877 夜来香 656-2131 淡路市志筑1871 799623900 飲食店営業(4)その他 一般 王 偉 淡路(洲健)第2-106 平成29年8月30日 令和5年8月31日 平成23年7月13日
000028 9000130928 スナックアミューズ 656-1316 洲本市五色町鮎原栢野154-1タイカンハイツ 799320368 飲食店営業(4)その他 一般 谷口 晶代 淡路(洲健)第2-62 平成29年7月24日 令和5年8月31日 平成23年7月20日
000028 9000130966 西田荘 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦731-5 799340532 飲食店営業(3)旅館 一般 西田 江理 淡路(洲健)第2-69 平成29年8月3日 令和5年8月31日 平成23年7月22日
000028 9000131080 渚の荘　花季 656-0023 洲本市小路谷1053-16 799230080 飲食店営業(3)旅館 一般 （株）ホテルニューアワジ 代表取締役 木下 紘一 656-0023 兵庫県洲本市小路谷20 799232200 淡路(洲健)第2-102 平成29年8月28日 令和5年8月31日 平成23年7月29日
000028 9000131081 和みカフェ　はまあざみ 656-0023 洲本市小路谷1053-16 799230080 飲食店営業(4)その他 一般 （株）ホテルニューアワジ 代表取締役 木下 紘一 656-0023 兵庫県洲本市小路谷20 799232200 淡路(洲健)第2-103 平成29年8月28日 令和5年8月31日 平成23年7月29日
000028 9000131183 花麗 656-0025 洲本市本町4-2-18　JOYﾌﾟﾗｻﾞ208 799230301 飲食店営業(4)その他 一般 阿部 理世 淡路(洲健)第2-71 平成29年8月3日 令和5年8月31日 平成23年8月8日
000028 9000131226 ブーランジェリー＆カフェ　ルフィアージュ 656-0436 南あわじ市八木新庄433-1 799536600 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 末吉 愛子 淡路(洲健)第2-64 平成29年8月2日 令和5年8月31日 平成23年8月9日
000028 9000131227 ブーランジェリー＆カフェ　ルフィアージュ 656-0436 南あわじ市八木新庄433-1 799536600 菓子製造業 一般 末吉 愛子 淡路(洲健)第3-20 平成29年8月2日 令和5年8月31日 平成23年8月9日
000028 9000131228 ジョイポートレストランなないろ 656-0501 南あわじ市福良甲1528-4 799502535 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社北濱企画 代表取締役 菅 翔梧 656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲1528番地4うずしおドームなないろ館 799502535 淡路(洲健)第2-77 平成29年8月3日 令和5年8月31日 平成23年8月9日
000028 9000131272 鮮魚髙橋 656-0026 洲本市栄町3-2-16 799226978 飲食店営業(4)その他 一般 髙橋 謙次 淡路(洲健)第2-60 平成29年7月24日 令和5年8月31日 平成23年8月12日
000028 9000131551 656-0121 南あわじ市山添81-1.81-3 799443760 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 代表取締役 渡邉 喜広 103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 356518601 淡路(洲健)第2-79 平成29年8月3日 令和5年8月31日 平成23年8月30日
000028 9000131569 ミツ精機　郡家　中央　自販機コーナー軒下  (CCBJI受託） 656-1511 淡路市郡家97 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 淡路(洲健)第31-1 令和3年8月12日 令和9年8月31日 令和3年8月12日
000028 9000131634 三洋クリエイティブ洲本本部  第1工場西通路 656-0017 洲本市上内膳221-1 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 淡路(洲健)第31-2 令和3年8月16日 令和9年8月31日 令和3年8月16日
000028 9000131813 民宿はぎわら 656-2542 洲本市由良町内田824-1 799270175 飲食店営業(3)旅館 一般 萩原 寛章 淡路(洲健)第2-112 平成29年10月26日 令和5年11月30日 平成23年9月14日
000028 9000132010 地魚・地野菜　旬　～ＳＨＵＮ～ 656-0455 南あわじ市神代國衙1197-5 799421029 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 林 俊介 淡路(洲健)第2-131 平成29年11月14日 令和5年11月30日 平成23年10月3日
000028 9000132112 三洋エナジー南淡(株)本社工場　裏門 656-0513 南あわじ市賀集野田407 799531121 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359022 淡路(洲健)第31-3 令和3年11月11日 令和8年11月30日 令和3年11月11日
000028 9000132248 万代 656-0501 南あわじ市福良甲291-5 799521140 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 坂東 貴文 淡路(洲健)第2-126 平成29年11月14日 令和5年11月30日 平成23年10月24日
000028 9000132445 コパン　えんぎょうじ 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 自動車80L 社会福祉法人　淡路島福祉会 理事長 八木 康公 656-0446 兵庫県南あわじ市八木寺内字池尻373番地の1 799432811 淡路(洲健)第1-235 令和3年10月4日 令和8年11月30日 令和3年10月4日
000028 9000132446 若男水産株式会社 656-0501 南あわじ市福良甲135-46 799523561 魚介類販売業 一般 若男水産株式会社 代表取締役 前田 若男 656-0502 兵庫県南あわじ市福良乙245 799523523 淡路(洲健)第7-19 平成29年10月25日 令和5年11月30日 平成23年11月4日
000028 9000132479 民宿 坂口荘 656-0661 南あわじ市阿那賀1185-1･1186 799390523 飲食店営業(3)旅館 一般 坂口 豊二 淡路(洲健)第2-127 平成29年11月14日 令和5年11月30日 平成23年11月10日
000028 9000132500 ピザ　Ｔａｋａｋｏ 656-2223 淡路市生穂1401-1 799640125 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 門田 高子 淡路(洲健)第10-5 平成29年11月28日 令和5年11月30日 平成23年11月10日
000028 9000132501 ケイズカフェ　サスペンダース 656-0025 洲本市本町3丁目3-29 799220285 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 菅 研一郎 淡路(洲健)第2-116 平成29年10月26日 令和5年11月30日 平成23年11月10日
000028 9000132633 ラウンジ ＢＳ 656-0513 南あわじ市賀集野田11-1 799531688 飲食店営業(4)その他 一般 宮本 亜矢子 淡路(洲健)第2-128 平成29年11月14日 令和5年11月30日 平成23年11月17日
000028 9000132684 浅井製菓 656-0425 南あわじ市榎列小榎列270 799422001 菓子製造業 一般 浅井 義和 淡路(洲健)第3-38 平成29年11月14日 令和5年11月30日 平成23年11月22日
000028 9000132685 オンズ 656-0502 南あわじ市福良乙441-4 799536945 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鷲塚 次郎 淡路(洲健)第2-134 平成29年11月14日 令和5年11月30日 平成23年11月22日
000028 9000132691 有限会社　大造畜産 656-1558 淡路市草香北500 799701053 食肉販売業 一般 有限会社　大造畜産 代表取締役 椚座 大造 656-1558 兵庫県淡路市草香北507-11 799861202 淡路(洲健)第17-24 平成29年11月28日 令和5年11月30日 平成23年11月21日
000028 9000132842 らーめん　れんげ家 656-0013 洲本市下加茂1-1-42 799221516 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木村 雅之 淡路(洲健)第2-119 平成29年11月8日 令和5年11月30日 平成23年11月29日
000028 9000132861 魚増水産(株) 656-1711 淡路市富島1146 799820609 飲食店営業(4)その他 一般 魚増水産(株) 代表取締役 宗和 文弘 656-1711 兵庫県淡路市富島1190 799822812 淡路(洲健)第2-196 平成30年2月22日 令和6年2月29日 平成23年12月1日
000028 9000132862 魚増水産(株) 656-1711 淡路市富島1146 799820609 魚介類販売業 一般 魚増水産(株) 代表取締役 宗和 文弘 656-1711 兵庫県淡路市富島1190 799822812 淡路(洲健)第7-40 平成30年2月22日 令和6年2月29日 平成23年12月1日
000028 9000132863 魚増水産(株)作業所 656-1711 淡路市富島854 799820237 魚介類販売業 一般 魚増水産(株) 代表取締役 宗和 文弘 656-1711 兵庫県淡路市富島1190 799822812 淡路(洲健)第7-39 平成30年2月22日 令和6年2月29日 平成23年12月1日
000028 9000132951 656-0025 洲本市本町4-2-35 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山家 孝介 淡路(洲健)第2-153 平成30年2月14日 令和6年2月29日 平成23年12月12日
000028 9000132976 サンライズ淡路 656-0122 南あわじ市広田広田1466-1 799451411 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社　かいげつ 代表取締役 齋藤 敦夫 656-0022 兵庫県洲本市海岸通1-3-11 799221100 淡路(洲健)第2-186 平成30年2月21日 令和6年2月29日 平成23年12月12日
000028 9000133065 藤本水産(株) 656-1602 淡路市育波387 799841126 魚介類販売業 一般 藤本水産株式会社 代表取締役 藤本 充茂 656-1602 兵庫県淡路市育波字四斗里387番地 799841126 淡路(洲健)第7-37 平成30年2月22日 令和6年2月29日 平成23年12月16日
000028 9000133122 サンライズ淡路 656-0122 南あわじ市広田広田1466-1 799451411 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　かいげつ 代表取締役 齋藤 敦夫 656-0022 兵庫県洲本市海岸通1-3-11 799221100 淡路(洲健)第2-187 平成30年2月21日 令和6年2月29日 平成23年12月21日
000028 9000133132 シーサイド厚浜　民宿厚浜 656-0001 洲本市中川原町厚浜1117-1 799280150 菓子製造業 一般 船越 雅雄 淡路(洲健)第3-49 平成30年2月16日 令和6年2月29日 平成23年12月22日
000028 9000133139 みなと屋 656-0478 南あわじ市市福永539-8 799420147 菓子製造業 一般 松本 瞳 淡路(洲健)第3-44 平成30年2月14日 令和6年2月29日 平成23年12月22日
000028 9000133148 ダイニングスペース　ベルデ 656-0026 洲本市栄町2丁目1-20柳原テナント1Ｆ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橋本 賢治 淡路(洲健)第2-172 平成30年2月16日 令和6年2月29日 平成23年12月22日
000028 9000133242 森一水産 656-0101 洲本市納651-12 799241639 魚介類販売業 一般 森 譲二 淡路(洲健)第7-41 平成30年2月23日 令和6年2月29日 平成24年1月5日
000028 9000133342 鳥寅精肉店 656-2401 淡路市岩屋1079-2 799723298 食肉販売業 一般 上岡 正幸 淡路(洲健)第17-37 平成30年2月22日 令和6年2月29日 平成24年1月12日
000028 9000133343 鳥寅精肉店 656-2401 淡路市岩屋1079-2 799723298 飲食店営業(4)その他 一般 上岡 正幸 淡路(洲健)第2-201 平成30年2月22日 令和6年2月29日 平成24年1月12日
000028 9000133348 スナックなぎさ 656-0501 南あわじ市福良甲512-43 799523003 飲食店営業(4)その他 一般 大西 恵美 淡路(洲健)第2-209 平成30年2月28日 令和6年2月29日 平成24年1月16日
000028 9000133413 お食事処  かまくら 656-0025 洲本市本町4丁目4-5 799243138 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 柿原 稔 淡路(洲健)第2-185 平成30年2月21日 令和6年2月29日 平成24年1月19日
000028 9000133425 アテーナ海月 656-2224 淡路市大谷915-4 799641243 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社アテーナ海月 代表取締役 齋藤 敦夫 656-2224 兵庫県淡路市大谷915-4 799641243 淡路(洲健)第2-185 平成31年2月25日 令和8年2月28日 平成24年1月20日
000028 9000133459 マクドナルド洲本インター店 656-0101 洲本市納字横竹311-1 799230022 菓子製造業 一般 （株）ヌバ 代表取締役 坂本 真 656-0021 兵庫県洲本市塩屋300-4 799241868 淡路(洲健)第3-50 平成30年2月16日 令和6年2月29日 平成24年1月24日
000028 9000133487 マクドナルドイオン淡路店 656-2132 淡路市志筑新島10-2 799602057 菓子製造業 一般 (株)ヌバ 代表取締役 坂本 真 656-0021 兵庫県洲本市塩屋300-4 799241868 淡路(洲健)第3-47 平成30年2月16日 令和6年2月29日 平成24年1月26日
000028 9000133491 マクドナルドイオン洲本店 656-0021 洲本市塩屋1丁目1-8 799252272 菓子製造業 一般 株式会社ヌバ 代表取締役 坂本 真 656-0021 兵庫県洲本市塩屋300番地の4 799241868 淡路(洲健)第3-46 平成30年2月16日 令和6年2月29日 平成24年1月26日
000028 9000133543 浅川食料品店 656-2131 淡路市志筑1686-1 799620471 飲食店営業(4)その他 一般 (有)浅川食料品店 代表取締役 浅川 忠晴 656-2131 兵庫県淡路市志筑1686-1 799620471 淡路(洲健)第2-192 平成30年2月22日 令和6年2月29日 平成24年1月31日
000028 9000133552 マルナカ南あわじ店 656-0321 南あわじ市志知143 799373205 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第1-388 令和4年2月9日 令和10年2月29日 令和4年2月9日
000028 9000133623 サンドーレ 656-1325 洲本市五色町鮎原南谷433-1 飲食店営業(4)その他 一般 竹田 順子 淡路(洲健)第2-182 平成30年2月20日 令和6年2月29日 平成24年2月6日
000028 9000133638 (株)淡路島フルーツ農園　果の実 656-1523 淡路市上河合173 799852696 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社淡路島フルーツ農園 代表取締役 中谷 學 656-1523 兵庫県淡路市上河合173 799852696 淡路(洲健)第2-194 平成30年2月22日 令和6年2月29日 平成24年2月7日



000028 9000133639 (株)淡路島フルーツ農園　果の実 656-1523 淡路市上河合173 799852696 菓子製造業 一般 株式会社淡路島フルーツ農園 代表取締役 中谷 學 656-1523 兵庫県淡路市上河合173 799852696 淡路(洲健)第3-57 平成30年2月22日 令和6年2月29日 平成24年2月7日
000028 9000133687 ㈱淡路お菓子館 656-2132 淡路市志筑新島8-10 799625748 飲食店営業(4)その他 一般 ㈱淡路お菓子館 代表取締役 八島 常夫 656-2132 兵庫県淡路市志筑新島8-10 799625748 淡路(洲健)第2-193 平成30年2月22日 令和6年2月29日 平成24年2月9日
000028 9000133708 株式会社ニコマート 656-1602 淡路市育波460-8 799804255 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ニコマート 代表取締役 石岡 美智子 656-2305 兵庫県淡路市浦717-8 799804255 淡路(洲健)第2-188 平成30年2月22日 令和6年2月29日 平成24年2月10日
000028 9000133709 株式会社ニコマート 656-1602 淡路市育波460-8 799804255 魚介類販売業 一般 株式会社ニコマート 代表取締役 石岡 美智子 656-2305 兵庫県淡路市浦717-8 799804255 淡路(洲健)第7-35 平成30年2月22日 令和6年2月29日 平成24年2月10日
000028 9000133710 株式会社ニコマート 656-1602 淡路市育波460-8 799804255 食肉販売業 一般 株式会社ニコマート 代表取締役 石岡 美智子 656-2305 兵庫県淡路市浦717-8 799804255 淡路(洲健)第17-35 平成30年2月22日 令和6年2月29日 平成24年2月10日
000028 9000133712 株式会社ニコマート 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社ニコマート 代表取締役 石岡 美智子 656-2305 兵庫県淡路市浦717番地8 799804255 淡路(洲健)第1-427 令和4年2月25日 令和9年2月28日 令和4年2月25日
000028 9000133841 浜煮　西田佃煮 656-2401 淡路市岩屋3000-89 799724157 そうざい製造業 一般 西田 日出子 淡路(洲健)第26-18 平成30年2月22日 令和6年2月29日 平成24年2月16日
000028 9000133974 たこ焼の中山峠 656-0143 南あわじ市中条中筋字澤谷2128-2 799451446 飲食店営業(4)その他 一般 吉岡 多喜子 淡路(洲健)第2-161 平成30年2月14日 令和6年2月29日 平成24年2月24日
000028 9000133997 おふくろ亭北淡育波店 656-1602 淡路市育波294-1 799841345 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 濵西 亮治 淡路(洲健)第2-189 平成30年2月22日 令和6年2月29日 平成24年2月24日
000028 9000134141 活魚鮮魚　大和や 656-1531 淡路市江井3258-1 799701727 飲食店営業(4)その他 一般 谷 大輔 淡路(洲健)第2-46 平成30年5月21日 令和6年5月31日 平成24年3月6日
000028 9000134142 活魚鮮魚　大和や 656-1531 淡路市江井3258-1 799701727 魚介類販売業 一般 谷 大輔 淡路(洲健)第7-13 平成30年5月21日 令和6年5月31日 平成24年3月6日
000028 9000134157 野島加工所 656-1721 淡路市野島蟇浦843 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社パソナ農援隊 代表取締役 田中 康輔 100-0004 東京都千代田区大手町二丁目6番2号 367341260 淡路(洲健)第10-3 平成30年5月21日 令和6年5月31日 平成24年3月8日
000028 9000134158 野島加工所 656-1721 淡路市野島蟇浦843 そうざい製造業 一般 株式会社パソナ農援隊 代表取締役 田中 康輔 100-0004 東京都千代田区大手町二丁目6番2号 367341260 淡路(洲健)第26-4 平成30年5月21日 令和6年5月31日 平成24年3月8日
000028 9000134271 まるちょう海産 656-0332 南あわじ市湊1129 799363225 かん詰又はびん詰食品製造業 一般 小畠 和男 淡路(洲健)第11-1 平成30年5月1日 令和6年5月31日 平成24年3月19日
000028 9000134332 津名ハイツ 656-2131 淡路市志筑162 799621561 飲食店営業(3)旅館 一般 一般社団法人　ひょうご憩の宿 代表理事 林 直樹 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通六丁目3番28号 783815250 淡路(洲健)第2-37 平成30年5月18日 令和6年5月31日 平成24年3月28日
000028 9000134333 津名ハイツ 656-2131 淡路市志筑162 799621561 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一般社団法人　ひょうご憩の宿 代表理事 林 直樹 650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通六丁目3番28号 783815250 淡路(洲健)第2-38 平成30年5月18日 令和6年5月31日 平成24年3月28日
000028 9000134384 ｃａｆｅ　Ｍａｒｕｋｏｕ 656-1511 淡路市郡家1168-2 799701671 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石上 直美 淡路(洲健)第2-35 平成30年5月18日 令和6年5月31日 平成24年3月27日
000028 9000134393 淡高食堂 656-1711 淡路市富島171-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ニコマート 代表取締役 石岡 美智子 656-2305 兵庫県淡路市浦717-8 799804255 淡路(洲健)第2-50 平成30年5月22日 令和6年5月31日 平成24年3月28日
000028 9000134607 沼島一本釣産直部加工場 656-0961 南あわじ市沼島2079 魚介類販売業 一般 平井 一也 淡路(洲健)第7-6 平成30年5月2日 令和6年5月31日 平成24年4月10日
000028 9000134639 金鮓 656-0025 洲本市本町4丁目1-46 799245460 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 (株)金鮓 代表取締役 溝口 昌孝 656-0025 兵庫県洲本市本町4丁目1-46 799245460 淡路(洲健)第2-21 平成30年5月15日 令和6年5月31日 平成24年4月13日
000028 9000134814 石窯ピザ丸 656-0425 南あわじ市榎列小榎列409-7 799204092 飲食店営業(4)その他 一般 西尾 卓二 淡路(洲健)第2-18 平成30年5月11日 令和6年5月31日 平成24年4月20日
000028 9000134841 HANA  ﾊﾅ 656-1326 洲本市五色町鮎原下670-1 799320210 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福留 理智子 淡路(洲健)第2-26 平成30年5月16日 令和6年5月31日 平成24年4月25日
000028 9000135283 手作り工房つどい 656-0053 洲本市上物部2-11-29 799227543 菓子製造業 一般 瀧川 洋子 淡路(洲健)第3-9 平成30年5月15日 令和6年5月31日 平成24年5月28日
000028 9000135308 居酒屋　濵 656-2131 淡路市志筑3318-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中 隆司 淡路(洲健)第2-60 平成30年5月28日 令和6年5月31日 平成24年5月24日
000028 9000135373 株式会社淡路フルーツ農園 656-1523 淡路市上河合674 799851894 菓子製造業 一般 株式会社淡路島フルーツ農園 代表取締役 中谷 學 656-1523 兵庫県淡路市上河合173 799852696 淡路(洲健)第3-11 平成30年5月21日 令和6年5月31日 平成24年5月28日
000028 9000135393 山口商店 656-2401 淡路市岩屋1492 799723560 そうざい製造業 一般 山口 道康 淡路(洲健)第26-11 平成30年5月28日 令和6年5月31日 平成24年5月30日
000028 9000135446 株式会社浜田屋本店 656-2121 洲本市安乎町平安浦1864-8 799280330 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社浜田屋本店 代表取締役 濱田 昌宏 656-2121 兵庫県洲本市安乎町平安浦1864-8 799280330 淡路(洲健)第10-5 平成30年5月21日 令和6年5月31日 平成24年5月31日
000028 9000135485 魚延 656-2311 淡路市久留麻2224-2 799742493 魚介類販売業 一般 畠田 弘子 淡路(洲健)第7-29 平成30年8月21日 令和6年8月31日 平成24年6月8日
000028 9000135488 Ａｕｎｔｉｅ 656-0661 南あわじ市阿那賀1629-302 799384270 飲食店営業(4)その他 一般 髙本 幸雄 淡路(洲健)第2-76 平成30年7月26日 令和6年8月31日 平成24年6月5日
000028 9000135489 Ａｕｎｔｉｅ 656-0661 南あわじ市阿那賀1629-302 799384270 菓子製造業 一般 髙本 幸雄 淡路(洲健)第3-19 平成30年7月26日 令和6年8月31日 平成24年6月5日
000028 9000135626 ホテルアナガ　ヴィラ（バーベキューコーナー） 656-0661 南あわじ市阿那賀1109 799391161 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 塩屋土地株式会社 代表取締役 井植 貞雄 655-0873 兵庫県神戸市垂水区青山台一丁目22番１号 787511121 淡路(洲健)第1-148 令和4年7月11日 令和9年8月31日 令和4年7月11日
000028 9000135631 マクドナルド28号南淡路店 656-0511 南あわじ市賀集八幡394 799503302 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ヌバ 代表取締役 坂本 真 656-0021 兵庫県洲本市塩屋300-4 799241868 淡路(洲健)第2-133 令和1年8月27日 令和8年8月31日 平成24年6月19日
000028 9000135632 マクドナルド28号南淡路店 656-0511 南あわじ市賀集八幡394 799503302 菓子製造業 一般 株式会社ヌバ 代表取締役 坂本 真 656-0021 兵庫県洲本市塩屋300-4 799241868 淡路(洲健)第3-35 令和1年8月27日 令和8年8月31日 平成24年6月19日
000028 9000135719 千鳥会ゴールド事業所 656-2151 淡路市大町畑597-4 799621190 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 サンフードサービス株式会社 代表取締役 前 久夫 656-2302 兵庫県淡路市大磯28-1 799743257 淡路(洲健)第2-105 平成30年8月10日 令和6年8月31日 平成24年6月29日
000028 9000135813 トマトジュース工房 656-2302 淡路市大磯6 799743257 清涼飲料水製造業 一般 ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯6 799743257 淡路(洲健)第27-1 令和2年8月18日 令和10年8月31日 平成24年7月3日
000028 9000135825 ともこ 656-0534 南あわじ市北阿万筒井443-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 櫻木 基子 淡路(洲健)第1-244 令和4年8月25日 令和9年8月31日 令和4年8月25日
000028 9000136016 山田屋 656-2331 淡路市仮屋91 菓子製造業 一般 山田 優子 淡路(洲健)第3-25 平成30年8月21日 令和6年8月31日 平成24年7月19日
000028 9000136130 島崎商店 656-0501 南あわじ市福良甲1528-4 799540084 飲食店営業(4)その他 一般 島崎 喜美代 淡路(洲健)第2-69 平成30年7月25日 令和6年8月31日 平成24年7月27日
000028 9000136270 郡家丸 656-1511 淡路市郡家72-2 799852357 魚介類販売業 一般 森田 幸三 淡路(洲健)第7-28 平成30年8月10日 令和6年8月31日 平成24年8月2日
000028 9000136404 アカネ 656-1602 淡路市育波590-1 799841850 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷池 隆 淡路(洲健)第2-81 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成24年8月16日
000028 9000136493 ファミリーマート賀集八幡店 656-0511 南あわじ市賀集八幡414-1 799530301 飲食店営業(4)その他 一般 真浦 一也 淡路(洲健)第2-70 平成30年7月25日 令和6年8月31日 平成24年8月28日
000028 9000136523 ルージュ 656-1332 洲本市五色町広石北636-1 799350868 飲食店営業(4)その他 一般 ホリエ　マイリン パヒラ 淡路(洲健)第2-120 平成30年8月21日 令和6年8月31日 平成24年8月28日
000028 9000136533 炙りＢａｒ あるこっこ 656-0025 洲本市本町4丁目5-18 799246061 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 矢野 亨 淡路(洲健)第2-100 平成30年8月10日 令和6年8月31日 平成24年8月29日
000028 9000136556 山口鮮魚店 656-2541 洲本市由良4-2-20 799270129 魚介類販売業 一般 山口 周三 淡路(洲健)第6-22 令和4年8月9日 令和9年8月31日 令和4年8月9日
000028 9000136568 サンマルク 656-2131 淡路市志筑2840番地の32 799623090 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社サンマルク 取締役 梅原 輝美 656-2131 兵庫県淡路市志筑2840番地の32 799623090 淡路(洲健)第1-155 令和4年7月14日 令和10年8月31日 令和4年7月14日
000028 9000136608 麺屋ZOE 656-2131 淡路市志筑2840-25光清ファーストビル1A 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井添 幸一 淡路(洲健)第2-84 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成24年8月29日
000028 9000136655 チルコロ 656-2401 淡路市岩屋2942-27 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山田 仁 淡路(洲健)第2-129 平成30年8月30日 令和6年8月31日 平成24年8月31日
000028 9000136741 スナック　Reve（レーベ） 656-0322 南あわじ市志知鈩120-1 799363311 飲食店営業(4)その他 一般 桐原 香須美 淡路(洲健)第2-139 平成30年10月24日 令和6年11月30日 平成24年9月7日
000028 9000136838 Spica Rose THE BAR（ｽﾋﾟｶ ﾛｰｽ ｻﾞ ﾊﾞｰ） 656-0462 南あわじ市市青木114-5　アワジ花ホテル1F 799423831 飲食店営業(4)その他 一般 奈良 正幸 淡路(洲健)第2-138 平成30年10月24日 令和6年11月30日 平成24年9月20日
000028 9000136998 あわじ島　日和 656-1721 淡路市野島蟇浦字東553-1 799822389 菓子製造業 一般 田中 敬子 淡路(洲健)第3-31 平成30年11月12日 令和6年11月30日 平成24年10月1日
000028 9000137063 味心　晶 656-2212 淡路市佐野1951 799650740 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 仲野 晶太 淡路(洲健)第2-152 平成30年11月12日 令和6年11月30日 平成24年10月10日
000028 9000137147 友 656-0543 南あわじ市阿万塩屋町759 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大塚 宣子 淡路(洲健)第2-142 平成30年11月2日 令和6年11月30日 平成24年10月11日
000028 9000137148 5PEACE+ 656-0436 南あわじ市八木新庄31-2 799432818 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 徳原 由美 淡路(洲健)第2-166 平成30年11月30日 令和6年11月30日 平成24年10月15日
000028 9000137149 清水庵 656-0151 南あわじ市倭文安住寺150-1 799460558 飲食店営業(3)旅館 一般 北 美佐代 淡路(洲健)第2-131 平成30年10月15日 令和6年11月30日 平成24年10月15日
000028 9000137190 cafe I(ｱｲ) 656-1317 洲本市五色町鮎原小山田873-3 799320443 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡 育子 淡路(洲健)第2-147 平成30年11月12日 令和6年11月30日 平成24年10月17日
000028 9000137275 エクシブ　ハーバーライト 656-0023 洲本市小路谷1275-3 799233306 飲食店営業(4)その他 一般 リゾートトラスト株式会社 代表取締役 伏見 有貴 460-0005 愛知県名古屋市中区東桜二丁目１８－３１ 529336000 淡路(洲健)第2-152 令和1年11月15日 令和8年11月30日 平成24年10月23日
000028 9000137546 きたさかたまご 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社北坂たまご 代表取締役 北坂 勝 656-1602 兵庫県淡路市育波1304番地1 799841510 淡路(洲健)第1-323 令和4年10月31日 令和9年11月30日 令和4年10月31日
000028 9000137582 マリブ 656-0022 洲本市海岸通2-4-35 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社かいげつ 代表取締役 齋藤 敦夫 656-0022 兵庫県洲本市海岸通1-3-11 799221100 淡路(洲健)第2-159 平成30年11月21日 令和6年11月30日 平成24年11月16日
000028 9000137588 株式会社　森水産 656-2311 淡路市久留麻2348 799743232 魚介類販売業 一般 株式会社　森水産 代表取締役 森 淳 656-2311 兵庫県淡路市久留麻2204-1 799709005 淡路(洲健)第7-39 平成30年11月12日 令和6年11月30日 平成24年11月19日
000028 9000137589 株式会社　森水産 656-2311 淡路市久留麻2348 799743232 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社　森水産 代表取締役 森 淳 656-2311 兵庫県淡路市久留麻2204-1 799709005 淡路(洲健)第10-12 平成30年11月12日 令和6年11月30日 平成24年11月19日
000028 9000137599 きんぐ　どんどん 656-0513 南あわじ市賀集野田187-7 799531103 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 土井 基靖 淡路(洲健)第2-132 平成30年10月15日 令和6年11月30日 平成24年11月20日
000028 9000137765 寿司　一作 656-0502 南あわじ市福良乙1652-2 799522690 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森 茂幸 淡路(洲健)第2-133 平成30年10月15日 令和6年11月30日 平成24年11月27日
000028 9000137801 のじまスコーラカフェ 656-1721 淡路市野島蟇浦841-5 799821820 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社パソナふるさとインキュベーション 代表取締役 瀬川 康弘 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦841-5 799821820 淡路(洲健)第2-153 平成30年11月12日 令和6年11月30日 平成24年11月30日
000028 9000137802 のじまスコーラカフェ 656-1721 淡路市野島蟇浦841-5 799821820 そうざい製造業 一般 株式会社パソナふるさとインキュベーション 代表取締役 瀬川 康弘 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦841-5 799821820 淡路(洲健)第26-16 平成30年11月12日 令和6年11月30日 平成24年11月30日
000028 9000137803 のじまスコーラ　リストランテ 656-1721 淡路市野島蟇浦841-5 799821820 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社パソナふるさとインキュベーション 代表取締役 瀬川 康弘 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦841-5 799821820 淡路(洲健)第2-150 平成30年11月12日 令和6年11月30日 平成24年11月30日
000028 9000137817 のじまスコーラマルシェ 000-0000 淡路島内一円 799824838 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社パソナふるさとインキュベーション 代表取締役 瀬川 康弘 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦841番地5 799821820 淡路(洲健)第1-396 令和4年11月29日 令和9年11月30日 令和4年11月29日
000028 9000137819 のじまスコーラマルシェ 656-1721 淡路市野島蟇浦841-5 799824838 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社パソナふるさとインキュベーション 代表取締役 瀬川 康弘 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦841-5 799821820 淡路(洲健)第1-397 令和4年11月30日 令和10年11月30日 令和4年11月30日
000028 9000137903 蔵 656-1503 淡路市遠田2427-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 東田 正勝 淡路(洲健)第2-186 平成31年2月25日 令和7年2月28日 平成24年12月7日
000028 9000137935 有限会社　漁場うお匠 656-0332 南あわじ市湊1129番地先 799380730 魚介類販売業 一般 有限会社　漁場うお匠 代表取締役 横山 徹 656-0332 兵庫県南あわじ市湊1129番地先 799380730 淡路(洲健)第7-47 平成31年1月31日 令和7年2月28日 平成24年12月6日
000028 9000137976 招福 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 木場 智元 淡路(洲健)第1-416 令和5年1月13日 令和10年2月29日 令和5年1月13日
000028 9000138004 慶野松原水産 656-0304 南あわじ市松帆古津路577-116 799365434 魚介類販売業 一般 増田 弘 淡路(洲健)第7-49 平成31年2月18日 令和7年2月28日 平成24年12月14日
000028 9000138030 ペンション　ストロベリー 656-2162 淡路市王子1119 799621931 飲食店営業(3)旅館 一般 中山 充洋 淡路(洲健)第2-193 平成31年2月26日 令和7年2月28日 平成24年12月19日
000028 9000138236 やきとり大吉　南あわじ店 656-0473 南あわじ市市小井451-14 799421144 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 武田 一 淡路(洲健)第2-170 平成31年2月15日 令和7年2月28日 平成25年1月9日
000028 9000138442 ファミリーマート都志店 656-1301 洲本市五色町都志247番地 799303370 飲食店営業(4)その他 一般 西 徹也 淡路(洲健)第2-195 平成31年2月26日 令和7年2月28日 平成25年1月30日
000028 9000138486 淡路カントリーガーデン 656-1726 淡路市野島常盤1463-6 799822953 菓子製造業 一般 有限会社　エヌツー 代表取締役 中田 隆子 656-1726 兵庫県淡路市野島常盤1463-6 799821085 淡路(洲健)第3-47 平成31年2月28日 令和7年2月28日 平成25年2月4日
000028 9000138517 ステーキ鉄板焼屋　ＧＯＧＲＡＣＥ 656-0025 洲本市本町5-4-26 第一大冨ビル201号 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 笹山 恵吾 淡路(洲健)第2-201 平成31年2月28日 令和7年2月28日 平成25年2月1日
000028 9000138566 株式会社嶋本食品 656-0313 南あわじ市松帆志知川154 799362089 魚介類販売業 一般 株式会社嶋本食品 代表取締役 嶋本 育史 656-0313 兵庫県南あわじ市松帆志知川154 799362089 淡路(洲健)第7-45 平成31年1月18日 令和7年2月28日 平成25年2月7日
000028 9000138567 株式会社嶋本食品　食肉製品加工場 656-0313 南あわじ市松帆志知川154 799362089 食肉製品製造業 一般 株式会社嶋本食品 代表取締役 嶋本 育史 656-0313 兵庫県南あわじ市松帆志知川154 799362089 淡路(洲健)第18-1 平成31年1月18日 令和7年2月28日 平成25年2月7日
000028 9000138682 お食事処 渡舟 656-2301 淡路市楠本112 799743432 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小橋 由子 淡路(洲健)第2-187 平成31年2月25日 令和7年2月28日 平成25年2月19日
000028 9000138750 南あわじ志知キャンパス　学生食堂 656-0484 南あわじ市志知佐礼尾370-1 799424845 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社JEI 代表取締役 太田 秀一郎 716-0018 岡山県高梁市伊賀町8番地 866223720 淡路(洲健)第2-168 平成31年1月18日 令和7年2月28日 平成25年2月28日
000028 9000138753 吉備国際大学　南あわじ志知キャンパス食堂Ⅱ 656-0484 南あわじ市志知佐礼尾370-1 799424845 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社JEI 代表取締役 太田 秀一郎 716-0018 岡山県高梁市伊賀町8番地 866223720 淡路(洲健)第2-167 平成31年1月18日 令和7年2月28日 平成25年2月28日
000028 9000138757 il Cielo (ｼｴﾛ) 656-0025 洲本市本町5-1-37 799230834 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小森 諭 淡路(洲健)第2-203 平成31年2月28日 令和7年2月28日 平成25年2月22日
000028 9000138765 ふぁん 656-2305 淡路市浦1179 菓子製造業 一般 勢戸 正子 淡路(洲健)第3-46 平成31年2月25日 令和7年2月28日 平成25年2月25日
000028 9000138806 イベント広場 656-2142 淡路市塩田新島8番地5 799621192 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＯＮＯＫＯＲＯ 代表取締役 津田 豊 656-2142 兵庫県淡路市塩田新島8番地5 799621192 淡路(洲健)第2-176 平成31年2月18日 令和7年2月28日 平成25年2月26日
000028 9000138813 海の見えるレストラン　イル・マーレ 656-2142 淡路市塩田新島8番地5 799621192 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＯＮＯＫＯＲＯ 代表取締役 津田 豊 656-2142 兵庫県淡路市塩田新島8番地5 799621192 淡路(洲健)第2-175 平成31年2月18日 令和7年2月28日 平成25年2月26日
000028 9000138814 海の見えるレストラン　イル・マーレ 656-2142 淡路市塩田新島8番地5 799621192 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＯＮＯＫＯＲＯ 代表取締役 津田 豊 656-2142 兵庫県淡路市塩田新島8番地5 799621192 淡路(洲健)第1-451 令和5年2月10日 令和11年2月28日 令和5年2月10日
000028 9000138815 パームツリー 656-2142 淡路市塩田新島8番地5 799621192 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＯＮＯＫＯＲＯ 代表取締役 津田 豊 656-2142 兵庫県淡路市塩田新島8番地5 799621192 淡路(洲健)第2-174 平成31年2月18日 令和7年2月28日 平成25年2月26日
000028 9000138816 パームツリー 656-2142 淡路市塩田新島8番地5 799621192 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＯＮＯＫＯＲＯ 代表取締役 津田 豊 656-2142 兵庫県淡路市塩田新島8番地5 799621192 淡路(洲健)第1-452 令和5年2月10日 令和12年2月28日 令和5年2月10日
000028 9000138817 ええもんうまいもん本舗カフェ 656-2142 淡路市塩田新島8番地5 799621192 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＯＮＯＫＯＲＯ 代表取締役 津田 豊 656-2142 兵庫県淡路市塩田新島8番地5 799621192 淡路(洲健)第2-173 平成31年2月18日 令和7年2月28日 平成25年2月26日
000028 9000138818 ええもんうまいもん本舗カフェ 656-2142 淡路市塩田新島8番地5 799621192 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＯＮＯＫＯＲＯ 代表取締役 津田 豊 656-2142 兵庫県淡路市塩田新島8番地5 799621192 淡路(洲健)第1-453 令和5年2月10日 令和11年2月28日 令和5年2月10日
000028 9000138940 オキフーズ 656-0502 南あわじ市福良乙1158 799520114 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 ㈱オキフーズ 代表取締役 沖 裕文 656-0502 兵庫県南あわじ市福良乙1158 799520114 淡路(洲健)第10-3 令和1年5月22日 令和7年5月31日 平成25年3月4日
000028 9000138966 沼島総合観光案内所　よしじん 656-0961 南あわじ市沼島2400 799536665 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 磯﨑 剛 淡路(洲健)第2-057 令和1年5月27日 令和7年5月31日 平成25年3月5日
000028 9000138967 沼島総合観光案内所　よしじん 656-0961 南あわじ市沼島2400 799536665 菓子製造業 一般 磯﨑 剛 淡路(洲健)第3-11 令和1年5月27日 令和7年5月31日 平成25年3月5日
000028 9000138971 株式会社　フローラルアイランド 656-2305 淡路市浦642-1 799752387 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社　フローラルアイランド 代表取締役 大木 章男 656-2305 兵庫県淡路市浦642-1 799752387 淡路(洲健)第14-7 平成30年5月21日 令和5年5月31日 平成25年3月5日
000028 9000138979 居酒屋　みーちゃん 656-0436 南あわじ市八木新庄321-7 飲食店営業(4)その他 一般 藤川 瑞江 淡路(洲健)第2-42 令和1年5月23日 令和7年5月31日 平成25年3月6日
000028 9000138990 LA　CASA　VECCHIA 656-2334 淡路市釜口1225 799746441 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 米村 幸起 淡路(洲健)第2-67 令和1年5月27日 令和7年5月31日 平成25年3月8日
000028 9000138995 淡路島ブルース 656-0025 洲本市本町6丁目1-19 飲食店営業(4)その他 一般 植田 弦 淡路(洲健)第2-75 令和1年5月29日 令和7年5月31日 平成25年3月7日
000028 9000139029 Millet marche ソラ 656-0425 南あわじ市榎列小榎列183 799384014 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木下 博允 淡路(洲健)第2-043 令和1年5月23日 令和7年5月31日 平成25年3月13日
000028 9000139030 Millet marche ソラ 656-0425 南あわじ市榎列小榎列183 799384014 菓子製造業 一般 木下 博允 淡路(洲健)第3-006 令和1年5月23日 令和7年5月31日 平成25年3月13日
000028 9000139086 市原水産 656-2541 洲本市由良3丁目9-14 799270527 魚介類販売業 一般 市原 尋美 淡路(洲健)第7-6 令和1年5月17日 令和7年5月31日 平成25年3月14日
000028 9000139121 特別養護老人ホーム　翁寿園内厨房 656-0446 南あわじ市八木寺内373-1 799426006 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 富士産業株式会社 代表取締役社長 中村 勝彦 105-0004 東京都港区新橋5丁目32-7 354006111 淡路(洲健)第2-58 令和2年5月27日 令和9年5月31日 平成25年3月19日
000028 9000139122 あわじ障害者多機能施設ウインズ・きらら内厨房 656-0452 南あわじ市神代浦壁199 799432811 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 富士産業株式会社 代表取締役社長 中村 勝彦 105-0004 東京都港区新橋5丁目32-7 354006111 淡路(洲健)第2-031 令和1年5月20日 令和7年5月31日 平成25年3月19日
000028 9000139123 特別養護老人ホーム　すいせんホーム内厨房 656-0513 南あわじ市賀集野田764 799530030 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 富士産業株式会社 代表取締役社長 中村 勝彦 105-0004 東京都港区新橋5丁目32-7 354006111 淡路(洲健)第2-032 令和1年5月21日 令和7年5月31日 平成25年3月19日
000028 9000139177 cafe　KURUMA28 656-2311 淡路市久留麻28-38 799743010 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 佳津江 淡路(洲健)第2-70 令和1年5月27日 令和7年5月31日 平成25年3月22日
000028 9000139179 カラオケ喫茶・・・・・・鯉櫻 656-0122 南あわじ市広田広田1225 799536502 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 樫原 ひとみ 淡路(洲健)第2-012 令和1年5月16日 令和7年5月31日 平成25年3月22日
000028 9000139205 美湯 松帆の郷 000-0000 淡路島内一円 799732333 飲食店営業(4)その他 露店 (株)キャトルセゾン松帆 代表取締役 岸本 保 656-2401 兵庫県淡路市岩屋3570-4 799732333 淡路(洲健)第2-34 平成30年5月18日 令和5年5月31日 平成25年3月26日
000028 9000139213 淡路ファームパーク　イングランドの丘 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 南淡路農業公園株式会社 代表取締役 馬部 総一郎 656-0443 兵庫県南あわじ市八木養宜上1401 799432626 淡路(洲健)第2-13 平成30年5月11日 令和5年5月31日 平成25年3月26日
000028 9000139245 花屋敷 656-2306 淡路市夢舞台2131-3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ユーアールエー（株） 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯6 799743257 淡路(洲健)第2-48 令和1年5月23日 令和7年5月31日 平成25年3月26日
000028 9000139247 パルシェ香りの館 656-1501 淡路市尾崎3025-1 799851162 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社淡路島パルシェ 代表取締役 石井 廣志 656-1501 兵庫県淡路市尾崎3025-1 799851162 淡路(洲健)第14-9 平成30年5月28日 令和5年5月31日 平成25年3月26日
000028 9000139253 淡路栄光園事業所 656-2401 淡路市岩屋3373 799724131 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　LEOC 代表取締役 田島 利行 100-0004 東京都千代田区大手町一丁目1番3号 352208550 淡路(洲健)第2-63 令和1年5月27日 令和7年5月31日 平成25年3月26日
000028 9000139256 パルシェ香りの湯 656-1501 淡路市尾崎3020-1 799851126 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社淡路島パルシェ 代表取締役 石井 廣志 656-1501 兵庫県淡路市尾崎3025-1 799851162 淡路(洲健)第2-60 令和1年5月27日 令和7年5月31日 平成25年3月26日
000028 9000139257 パルシェ香りの館 656-1501 淡路市尾崎3025-1 799851162 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社淡路島パルシェ 代表取締役 石井 廣志 656-1501 兵庫県淡路市尾崎3025-1 799851162 淡路(洲健)第2-61 令和1年5月27日 令和7年5月31日 平成25年3月26日



000028 9000139290 北坂 656-1602 淡路市育波1304-1 799840515 食肉販売業 一般 北坂 勝 淡路(洲健)第17-7 令和1年5月27日 令和7年5月31日 平成25年3月27日
000028 9000139310 南あわじクア施設　さんゆ～館 656-0451 南あわじ市神代社家2332 799433939 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　かいげつ 代表取締役 齋藤 敦夫 656-0022 兵庫県洲本市海岸通1-3-11 799221100 淡路(洲健)第2-009 令和1年5月16日 令和7年5月31日 平成25年3月28日
000028 9000139311 南あわじクア施設　さんゆ～館 656-0451 南あわじ市神代社家2332 799433939 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　かいげつ 代表取締役 齋藤 敦夫 656-0022 兵庫県洲本市海岸通1-3-11 799221100 淡路(洲健)第2-010 令和1年5月16日 令和7年5月31日 平成25年3月28日
000028 9000139312 南あわじクア施設　さんゆ～館 656-0451 南あわじ市神代社家2332 799433939 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社　かいげつ 代表取締役 齋藤 敦夫 656-0022 兵庫県洲本市海岸通1-3-11 799221100 淡路(洲健)第14-1 平成30年4月20日 令和5年5月31日 平成25年3月28日
000028 9000139358 株式会社鳴門千鳥本舗 656-2306 淡路市夢舞台２展望テラス1Ｆ 799741234 喫茶店営業 一般 (株)鳴門千鳥本舗 代表取締役 浅井 泰志 656-0141 兵庫県南あわじ市中条広田1360 799450019 淡路(洲健)第12-6 令和1年5月27日 令和7年5月31日 平成25年3月29日
000028 9000139359 花屋敷屋台 656-2306 淡路市夢舞台8-10淡路島国営明石海峡公園内 飲食店営業(4)その他 露店 ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯6 799743257 淡路(洲健)第2-44 平成30年5月18日 令和5年5月31日 平成25年3月29日
000028 9000139411 シルク 656-2132 淡路市志筑新島5-2　淡路市商工会館1階 799627188 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 油谷 美香 淡路(洲健)第2-59 令和1年5月27日 令和7年5月31日 平成25年4月3日
000028 9000139417 デイサービスセンター　元気の家 656-0122 南あわじ市広田広田460-1 799443335 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 D.DREAMS合同会社 代表社員 伊達 弘泰 656-0122 兵庫県南あわじ市広田広田464-1 799452433 淡路(洲健)第2-.37 令和1年5月22日 令和7年5月31日 平成25年4月3日
000028 9000139437 花屋敷 656-2306 淡路市夢舞台2131-3 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー ユーアールエー（株） 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯6 799743257 淡路(洲健)第14-4 平成30年5月21日 令和5年5月31日 平成25年4月5日
000028 9000139505 カレーハウスCoCo壱番屋　洲本インター店 656-0122 南あわじ市広田広田547-2 799443330 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社 Yellow Leaves 代表取締役 東田 隆明 656-0122 兵庫県南あわじ市広田広田547-2 799443330 淡路(洲健)第2-40 令和1年5月23日 令和7年5月31日 平成25年4月11日
000028 9000139609 淡路市立陶芸館 656-2305 淡路市浦668-1 799752585 飲食店営業(4)その他 一般 舞鶴トレード株式会社 代表取締役 桂 泰昭 624-0853 京都府舞鶴市南田辺3-18 662712727 淡路(洲健)第2-53 令和1年5月24日 令和7年5月31日 平成25年4月18日
000028 9000139610 彩羽 656-2131 淡路市志筑3470 799623579 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮本 大資 淡路(洲健)第2-69 令和1年5月27日 令和7年5月31日 平成25年4月18日
000028 9000139643 のじまスコーラ　パン工房 656-1721 淡路市野島蟇浦841-5 799821820 菓子製造業 一般 株式会社パソナふるさとインキュベーション 代表取締役 瀬川 康弘 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦841-5 799821820 淡路(洲健)第3-10 令和1年5月23日 令和7年5月31日 平成25年4月19日
000028 9000139650 職員食堂 656-0021 洲本市塩屋1丁目1番137号　淡路医療センター内２F 799221200 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社光洋 代表取締役 高木 孝昌 236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦一丁目5番1号 457527000 淡路(洲健)第2-57 令和2年5月27日 令和9年5月31日 平成25年4月22日
000028 9000139651 レストラン「ビアンモール」 656-0021 洲本市塩屋1丁目1番137号淡路医療センター内１F 799221200 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社光洋 代表取締役 高木 孝昌 236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦一丁目5番1号 457527000 淡路(洲健)第2-2 令和1年5月8日 令和7年5月31日 平成25年4月22日
000028 9000139653 売店「グリーンリーブスモール」 656-0021 洲本市塩屋1丁目1番137号淡路医療センター内1F 799221200 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社光洋 代表取締役 高木 孝昌 236-0004 神奈川県横浜市金沢区福浦一丁目5番1号 457012203 淡路(洲健)第2-8 令和1年5月8日 令和7年5月31日 平成25年4月22日
000028 9000139667 淡路島観光ホテル（サブ厨房） 656-0023 洲本市小路谷1053-17 799260111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社淡路島観光ホテル 代表取締役 上村 早苗 656-0023 兵庫県洲本市小路谷1053-17 799260111 淡路(洲健)第2-26 令和1年5月17日 令和7年5月31日 平成25年4月24日
000028 9000139747 のじまスコーラ人形焼 000-0000 淡路島島内一円 菓子製造業 露店 株式会社パソナふるさとインキュベーション 代表取締役 瀬川 康弘 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦841-5 799821820 淡路(洲健)第3-10 平成30年5月21日 令和5年5月31日 平成25年4月26日
000028 9000139750 淡路ワールドパークＯＮＯＫＯＲＯ 656-2142 淡路市塩田新島8番地5 799621192 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社ＯＮＯＫＯＲＯ 代表取締役 津田 豊 656-2142 兵庫県淡路市塩田新島8番地5 799621192 淡路(洲健)第2-36 平成30年5月18日 令和5年5月31日 平成25年4月26日
000028 9000139767 リハビリ特化型デイサービス　みんなの家 656-0502 南あわじ市福良乙12番地 799522227 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ウェルネスプロジェクト 代表取締役 谷口 岳穂 656-0502 兵庫県南あわじ市福良乙12番地 799522227 淡路(洲健)第2-041 令和1年5月23日 令和7年5月31日 平成25年4月30日
000028 9000139817 由良町漁業協同組合 000-0000 淡路島島内一円 飲食店営業(4)その他 露店 由良町漁業協同組合 代表理事 川野 正二 656-2543 兵庫県洲本市由良町由良1-20-29 799270555 淡路(洲健)第2-3 平成30年4月18日 令和5年5月31日 平成25年5月2日
000028 9000139848 パルシェ香りの館 000-0000 淡路島一円 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社淡路島パルシェ 石井 廣志 656-1501 兵庫県淡路市尾崎3025番地1 799851162 淡路(洲健)第2-57 平成30年5月28日 令和5年5月31日 平成25年3月27日
000028 9000139851 淡路翁 656-1732 淡路市小田1143-4 799704201 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三木 大 淡路(洲健)第2-46 令和1年5月23日 令和7年5月31日 平成25年5月9日
000028 9000139922 三洋ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｻｰﾋﾞｽ洲本本部第4工場1F中央外左 656-0017 洲本市上内膳221-1 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 淡路(洲健)第12-8 平成30年5月23日 令和5年5月31日 平成25年5月10日
000028 9000140018 新生食品㈱ 656-0477 南あわじ市市徳長670 799424045 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 新生食品株式会社 代表取締役 堀川 明広 656-0477 兵庫県南あわじ市市徳長670 799424045 淡路(洲健)第10-04 令和1年5月23日 令和7年5月31日 平成25年5月29日
000028 9000140247 カフェ ごはん 杏沙莉 656-0013 洲本市下加茂1丁目1-42 ベルコモンズ1Ｆ 799243990 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大山 晶子 淡路(洲健)第2-3 令和1年5月8日 令和7年5月31日 平成25年5月30日
000028 9000140344 ファミリーキッチン　Poco　a　Poco 656-2224 淡路市大谷867-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中山 伸二 淡路(洲健)第2-142 令和1年8月30日 令和7年8月31日 平成25年6月6日
000028 9000140464 株式会社　北京屋本舗 656-0541 南あわじ市阿万上町1227 799551013 食肉販売業 一般 株式会社　北京屋本舗 代表取締役 郷 一成 656-0541 兵庫県南あわじ市阿万上町1227 799551013 淡路(洲健)第17-20 令和1年8月5日 令和7年8月31日 平成25年6月20日
000028 9000140556 山本商店Ａ 656-0022 洲本市海岸通1丁目871番１ 飲食店営業(4)その他 露店 山本 國男 淡路(洲健)第2-68 平成30年7月18日 令和5年8月31日 平成25年6月25日
000028 9000140557 山本商店Ｂ 656-0022 洲本市海岸通1丁目871番1 飲食店営業(4)その他 露店 山本 祐輝 淡路(洲健)第2-67 平成30年7月18日 令和5年8月31日 平成25年6月25日
000028 9000140566 鉄板焼　純 656-2131 淡路市志筑3341-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 本荘 千津 淡路(洲健)第2-139 令和1年8月29日 令和7年8月31日 平成25年6月25日
000028 9000140590 淡路信用金庫 本店 社員食堂 656-0012 洲本市宇山3-5-25 799221020 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社リエイ 代表取締役 椛澤 一 279-0012 千葉県浦安市入船1-5-2 ＮＢＦ新浦安タワー11Ｆ 473558181 淡路(洲健)第2-129 令和2年8月21日 令和9年8月31日 平成25年6月27日
000028 9000140621 鉄板焼　水軍 656-0961 南あわじ市沼島2402 799570338 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷口 正三 淡路(洲健)第2-94 令和1年8月5日 令和7年8月31日 平成25年6月28日
000028 9000140678 有限会社奥水産 656-1531 淡路市江井3186-4 799860031 魚介類販売業 一般 有限会社奥水産 取締役 奥 富美男 656-1531 兵庫県淡路市江井3186-4 799860031 淡路(洲健)第7-17 令和1年8月26日 令和7年8月31日 平成25年7月5日
000028 9000140679 有限会社奥水産 656-1531 淡路市江井3186-4 799860031 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 有限会社奥水産 取締役 奥 富美男 656-1531 兵庫県淡路市江井3186-4 799860031 淡路(洲健)第10-6 令和1年8月26日 令和7年8月31日 平成25年7月5日
000028 9000140772 Ｐｏｐｉ 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦2536 799340329 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橋本 正子 淡路(洲健)第2-85 令和1年7月24日 令和7年8月31日 平成25年7月11日
000028 9000140779 VIORIN 656-2311 淡路市久留麻2004-2 799742854 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大倉 知映 淡路(洲健)第2-141 令和1年8月30日 令和7年8月31日 平成25年7月11日
000028 9000140780 平岡農園　移動販売 000-0000 淡路島一円 799222729 飲食店営業(4)その他 露店 平岡 龍麿 淡路(洲健)第2-117 平成30年8月21日 令和5年8月31日 平成25年7月11日
000028 9000140818 南あわじ市商工会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 799424721 飲食店営業(4)その他 露店 南あわじ市商工会 会長 森 長義 656-0474 兵庫県南あわじ市市市299-2 799424721 淡路(洲健)第2-91 平成30年8月1日 令和5年8月31日 平成25年7月17日
000028 9000141097 株式会社ショーゼンファーム 656-2154 淡路市木曽下177-1 799649222 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社ショーゼンファーム 代表取締役 五反田 哲男 656-2154 兵庫県淡路市木曽下162番地3 799626888 淡路(洲健)第10-11 令和2年8月19日 令和9年8月31日 平成25年7月25日
000028 9000141098 株式会社ショーゼンファーム 656-2154 淡路市木曽下177-1 799649222 そうざい製造業 一般 株式会社ショーゼンファーム 代表取締役 五反田 哲男 656-2154 兵庫県淡路市木曽下162番地3 799626888 淡路(洲健)第26-14 令和2年8月19日 令和9年8月31日 平成25年7月25日
000028 9000141152 マイマート三原 656-0425 南あわじ市榎列小榎列192 799422881 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社　マイ・マート 代表取締役 656-0101 兵庫県洲本市納85-1 799260080 淡路(洲健)第2-93 令和1年8月5日 令和7年8月31日 平成25年7月26日
000028 9000141153 マイマート三原 656-0425 南あわじ市榎列小榎列192 799422881 魚介類販売業 一般 株式会社　マイ・マート 代表取締役 656-0101 兵庫県洲本市納85-1 799260080 淡路(洲健)第7-12 令和1年8月5日 令和7年8月31日 平成25年7月26日
000028 9000141154 マイマート三原 656-0425 南あわじ市榎列小榎列192 799422881 食肉販売業 一般 株式会社　マイ・マート 代表取締役 656-0101 兵庫県洲本市納85-1 799260080 淡路(洲健)第17-21 令和1年8月5日 令和7年8月31日 平成25年7月26日
000028 9000141155 マイマート三原 656-0425 南あわじ市榎列小榎列192 799422881 そうざい製造業 一般 株式会社　マイ・マート 代表取締役 656-0101 兵庫県洲本市納85-1 799260080 淡路(洲健)第26-8 令和1年8月5日 令和7年8月31日 平成25年7月26日
000028 9000141243 ゲストハウス花野 656-2212 淡路市佐野1719-5 799650807 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 花野 恵介 淡路(洲健)第2-115 令和1年8月26日 令和7年8月31日 平成25年7月30日
000028 9000141356 ファミリーマート志筑店 656-2131 淡路市志筑3111-13 799600103 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　尋 代表取締役 沖田 浩史 656-0023 兵庫県洲本市小路谷1281-5 799244155 淡路(洲健)第2-112 令和1年8月26日 令和7年8月31日 平成25年8月6日
000028 9000141367 洲本給食センター 656-0002 洲本市中川原町中川原222-1 799281541 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社 東洋食品 代表取締役 荻久保 英男 110-0015 東京都台東区東上野1-14-4 338361291 淡路(洲健)第1-208 令和3年8月26日 令和11年8月31日 令和3年8月26日
000028 9000141399 淡路手延素麺協同組合 000-0000 島内一円 飲食店営業(4)その他 露店 淡路手延素麺協同組合 代表理事 森崎 英毅 656-0502 兵庫県南あわじ市福良乙1573-3 799520701 淡路(洲健)第2-96 平成30年8月6日 令和5年8月31日 平成25年8月8日
000028 9000141470 洲本農園 656-0046 洲本市金屋659 799384066 飲食店営業(4)その他 一般 前野 雄太 淡路(洲健)第2-132 令和1年8月26日 令和7年8月31日 平成25年8月13日
000028 9000141486 砂川商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 砂川 昌之 淡路(洲健)第2-93 平成30年8月3日 令和5年8月31日 平成25年8月14日
000028 9000141487 砂川商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 砂川 昌之 淡路(洲健)第3-22 平成30年8月3日 令和5年8月31日 平成25年8月14日
000028 9000141510 がんこおやじ営業部 000-0000 淡路島一円 799625084 飲食店営業(4)その他 露店 薮田 晴久 淡路(洲健)第2-122 平成30年8月21日 令和5年8月31日 平成25年8月21日
000028 9000141545 特定非営利活動法人　いちばん星 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 特定非営利活動法人　いちばん星 理事 山口 勇樹 656-0478 兵庫県南あわじ市市福永572 799425556 淡路(洲健)第2-92 平成30年8月1日 令和5年8月31日 平成25年8月21日
000028 9000141697 ファミリーマート　淡路かもり店 656-0427 南あわじ市榎列松田字西ノ内706-6 799435131 飲食店営業(4)その他 一般 斉藤 文也 淡路(洲健)第2-95 令和1年8月5日 令和7年8月31日 平成25年8月28日
000028 9000141713 凧好 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 自動車 佐野 好秀 淡路(洲健)第2-107 平成30年8月20日 令和5年8月31日 平成25年8月28日
000028 9000141947 一般社団法人 淡路島観光協会 000-0000 淡路島内一円 799255820 飲食店営業(4)その他 露店 一般社団法人 淡路島観光協会 代表理事 樫本 文昭 656-0027 兵庫県洲本市港2番43号 799255820 淡路(洲健)第2-164 平成30年11月21日 令和5年11月30日 平成25年9月19日
000028 9000141989 いずみ会 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 露店 堀川 ソトミ 淡路(洲健)第2-141 平成30年11月2日 令和5年11月30日 平成25年9月20日
000028 9000142049 海鮮料理きとら洲本店 656-0121 南あわじ市山添308-3 799443030 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社きとらフードサービス 代表取締役 橋本 満仁 656-0121 兵庫県南あわじ市山添308-3 799443030 淡路(洲健)第2-151 令和2年10月13日 令和9年11月30日 平成25年10月1日
000028 9000142060 ＫＵＮ　ＣＡＦＥ 656-2131 淡路市志筑1883 799621353 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 別所 薫 淡路(洲健)第2-179 令和1年11月22日 令和7年11月30日 平成25年9月27日
000028 9000142085 mamma CAMOMILLA（マンマ・カモミッラ） 656-0427 南あわじ市榎列松田170-1 799422128 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 温泉 律子 淡路(洲健)第2-166 令和1年11月15日 令和7年11月30日 平成25年9月27日
000028 9000142157 海鮮料理　きとら　津名店 656-2163 淡路市中田4139-4 799621103 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社きとらフードサービス 代表取締役 橋本 満仁 656-0121 兵庫県南あわじ市山添308-3 799443030 淡路(洲健)第2-188 令和1年11月25日 令和7年11月30日 平成25年10月3日
000028 9000142175 タワーコーヒー 000-0000 淡路島内一円 喫茶店営業 露店 平野 比呂志 淡路(洲健)第12-30 平成30年11月8日 令和5年11月30日 平成25年10月8日
000028 9000142190 海鮮料理きとら淡路夢舞台店 656-2306 淡路市夢舞台2番地 799745650 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　きとらフードサービス 代表取締役 橋本 満仁 656-0121 兵庫県南あわじ市山添308-3 799443030 淡路(洲健)第2-187 令和1年11月25日 令和7年11月30日 平成25年10月4日
000028 9000142196 あいあい作業所保護者会 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 露店 寒風 和代 淡路(洲健)第2-146 平成30年11月12日 令和5年11月30日 平成25年10月7日
000028 9000142225 児島岩吉商店 656-0425 南あわじ市榎列小榎列248 799422017 かん詰又はびん詰食品製造業 一般 児島 一雄 淡路(洲健)第11-1 令和1年11月14日 令和7年11月30日 平成25年10月8日
000028 9000142254 郷土料理 ちょぼや 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 露店 長尾 眞奈美 淡路(洲健)第2-155 平成30年11月19日 令和5年11月30日 平成25年10月11日
000028 9000142267 岡部水産 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦630 799340273 魚介類販売業 一般 岡部 和憲 淡路(洲健)第7-26 令和1年11月15日 令和7年11月30日 平成25年10月11日
000028 9000142316 淡路翁 656-1732 淡路市小田1143-4 799704201 めん類製造業 一般 三木 大 淡路(洲健)第25-3 令和1年11月25日 令和7年11月30日 平成25年10月15日
000028 9000142328 淡路じゃのひれバーベキューガーデン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山形屋水産株式会社 代表取締役 山形 収司 656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲1528-32 799502560 淡路(洲健)第2-135 平成30年10月24日 令和5年11月30日 平成25年10月17日
000028 9000142523 喫茶スナック　ミクマ 656-0022 洲本市海岸通2-7-9 799220390 飲食店営業(4)その他 一般 三熊 年 淡路(洲健)第2-165 令和1年11月15日 令和7年11月30日 平成25年10月31日
000028 9000142550 社会福祉法人　南あわじ市社会福祉協議会 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 露店 社会福祉法人　南あわじ市社会福祉協議会 会長 阿部 昌弘 656-0122 兵庫県南あわじ市広田広田1064 799443007 淡路(洲健)第2-140 平成30年11月2日 令和5年11月30日 平成25年11月5日
000028 9000142587 Nobby 656-2301 淡路市楠本201-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 玉川 弘実 淡路(洲健)第2-205 令和1年11月27日 令和7年11月30日 平成25年11月7日
000028 9000142603 洲本商工会議所 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 洲本商工会議所 会頭 木下 紘一 656-0025 兵庫県洲本市本町3丁目3-25 799222571 淡路(洲健)第2-156 平成30年11月19日 令和5年11月30日 平成25年11月7日
000028 9000142608 株式会社　嶋本食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社　嶋本食品 代表取締役 嶋本 育史 656-0313 兵庫県南あわじ市松帆志知川154 799362089 淡路(洲健)第2-136 平成30年10月24日 令和5年11月30日 平成25年11月8日
000028 9000142649 マルコウ 656-2401 淡路市岩屋925-22 799722302 そうざい製造業 一般 吉田 光佑 淡路(洲健)第26-12 令和1年11月27日 令和7年11月30日 平成25年11月12日
000028 9000142663 いたりあ亭 656-0026 洲本市栄町3丁目1-43 799245399 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 米野 洋平 淡路(洲健)第2-153 令和1年11月15日 令和7年11月30日 平成25年11月12日
000028 9000142685 マサノリ 656-1602 淡路市育波字四斗星387 799841126 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山下 雅令 淡路(洲健)第2-198 令和1年11月25日 令和7年11月30日 平成25年11月13日
000028 9000142783 味楽 656-2132 淡路市志筑新島10-50 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 駒 宗一 淡路(洲健)第2-184 令和1年11月25日 令和6年11月30日 平成25年11月19日
000028 9000142829 山下商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 山下 伸一 淡路(洲健)第3-35 平成30年11月27日 令和5年11月30日 平成25年11月21日
000028 9000142929 あわじ浜離宮 656-0304 南あわじ市松帆古津路970番地81 799363111 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社　あわじ浜離宮 代表取締役 木下 紘一 656-0304 兵庫県南あわじ市松帆古津路970番地81 799363111 淡路(洲健)第2-140 令和2年10月5日 令和9年11月30日 平成25年11月27日
000028 9000142931 喫茶　松原　（あわじ浜離宮） 656-0304 南あわじ市松帆古津路970番地81 799363111 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　あわじ浜離宮 代表取締役 木下 紘一 656-0304 兵庫県南あわじ市松帆古津路970番地81 799363111 淡路(洲健)第2-149 令和1年11月14日 令和7年11月30日 平成25年11月27日
000028 9000143035 カラオケ喫茶リンクル 656-1501 淡路市尾崎4315-6 799850010 飲食店営業(4)その他 一般 金沢 修一 淡路(洲健)第2-178 令和1年11月22日 令和7年11月30日 平成25年11月29日
000028 9000143091 ㈲エイエムイ－企画（4） 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 露店 ㈲エイエムイ－企画 代表取締役 榎本 俊夫 656-0456 兵庫県南あわじ市神代地頭方1360-17 799425650 淡路(洲健)第2-172 平成31年2月15日 令和6年2月29日 平成25年12月5日
000028 9000143092 ㈲エイエムイ－企画（5） 000-0000 淡路島内一円 菓子製造業 露店 ㈲エイエムイ－企画 代表取締役 榎本 俊夫 656-0456 兵庫県南あわじ市神代地頭方1360-17 799425650 淡路(洲健)第3-42 平成31年2月15日 令和6年2月29日 平成25年12月5日
000028 9000143093 ㈲エイエムイ－企画（6） 000-0000 淡路島内一円 菓子製造業 露店 ㈲エイエムイ－企画 代表取締役 榎本 俊夫 656-0456 兵庫県南あわじ市神代地頭方1360-17 799425650 淡路(洲健)第3-43 平成31年2月15日 令和6年2月29日 平成25年12月5日
000028 9000143149 ファミリーマート 洲本バイパス店 656-0055 洲本市大野字平成1865番他1筆(1866番) 799252025 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社 尋 代表取締役 沖田 浩史 656-0023 兵庫県洲本市小路谷1281-5 799244155 淡路(洲健)第2-233 令和2年2月19日 令和8年2月28日 平成25年12月10日
000028 9000143178 うどん工房　淡家 656-0461 南あわじ市市円行寺533 799204362 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山形 隆徳 淡路(洲健)第2-220 令和2年2月6日 令和8年2月28日 平成25年12月12日
000028 9000143277 こみち食堂（りんどう） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 野口 純子 淡路(洲健)第2-199 平成31年2月26日 令和6年2月29日 平成25年12月19日
000028 9000143304 下木家 656-1531 淡路市江井2857-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 下木 有香 淡路(洲健)第2-268 令和2年2月25日 令和8年2月28日 平成25年12月20日
000028 9000143323 ごはん屋カフェ まつもと 656-2543 洲本市由良町由良580-7 799271070 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松本 紀子 淡路(洲健)第2-231 令和2年2月19日 令和8年2月28日 平成25年12月24日
000028 9000143328 山本商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山本 国男 淡路(洲健)第2-202 平成31年2月28日 令和6年2月29日 平成25年12月24日
000028 9000143329 松下商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 松下 紀子 淡路(洲健)第2-204 平成31年2月28日 令和6年2月29日 平成25年12月24日
000028 9000143332 ゑびす屋旅館 656-0551 南あわじ市灘土生210 799560008 飲食店営業(3)旅館 一般 江本 豊隆 淡路(洲健)第2-213 令和2年1月28日 令和8年2月28日 平成25年12月24日
000028 9000143359 佐々木商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 佐々木 剛 淡路(洲健)第2-205 平成31年2月28日 令和6年2月29日 平成25年12月24日
000028 9000143360 佐々木商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 佐々木 剛 淡路(洲健)第3-48 平成31年2月28日 令和6年2月29日 平成25年12月24日
000028 9000143423 千里十里 656-0101 洲本市納231-8 799245035 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 原 竜也 淡路(洲健)第2-243 令和2年2月25日 令和8年2月28日 平成26年1月7日
000028 9000143447 津名漁業協同組合せり売場 656-2223 淡路市生穂1553-7 799640107 魚介類せり売営業 一般 津名漁業協同組合 代表理事組合長 中川 雄二 656-2223 兵庫県淡路市生穂1553-7 799640107 淡路(洲健)第8-1 令和2年2月26日 令和8年2月28日 平成26年1月10日
000028 9000143453 べっぴん倶楽部　Ｂ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 橋本 和美 淡路(洲健)第2-171 平成31年2月15日 令和6年2月29日 平成26年1月14日
000028 9000143460 株式会社　長太 656-2401 淡路市岩屋70-8 799732577 魚介類販売業 一般 株式会社　長太 代表取締役 山崎 一馬 656-2401 兵庫県淡路市岩屋70-8 799732577 淡路(洲健)第7-41 令和2年2月26日 令和8年2月28日 平成26年1月14日
000028 9000143461 株式会社　長太 656-2401 淡路市岩屋70-8 799732577 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社　長太 代表取締役 山崎 一馬 656-2401 兵庫県淡路市岩屋70-8 799732577 淡路(洲健)第10-11 令和2年2月26日 令和8年2月28日 平成26年1月14日
000028 9000143464 カフェ　オアシス 656-2401 淡路市岩屋2674-3淡路ハイウエイオアシス 799720220 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯6番地 799743257 淡路(洲健)第2-262 令和2年2月25日 令和8年2月28日 平成26年1月14日
000028 9000143465 カフェ　オアシス 656-2401 淡路市岩屋2674-3淡路ハイウエイオアシス 799720220 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯6番地 799743257 淡路(洲健)第14-20 平成31年2月20日 令和6年2月29日 平成26年1月14日
000028 9000143500 くいもんや　たくみ 656-2131 淡路市志筑129-1 799622072 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 徳永 貴明 淡路(洲健)第2-273 令和2年2月26日 令和8年2月28日 平成26年1月16日
000028 9000143555 お好み焼　ねづ 656-0501 南あわじ市福良甲1312-2 799520257 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 根津 千代美 淡路(洲健)第2-239 令和2年2月20日 令和8年2月28日 平成26年1月21日
000028 9000143588 五色町商工会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 五色町商工会 会長 砂尾 治 656-1301 兵庫県洲本市五色町都志202 799330450 淡路(洲健)第2-188 平成31年2月25日 令和6年2月29日 平成26年1月27日
000028 9000143638 亘 656-2131 淡路市志筑3266-1 799623737 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　亙 代表取締役 坂本 亙生 656-2131 兵庫県淡路市志筑1871-15 799624040 淡路(洲健)第2-257 令和2年2月25日 令和8年2月28日 平成26年1月28日
000028 9000143639 亘 656-2131 淡路市志筑3266-1 799623737 そうざい製造業 一般 株式会社　亙 代表取締役 坂本 亙生 656-2131 兵庫県淡路市志筑1871-15 799624040 淡路(洲健)第26-18 令和2年2月25日 令和8年2月28日 平成26年1月28日
000028 9000143654 淡路サービスエリア下り線  外向き店舗（たこぷん） 656-2401 淡路市岩屋2568 799725571 飲食店営業(4)その他 一般 淡路ルートサービス株式会社 代表取締役 井植 貞雄 656-2401 兵庫県淡路市岩屋2568 799732000 淡路(洲健)第2-278 令和2年2月27日 令和8年2月28日 平成26年1月29日
000028 9000143655 淡路サービスエリア下り線外向き店舗（チソラ） 656-2401 淡路市岩屋2568 799725571 飲食店営業(4)その他 一般 淡路ルートサービス株式会社 代表取締役 井植 貞雄 656-2401 兵庫県淡路市岩屋2568 799732000 淡路(洲健)第2-276 令和2年2月27日 令和8年2月28日 平成26年1月29日
000028 9000143656 淡路サービスエリア下り線外向き店舗（チソラ） 656-2401 淡路市岩屋2568 799725571 菓子製造業 一般 淡路ルートサービス株式会社 代表取締役 井植 貞雄 656-2401 兵庫県淡路市岩屋2568 799732000 淡路(洲健)第3-81 令和2年2月27日 令和8年2月28日 平成26年1月29日
000028 9000143657 淡路サービスエリア下り線外向き店舗（チソラ） 656-2401 淡路市岩屋2568 799725589 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 淡路ルートサービス株式会社 代表取締役 井植 貞雄 656-2401 兵庫県淡路市岩屋2568 799732000 淡路(洲健)第14-20 平成31年2月20日 令和6年2月29日 平成26年1月29日



000028 9000143660 淡路サービスエリア　下り線  外向き店舗（おかげ家） 656-2401 淡路市岩屋2568 799725571 飲食店営業(4)その他 一般 淡路ルートサービス株式会社 代表取締役社長 井植 貞雄 656-2401 兵庫県淡路市岩屋2568 799732000 淡路(洲健)第2-275 令和2年2月27日 令和8年2月28日 平成26年1月29日
000028 9000143674 カラオケ喫茶てるちゃん 656-2225 淡路市生穂新島1-2 飲食店営業(4)その他 一般 平山 てる子 淡路(洲健)第2-267 令和2年2月25日 令和8年2月28日 平成26年1月30日
000028 9000143675 淡路サービスエリア下り線外向き店舗  （ほっこり家） 656-2401 淡路市岩屋2568 799725571 飲食店営業(4)その他 一般 淡路ルートサービス株式会社 代表取締役 井植 貞雄 656-2401 兵庫県淡路市岩屋2568 799732000 淡路(洲健)第2-279 令和2年2月27日 令和8年2月28日 平成26年1月29日
000028 9000143676 淡路サービスエリア下り線外向き店舗  （ほっこり家） 656-2401 淡路市岩屋2568 799725571 菓子製造業 一般 淡路ルートサービス株式会社 代表取締役 井植 貞雄 656-2401 兵庫県淡路市岩屋2568 799732000 淡路(洲健)第3-82 令和2年2月27日 令和8年2月28日 平成26年1月29日
000028 9000143683 淡路サービスエリア　下り線　売店 656-2401 淡路市岩屋2568 799725571 飲食店営業(4)その他 一般 淡路ルートサービス株式会社 代表取締役社長 井植 貞雄 656-2401 兵庫県淡路市岩屋2568 799732000 淡路(洲健)第2-277 令和2年2月27日 令和8年2月28日 平成26年1月30日
000028 9000143712 きらく 656-0025 洲本市本町4-3-4　ライブビル1F 799260103 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石留 恵子 淡路(洲健)第2-241 令和2年2月25日 令和8年2月28日 平成26年2月3日
000028 9000143743 夢樂舟 656-1512 淡路市北山190-5 799852248 飲食店営業(4)その他 一般 魚住 真美 淡路(洲健)第2-270 令和2年2月25日 令和8年2月28日 平成26年2月4日
000028 9000143748 ウエルネスパーク五色 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 一般財団法人 五色ふるさと振興公社 理事長 浜辺 学 656-1301 兵庫県洲本市五色町都志1087 799331600 淡路(洲健)第2-196 平成31年2月26日 令和6年2月29日 平成26年2月5日
000028 9000143769 洋菓子のたかた 000-0000 淡路島内一円 喫茶店営業 露店 (有)たかた 取締役 高田 和明 656-2131 兵庫県淡路市志筑3266-1 799624144 淡路(洲健)第12-38 平成31年2月25日 令和6年2月29日 平成26年2月6日
000028 9000143842 マルゴキッチン 656-1601 淡路市黒谷1395-3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社五斗長営農 代表取締役 山本 晴祥 656-1601 兵庫県淡路市黒谷1499-1 淡路(洲健)第2-265 令和2年2月25日 令和8年2月28日 平成26年2月12日
000028 9000143894 宅配クック１２３　南あわじ店 656-0332 南あわじ市湊1126-9 799373224 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社イチイ 代表取締役 井神 一博 656-0332 兵庫県南あわじ市湊1126-9 799372063 淡路(洲健)第2-218 令和2年1月28日 令和8年2月28日 平成26年2月17日
000028 9000143961 創作うどん家ぜん丸 656-2131 淡路市志筑1170-1 799624834 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社膳丸 代表取締役 取田 和起 656-2131 兵庫県淡路市志筑1170-1 799624834 淡路(洲健)第2-259 令和2年2月25日 令和8年2月28日 平成26年2月13日
000028 9000143962 淡路島岩屋漁業協同組合荷さばき所 656-2401 淡路市岩屋1519 799723222 魚介類販売業 一般 淡路島岩屋漁業協同組合 代表理事組合長 東根 壽 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1414番地1 799723046 淡路(洲健)第7-42 令和2年2月26日 令和8年2月28日 平成26年2月17日
000028 9000143964 中武  神戸581う2255 000-0000 淡路島内一円 魚介類販売業 自動車 中川 智子 淡路(洲健)第7-68 平成31年2月27日 令和6年2月29日 平成26年2月20日
000028 9000143965 福谷晴代  神戸480さ7652 000-0000 淡路島内一円 魚介類販売業 自動車 福谷 晴代 淡路(洲健)第7-69 平成31年2月27日 令和6年2月29日 平成26年2月20日
000028 9000143966 中千  神戸483か610 000-0000 淡路島内一円 魚介類販売業 自動車 中川 千佐子 淡路(洲健)第7-71 平成31年2月27日 令和6年2月29日 平成26年2月20日
000028 9000144058 魚竹鮮魚店 656-1606 淡路市室津1907-1 799840551 魚介類販売業 一般 清水 邦昭 淡路(洲健)第7-043 令和2年2月27日 令和8年2月28日 平成26年2月24日
000028 9000144061 西濱水産㈱ 656-1602 淡路市育波376 799840398 そうざい製造業 一般 西濱水産㈱ 代表取締役 西濱 忠光 656-1602 兵庫県淡路市育波376 799841317 淡路(洲健)第26-23 令和2年2月26日 令和8年2月28日 平成26年2月24日
000028 9000144095 あるう３Ｆ 656-0025 洲本市本町4丁目3-24　水月ﾋﾞﾙ3F 799384879 飲食店営業(4)その他 一般 横山 輝美 淡路(洲健)第2-229 令和2年2月13日 令和8年2月28日 平成26年2月24日
000028 9000144129 RL-K-100888 656-0023 洲本市小路谷字古茂江1275 799262870 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＬＥＯＣ 代表取締役 田島 利行 100-0004 東京都千代田区大手町1-1-3 352208550 淡路(洲健)第2-269 令和3年2月22日 令和10年2月29日 平成26年2月26日
000028 9000144161 グランドニッコー淡路 656-2306 淡路市夢舞台2 799741111 そうざい製造業 一般 株式会社夢舞台 代表取締役 水埜　浩 656-2306 兵庫県淡路市夢舞台1 799741000 淡路(洲健)第26-20 令和2年2月26日 令和8年2月28日 平成26年2月26日
000028 9000144162 グランドニッコー淡路 656-2306 淡路市夢舞台2 799741111 魚介類販売業 一般 株式会社夢舞台 代表取締役 水埜　浩 656-2306 兵庫県淡路市夢舞台1 799741000 淡路(洲健)第7-39 令和2年2月26日 令和8年2月28日 平成26年2月26日
000028 9000144231 株式会社味きっこう 656-2542 洲本市由良町内田33-1 799270867 菓子製造業 一般 株式会社味きっこう 代表取締役 魚谷 佳代 656-2541 兵庫県洲本市由良1丁目11番7号 799270867 淡路(洲健)第3-66 令和2年2月19日 令和8年2月28日 平成26年2月28日
000028 9000144247 出口商店 000-0000 淡路島内一円 喫茶店営業 露店 出口 真晴 淡路(洲健)第12-37 平成31年2月15日 令和6年2月29日 平成26年2月28日
000028 9000144315 喫茶ＭＧ 656-0513 南あわじ市賀集野田197-5 飲食店営業(4)その他 一般 坂口 真智子 淡路(洲健)第2-23 令和2年5月14日 令和8年5月31日 平成26年3月4日
000028 9000144317 あわじ島バーガー　淡路島オニオンキッチン　うずの丘店 656-0503 南あわじ市福良丙936-3 799522888 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社うずのくに南あわじ 代表取締役 飛田 俊紀 656-0503 兵庫県南あわじ市福良字鳥取丙947番地の22 799522888 淡路(洲健)第2-12 令和2年4月23日 令和8年5月31日 平成26年3月4日
000028 9000144318 あわじ島バーガー　淡路島オニオンキッチン  うずの丘店 656-0503 南あわじ市福良丙936-3 799522888 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社うずのくに南あわじ 代表取締役 飛田 俊紀 656-0503 兵庫県南あわじ市福良字鳥取丙947番地の22 799522888 淡路(洲健)第14-05 令和1年5月21日 令和6年5月31日 平成26年3月4日
000028 9000144332 吉備国際大学　地域創成農学部  アグリビジネス研究会 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 村上 二朗 淡路(洲健)第2-74 令和1年5月29日 令和6年5月31日 平成26年3月6日
000028 9000144341 和食ダイニング　むら上 656-0511 南あわじ市賀集八幡南79-2 799536553 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 村上 祥司 淡路(洲健)第2-26 令和2年5月14日 令和8年5月31日 平成26年3月10日
000028 9000144380 末廣 656-0426 南あわじ市榎列大榎列外1-50 799422068 菓子製造業 一般 船越 弘唯 淡路(洲健)第3-4 令和2年4月23日 令和8年5月31日 平成26年3月10日
000028 9000144401 海田家 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 露店 海田 麻衣子 淡路(洲健)第2-71 令和1年5月27日 令和6年5月31日 平成26年3月12日
000028 9000144402 キクカワストアー(有) 656-0501 南あわじ市福良甲1530-16 799531323 飲食店営業(4)その他 一般 キクカワストアー有限会社 代表取締役 菊川 仁司 656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲1530-16 799531323 淡路(洲健)第2-1 令和2年4月15日 令和8年5月31日 平成26年3月12日
000028 9000144403 キクカワストアー(有) 656-0501 南あわじ市福良甲1530-16 799531323 魚介類販売業 一般 キクカワストアー有限会社 代表取締役 菊川 仁司 656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲1530-16 799531323 淡路(洲健)第7-1 令和2年4月15日 令和8年5月31日 平成26年3月12日
000028 9000144406 クボタ水産 656-0503 南あわじ市福良丙356-20 799520484 魚介類販売業 一般 窪田 耕一 淡路(洲健)第7-4 令和2年4月23日 令和8年5月31日 平成26年3月12日
000028 9000144442 桃太郎 656-2311 淡路市久留麻3024-15 799745378 飲食店営業(4)その他 一般 灰野 周平 淡路(洲健)第2-17 令和2年4月24日 令和8年5月31日 平成26年3月14日
000028 9000144443 淡路島キッチン　ハッピーハンバーグ 656-2306 淡路市夢舞台2番地 799746345 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社森水産 代表取締役 森 淳 656-2311 兵庫県淡路市久留麻2204-1 799709005 淡路(洲健)第2-49 令和2年5月25日 令和8年5月31日 平成26年3月14日
000028 9000144454 おあしすキッチン 656-2401 淡路市岩屋2674-3淡路ハイウェイオアシス 799720220 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯6 799743257 淡路(洲健)第2-11 令和3年5月11日 令和10年5月31日 平成26年3月17日
000028 9000144478 GRAM　COFFEE　BREWERS  （ｸﾞﾗﾑ　ｺｰﾋｰ　ﾌﾞﾘｭﾜｰｽﾞ） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 来田 大二朗 淡路(洲健)第12-2 平成31年4月16日 令和6年5月31日 平成26年3月17日
000028 9000144496 社会福祉法人　淡路市社会福祉協議会 000-0000 淡路島内一円 菓子製造業 露店 社会福祉法人　淡路市社会福祉協議会 理事長 小南 廣之 656-2131 兵庫県淡路市志筑3119-1 799625215 淡路(洲健)第3-16 令和1年5月29日 令和6年5月31日 平成26年3月18日
000028 9000144520 サナあわじ(株)聖隷淡路病院店 656-2306 淡路市夢舞台1-1 飲食店営業(4)その他 一般 サナあわじ株式会社 代表取締役 坂本 悟朗 656-2543 兵庫県洲本市由良町由良514-10 799253739 淡路(洲健)第2-54 令和2年5月25日 令和8年5月31日 平成26年3月19日
000028 9000144526 淡路軒 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 鎌田 安朝 淡路(洲健)第2-23 令和1年5月17日 令和6年5月31日 平成26年3月19日
000028 9000144533 「特産工房くにうみ」 656-1521 淡路市多賀1197-1 ソース類製造業 一般 中島 祥子 淡路(洲健)第22-1 令和2年4月24日 令和8年5月31日 平成26年3月20日
000028 9000144550 吉岡商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 吉岡 直人 淡路(洲健)第2-24 令和1年5月17日 令和6年5月31日 平成26年3月24日
000028 9000144551 吉岡商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 吉岡 直人 淡路(洲健)第3-3 令和1年5月17日 令和6年5月31日 平成26年3月24日
000028 9000144576 ひだまり 656-1501 淡路市尾崎2422 799701226 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西垣 光男 淡路(洲健)第2-32 令和2年5月14日 令和8年5月31日 平成26年3月24日
000028 9000144623 いづかしの杜べんとう屋 656-1731 淡路市仁井1478 799802678 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 社会福祉法人　淡路市社会福祉協議会 理事長 小南 廣之 656-2131 兵庫県淡路市志筑3119番地1 799625215 淡路(洲健)第2-35 令和3年5月21日 令和10年5月31日 平成26年3月26日
000028 9000144624 いづかしの杜べんとう屋 656-1731 淡路市仁井1478 799802678 そうざい製造業 一般 社会福祉法人　淡路市社会福祉協議会 理事長 小南 廣之 656-2131 兵庫県淡路市志筑3119番地1 799625215 淡路(洲健)第26-7 令和3年5月21日 令和10年5月31日 平成26年3月26日
000028 9000144625 いづかしの杜なんでも屋 656-1731 淡路市仁井1478 アイスクリーム類製造業 一般 社会福祉法人　淡路市社会福祉協議会 理事長 小南 廣之 656-2131 兵庫県淡路市志筑3119-1 799625215 淡路(洲健)第14-6 令和3年5月21日 令和10年5月31日 平成26年3月26日
000028 9000144626 いづかしの杜　なんでも屋 656-1731 淡路市仁井65-3 799802678 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人　淡路市社会福祉協議会 理事長 小南 廣之 656-2131 兵庫県淡路市志筑3119-1 799625215 淡路(洲健)第2-22 令和2年5月12日 令和8年5月31日 平成26年3月26日
000028 9000144632 ファミリーマート　新世薬局夢舞台店 656-2306 淡路市夢舞台1-34 799732077 飲食店営業(4)その他 一般 ファーマライズ株式会社 代表取締役 松浦 惠子 164-0011 東京都中野区中央一丁目38番1号 333627130 淡路(洲健)第2-40 令和3年5月21日 令和10年5月31日 平成26年3月26日
000028 9000144683 特養カーネーションホーム事業所 656-2311 淡路市久留麻1863 799746175 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　LEOC 代表取締役 小野寺 裕司 100-0004 東京都千代田区大手町一丁目1番3号 352208550 淡路(洲健)第2-84 令和3年5月25日 令和10年5月31日 平成26年3月27日
000028 9000144691 しょくのわ 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 露店 神瀬 聖 淡路(洲健)第2-4 令和1年5月8日 令和6年5月31日 平成26年3月27日
000028 9000144692 ＴＯＴＯシーウィンド淡路 656-2143 淡路市里573-14 799627105 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社リロバケーションズ 代表取締役社長 田村 佳克 160-0022 東京都新宿区新宿4-3-23 353128520 淡路(洲健)第2-42 令和2年5月22日 令和9年5月31日 平成26年3月27日
000028 9000144700 日清医療食品　聖隷淡路病院事業所 656-2306 淡路市夢舞台1-1 799732119 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内2-7-3 332873611 淡路(洲健)第2-88 令和3年5月27日 令和10年5月31日 平成26年3月27日
000028 9000144815 中川原高齢者・障がい者地域ふれあいセンター 656-0002 洲本市中川原町中川原222-2 799280995 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人ひょうご聴覚障害者福祉事業協会 理事長 大矢 暹 656-0002 兵庫県洲本市中川原町中川原字東山28-1 799258550 淡路(洲健)第2-72 令和3年5月21日 令和10年5月31日 平成26年3月31日
000028 9000144894 活性化センター山田さくらの郷 656-1553 淡路市山田甲984 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佐藤 靖子 淡路(洲健)第2-36 令和2年5月18日 令和8年5月31日 平成26年4月3日
000028 9000144969 末廣 656-0426 南あわじ市榎列大榎列外1-50 799422068 飲食店営業(4)その他 一般 船越 弘唯 淡路(洲健)第2-10 令和2年4月23日 令和8年5月31日 平成26年4月9日
000028 9000144970 末廣 656-0426 南あわじ市榎列大榎列外1-50 799422068 アイスクリーム類製造業 一般 船越 弘唯 淡路(洲健)第14-2 令和2年4月23日 令和8年5月31日 平成26年4月9日
000028 9000145064 どっと古夢 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 露店 今井 美奈子 淡路(洲健)第2-25 令和1年5月17日 令和6年5月31日 平成26年4月15日
000028 9000145073 淡路サービスエリア下り線　ベーカリー店 656-2401 淡路市岩屋2568 799725571 菓子製造業 一般 淡路ルートサービス株式会社 代表取締役 井植 貞雄 656-2401 兵庫県淡路市岩屋2568 799732000 淡路(洲健)第3-8 令和2年5月12日 令和9年5月31日 平成26年4月15日
000028 9000145074 淡路サービスエリア下り線　ベーカリー店 656-2401 淡路市岩屋2568 799725571 喫茶店営業 一般 淡路ルートサービス株式会社 代表取締役 井植 貞雄 656-2401 兵庫県淡路市岩屋2568 799732000 淡路(洲健)第12-2 令和2年5月12日 令和9年5月31日 平成26年4月15日
000028 9000145085 ローソン　南あわじ市青木店 656-0462 南あわじ市市青木142-1 799426150 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　ベクトル 代表取締役 喜田 修司 656-0517 兵庫県南あわじ市賀集生子355-2 799531382 淡路(洲健)第2-30 令和3年5月12日 令和10年5月31日 平成26年4月15日
000028 9000145094 スタンダー堂 656-0025 洲本市本町5-3-9　コモード56内 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 植田 直樹 淡路(洲健)第2-45 令和2年5月27日 令和8年5月31日 平成26年4月15日
000028 9000145099 (有)たかた６次産業加工場 656-2131 淡路市志筑3270-1 菓子製造業 一般 有限会社たかた 取締役 高田 和明 656-2131 兵庫県淡路市志筑3266-1 799624144 淡路(洲健)第3-5 令和2年4月24日 令和8年5月31日 平成26年4月16日
000028 9000145146 夢淡路 656-1526 淡路市中村27 799851210 菓子製造業 一般 粟田 和美 淡路(洲健)第3-2 令和2年4月16日 令和8年5月31日 平成26年4月17日
000028 9000145147 有)　大造畜産 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 露店 有限会社　大造畜産 代表取締役 椚座 大造 656-1558 兵庫県淡路市草香北507-11 799861202 淡路(洲健)第2-44 令和1年5月23日 令和6年5月31日 平成26年4月16日
000028 9000145199 通販の店こだわり屋 656-2163 淡路市中田4139-4赤い屋根内 799624857 喫茶店営業 一般 城古 直良 淡路(洲健)第12-6 令和2年5月27日 令和8年5月31日 平成26年4月22日
000028 9000145249 淡路荘　汐彩 656-0304 南あわじ市松帆古津路字西原1005 799360223 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社ビスタリゾート 代表取締役 宮田 公也 101-0054 東京都千代田区神田美土代町11-12 352173015 淡路(洲健)第2-33 令和2年5月15日 令和8年5月31日 平成26年4月24日
000028 9000145327 カフェ　あおい 656-1511 淡路市郡家85-2 799850007 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井戸 恵三 淡路(洲健)第2-2 令和2年4月16日 令和8年5月31日 平成26年4月28日
000028 9000145342 熊橋商店 656-0331 南あわじ市湊里1390-2 799363157 飲食店営業(4)その他 一般 熊橋 耕治 淡路(洲健)第2-11 令和2年4月23日 令和8年5月31日 平成26年4月25日
000028 9000145428 なごみ工房～笑む 656-0013 洲本市下加茂2丁目5-13 799220561 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 増田 めぐみ 淡路(洲健)第2-63 令和2年5月27日 令和8年5月31日 平成26年5月1日
000028 9000145456 はな 656-2305 淡路市浦890-1 799742214 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 片山 由利 淡路(洲健)第2-65 令和2年5月26日 令和8年5月31日 平成26年5月8日
000028 9000145480 ヒロ企画 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 樋口 佳史 淡路(洲健)第2-1 平成31年4月16日 令和6年5月31日 平成26年5月9日
000028 9000145588 Ｍｏｎ　ｆｏｕｒ（モン　フール） 656-0302 南あわじ市松帆塩浜301番地 799362770 菓子製造業 一般 前川 朋香 淡路(洲健)第3-9 令和2年5月14日 令和8年5月31日 平成26年5月16日
000028 9000145613 ＭＡＳＵＩ（マスイ） 656-0516 南あわじ市賀集福井550-2 799531039 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 増井 明子 淡路(洲健)第2-73 令和2年5月28日 令和8年5月31日 平成26年5月16日
000028 9000145614 ＭＡＳＵＩ（マスイ） 656-0516 南あわじ市賀集福井550-2 799531039 菓子製造業 一般 増井 明子 淡路(洲健)第3-15 令和2年5月28日 令和8年5月31日 平成26年5月16日
000028 9000145740 焼たか 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 宮田 美礼 淡路(洲健)第2-54 令和1年5月24日 令和6年5月31日 平成26年5月27日
000028 9000145911 彩翔（いろと） 656-0025 洲本市本町1丁目7-19 799222129 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 武田 孝晴 淡路(洲健)第2-132 令和2年8月21日 令和8年8月31日 平成26年6月3日
000028 9000145929 株式会社寿司一 656-2131 淡路市志筑1193-1 799623312 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社寿司一 代表取締役 岩井 文吾 656-2131 兵庫県淡路市志筑1193-1 799623312 淡路(洲健)第2-106 令和2年7月29日 令和8年8月31日 平成26年6月6日
000028 9000145930 株式会社寿司一 656-2131 淡路市志筑1193-1 799623312 そうざい製造業 一般 株式会社寿司一 代表取締役 岩井 文吾 656-2131 兵庫県淡路市志筑1193-1 799623312 淡路(洲健)第26-12 令和2年7月29日 令和8年8月31日 平成26年6月6日
000028 9000145931 株式会社寿司一 656-2131 淡路市志筑1193-1 799623312 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社寿司一 代表取締役 岩井 文吾 656-2131 兵庫県淡路市志筑1193-1 799623312 淡路(洲健)第10-9 令和2年7月29日 令和8年8月31日 平成26年6月6日
000028 9000145961 あわしま堂（飲食） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 坂本 英二 淡路(洲健)第2-121 令和1年8月26日 令和6年8月31日 平成26年6月9日
000028 9000145962 あわしま堂(菓子） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 坂本 卓美 淡路(洲健)第3-30 令和1年8月26日 令和6年8月31日 平成26年6月9日
000028 9000146195 明浜 656-2301 淡路市楠本372-2 799744556 飲食店営業(4)その他 一般 礒岡 洋子 淡路(洲健)第2-104 令和2年7月29日 令和8年8月31日 平成26年6月24日
000028 9000146249 ウェル五色浜リゾートセンター 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦725番 799341061 飲食店営業(3)旅館 一般 ウェルコンサル株式会社 代表取締役 井村 征路 630-8013 奈良県奈良市三条大路5丁目2番61号 743550050 淡路(洲健)第1-181 令和3年8月16日 令和10年8月31日 令和3年8月16日
000028 9000146250 あわしま堂　飲食１ 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 中本 悟 淡路(洲健)第2-128 令和1年8月26日 令和6年8月31日 平成26年6月25日
000028 9000146251 あわしま堂　飲食２ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中本 悟 淡路(洲健)第2-122 令和1年8月26日 令和6年8月31日 平成26年6月25日
000028 9000146252 あわしま堂　飲食３ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中本 悟 淡路(洲健)第2-123 令和1年8月26日 令和6年8月31日 平成26年6月25日
000028 9000146253 あわしま堂　菓子１ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 中本 悟 淡路(洲健)第3-31 令和1年8月26日 令和6年8月31日 平成26年6月25日
000028 9000146254 あわしま堂　菓子２ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 中本 悟 淡路(洲健)第3-32 令和1年8月26日 令和6年8月31日 平成26年6月25日
000028 9000146255 あわしま堂　菓子３ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 中本 悟 淡路(洲健)第3-33 令和1年8月26日 令和6年8月31日 平成26年6月25日
000028 9000146424 ＴＫＣガーデン山添 656-0121 南あわじ市山添字香田155-2 799452351 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鯉森 武志 淡路(洲健)第2-85 令和2年7月17日 令和8年8月31日 平成26年7月4日
000028 9000146444 有光商店NO2 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 佐々木 剛 淡路(洲健)第2-125 令和1年8月26日 令和6年8月31日 平成26年6月30日
000028 9000146445 有光商店NO3 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 佐々木 剛 淡路(洲健)第2-124 令和1年8月26日 令和6年8月31日 平成26年6月30日
000028 9000146446 有光商店NO4 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 佐々木 剛 淡路(洲健)第2-126 令和1年8月26日 令和6年8月31日 平成26年6月30日
000028 9000146449 竹岡商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 竹岡 良幸 淡路(洲健)第12-16 令和1年8月26日 令和6年8月31日 平成26年6月30日
000028 9000146465 うどん工房　淡家 656-2163 淡路市中田551-1 799622121 めん類製造業 一般 田﨑 健 淡路(洲健)第25-3 令和2年7月29日 令和8年8月31日 平成26年7月9日
000028 9000146466 山勝商店 No.2 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 山本 幸男 淡路(洲健)第3-34 令和1年8月26日 令和6年8月31日 平成26年7月9日
000028 9000146467 山勝商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山本 和幸 淡路(洲健)第2-120 令和1年8月26日 令和6年8月31日 平成26年7月9日
000028 9000146485 砂川商店　Ｎｏ2 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 菓子製造業 露店 砂川 昌之 淡路(洲健)第3-23 令和1年7月18日 令和6年8月31日 平成26年7月9日
000028 9000146486 砂川商店　Ｎｏ2 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 砂川 昌之 淡路(洲健)第2-77 令和1年7月18日 令和6年8月31日 平成26年7月9日
000028 9000146489 砂川商店　Ｎｏ3 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 砂川 昌之 淡路(洲健)第2-78 令和1年7月18日 令和6年8月31日 平成26年7月9日
000028 9000146490 砂川商店　Ｎｏ4 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 砂川 昌之 淡路(洲健)第2-79 令和1年7月18日 令和6年8月31日 平成26年7月9日
000028 9000146493 砂川商店　Ｎｏ5 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 砂川 昌之 淡路(洲健)第2-80 令和1年7月18日 令和6年8月31日 平成26年7月9日
000028 9000146494 砂川商店　Ｎｏ6 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 砂川 昌之 淡路(洲健)第2-81 令和1年7月18日 令和6年8月31日 平成26年7月9日
000028 9000146496 砂川商店　Ｎｏ7 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 砂川 昌之 淡路(洲健)第2-82 令和1年7月18日 令和6年8月31日 平成26年7月9日
000028 9000146497 砂川商店　Ｎｏ8 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 砂川 昌之 淡路(洲健)第2-83 令和1年7月18日 令和6年8月31日 平成26年7月9日
000028 9000146498 砂川商店　Ｎｏ9 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 砂川 昌之 淡路(洲健)第2-84 令和1年7月18日 令和6年8月31日 平成26年7月9日
000028 9000146618 とき 656-0012 洲本市宇山3丁目1の11 799226081 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 時安 輝美 淡路(洲健)第2-131 令和2年8月21日 令和8年8月31日 平成26年7月14日
000028 9000146641 セブン－イレブン 淡路中田 店 656-2163 淡路市中田2957-3 799620601 飲食店営業(4)その他 一般 吉田 富喜 淡路(洲健)第2-107 令和2年7月29日 令和8年8月31日 平成26年7月15日
000028 9000146642 セブン－イレブン 淡路中田 店 656-2163 淡路市中田2957-3 799620601 菓子製造業 一般 吉田 富喜 淡路(洲健)第3-25 令和2年7月29日 令和8年8月31日 平成26年7月15日
000028 9000146671 Miele（ミエレ） 656-1721 淡路市野島蟇浦785-9 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社パソナふるさとインキュベーション 代表取締役 瀬川 康弘 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦841-5 799821820 淡路(洲健)第2-117 令和2年8月18日 令和8年8月31日 平成26年7月16日



000028 9000146708 N.カンパニー1 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 長田 聡生 淡路(洲健)第2-76 令和1年7月10日 令和6年8月31日 平成26年7月14日
000028 9000146721 ＮＥＯ　ｂｅａｃｈ　ｄｅｐｏｔ  （ネオ　ビーチ　デポ） 656-0304 南あわじ市松帆古津路577-81 799360677 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山崎 直美 淡路(洲健)第2-96 令和2年7月28日 令和8年8月31日 平成26年7月18日
000028 9000146844 若林商店NO2 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 若林 リカ 淡路(洲健)第2-127 令和1年8月26日 令和6年8月31日 平成26年7月24日
000028 9000146845 若林商店NO3 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 若林 リカ 淡路(洲健)第2-129 令和1年8月26日 令和6年8月31日 平成26年7月24日
000028 9000146861 ㈲富永製菓所 656-0501 南あわじ市福良甲1528-14 799520272 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー ㈲富永製菓所 代表取締役 富永 益次 656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲1528-14 799520272 淡路(洲健)第14-12 令和1年8月26日 令和6年8月31日 平成26年7月25日
000028 9000146866 セブン―イレブン洲本小路谷 店 656-0023 洲本市小路谷196-1 799227017 飲食店営業(4)その他 一般 髙田 千年 淡路(洲健)第2-136 令和2年8月24日 令和8年8月31日 平成26年7月25日
000028 9000146881 淡路サービスエリア 下り線 特設店催事場（露店） 656-2401 淡路市岩屋2568 799725589 飲食店営業(4)その他 露店 淡路ルートサービス株式会社 代表取締役 井植 貞雄 656-2401 兵庫県淡路市岩屋2568 799732000 淡路(洲健)第2-135 令和1年8月28日 令和6年8月31日 平成26年7月24日
000028 9000146882 淡路サービスエリア 下り線 特設店催事場（露店） 656-2401 淡路市岩屋2568 799725589 菓子製造業 露店 淡路ルートサービス株式会社 代表取締役 井植 貞雄 656-2401 兵庫県淡路市岩屋2568 799732000 淡路(洲健)第3-36 令和1年8月28日 令和6年8月31日 平成26年7月24日
000028 9000146902 夢樂舟 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 露店 魚住 真美 淡路(洲健)第2-101 令和1年8月26日 令和6年8月31日 平成26年7月25日
000028 9000146987 ホンダカーズ淡路 000-0000 淡路島内一円 799221701 飲食店営業(4)その他 露店 淡路ホンダ販売株式会社 代表取締役 橋本 尚 656-0014 兵庫県洲本市桑間534-1 799263151 淡路(洲健)第2-96 令和1年8月5日 令和6年8月31日 平成26年8月1日
000028 9000147006 馬野 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 馬野 孝子 淡路(洲健)第2-131 令和1年8月26日 令和6年8月31日 平成26年8月1日
000028 9000147007 山本 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山本 祐輝 淡路(洲健)第2-130 令和1年8月26日 令和6年8月31日 平成26年8月1日
000028 9000147040 イベントショップ 656-2142 淡路市塩田新島8番地5 799621192 菓子製造業 一般 株式会社ＯＮＯＫＯＲＯ 代表取締役 津田 豊 656-2142 兵庫県淡路市塩田新島8番地5 799621192 淡路(洲健)第3-29 令和2年8月18日 令和9年8月31日 平成26年8月4日
000028 9000147108 ゆーぷる 656-0534 南あわじ市北阿万筒井字西ノ山1509-2 799505126 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　かいげつ 代表取締役 齋藤 敦夫 656-0022 兵庫県洲本市海岸通1-3-11 799221100 淡路(洲健)第2-87 令和2年7月21日 令和8年8月31日 平成26年8月8日
000028 9000147109 ゆーぷる 656-0534 南あわじ市北阿万筒井字西ノ山1509-2 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社　かいげつ 代表取締役 齋藤 敦夫 656-0022 兵庫県洲本市海岸通1-3-11 799221100 淡路(洲健)第14-9 令和1年7月29日 令和6年8月31日 平成26年8月8日
000028 9000147111 安田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 安田 誠 淡路(洲健)第2-98 令和1年8月9日 令和6年8月31日 平成26年8月8日
000028 9000147195 淡路日の出農業協同組合 000-0000 淡路島内一円 菓子製造業 露店 淡路日の出農業協同組合 代表理事 相坂 有俊 656-2131 兵庫県淡路市志筑3112-14 799626200 淡路(洲健)第3-29 令和1年8月26日 令和6年8月31日 平成26年8月11日
000028 9000147196 淡路日の出農業協同組合 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 露店 淡路日の出農業協同組合 代表理事 相坂 有俊 656-2131 兵庫県淡路市志筑3112-14 799626200 淡路(洲健)第2-119 令和1年8月26日 令和6年8月31日 平成26年8月11日
000028 9000147205 Ｒｉｈｅｉ（りへい） 656-0961 南あわじ市沼島2405 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山田 治 淡路(洲健)第2-122 令和2年8月20日 令和8年8月31日 平成26年8月12日
000028 9000147228 倭文地域づくり協議会 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 露店 山家 光泰 淡路(洲健)第2-100 令和1年8月23日 令和6年8月31日 平成26年8月15日
000028 9000147239 市民交流センター 000-0000 淡路島内一円 喫茶店営業 露店 吉岡 弘剛 淡路(洲健)第12-17 令和1年8月26日 令和6年8月31日 平成26年8月15日
000028 9000147259 ラウンジピュア 656-0436 南あわじ市八木新庄321-7 799426702 飲食店営業(4)その他 一般 藤川 久惠 淡路(洲健)第2-120 令和2年8月18日 令和8年8月31日 平成26年8月20日
000028 9000147297 カントリーガーデン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 799822953 飲食店営業(4)その他 露店 有限会社　エヌツー 代表取締役 中田 隆子 656-1726 兵庫県淡路市野島常盤1463-6 淡路(洲健)第2-118 令和1年8月26日 令和6年8月31日 平成26年8月21日
000028 9000147486 金平 656-0022 洲本市海岸通2丁目4-29 799227382 飲食店営業(4)その他 一般 藤本 明美 淡路(洲健)第2-112 令和2年8月13日 令和8年8月31日 平成26年8月28日
000028 9000147487 南海ケータリングサービス株式会社 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 南海ケータリングサービス株式会社 代表取締役 榮本 信子 592-0013 大阪府高石市取石5丁目2-40 722746500 淡路(洲健)第2-134 令和1年8月27日 令和6年8月31日 平成26年8月29日
000028 9000147489 海峡フレンズ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 西岡 みち 淡路(洲健)第12-15 令和1年8月26日 令和6年8月31日 平成26年8月29日
000028 9000147491 セブン－イレブン南あわじ賀集野田 店 656-0513 南あわじ市賀集野田220 799540511 飲食店営業(4)その他 一般 加藤 沙弥香 淡路(洲健)第2-135 令和2年8月24日 令和9年8月31日 平成26年8月29日
000028 9000147492 セブン－イレブン南あわじ賀集野田 店 656-0513 南あわじ市賀集野田220 799540511 菓子製造業 一般 加藤 沙弥香 淡路(洲健)第3-32 令和2年8月24日 令和9年8月31日 平成26年8月29日
000028 9000147573 池田商店 000-0000 淡路島内一円 菓子製造業 露店 池田 仁司 淡路(洲健)第3-53 令和1年11月22日 令和6年11月30日 平成26年9月3日
000028 9000147574 池田商店 000-0000 淡路島内一円 喫茶店営業 露店 池田 仁司 淡路(洲健)第12-26 令和1年11月22日 令和6年11月30日 平成26年9月3日
000028 9000147583 ハレノサラ 656-2152 淡路市木曽上324 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小濱 二朗 淡路(洲健)第2-173 令和2年11月12日 令和8年11月30日 平成26年9月4日
000028 9000147636 スーパーキンキ　志筑本店 656-2131 淡路市志筑1381-3 799621535 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社　津名ショッピングセンター 五十嵐 雅裕 656-2131 兵庫県淡路市志筑1381-3 799621535 淡路(洲健)第2-184 令和2年11月13日 令和8年11月30日 平成26年9月10日
000028 9000147637 スーパーキンキ　志筑本店 656-2131 淡路市志筑1381-3 799621535 そうざい製造業 一般 株式会社　津名ショッピングセンター 五十嵐 雅裕 656-2131 兵庫県淡路市志筑1381-3 799621535 淡路(洲健)第26-22 令和2年11月13日 令和8年11月30日 平成26年9月10日
000028 9000147695 SUPER　CENTER　PLANT　淡路店 656-2132 淡路市志筑新島9-7 799601270 魚介類販売業 一般 株式会社　PLANT 代表取締役 三ツ田 佳史 919-0521 福井県坂井市坂井町下新庄15-8-1 776720300 淡路(洲健)第7-25 令和3年11月16日 令和10年11月30日 令和3年11月16日
000028 9000147696 SUPER　CENTER　PLANT　淡路店 656-2132 淡路市志筑新島9-7 799601270 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社　PLANT 代表取締役 三ツ田 佳史 919-0521 福井県坂井市坂井町下新庄15-8-1 776720300 淡路(洲健)第1-303 令和3年11月16日 令和10年11月30日 令和3年11月16日
000028 9000147697 SUPER　CENTER　PLANT　淡路店 656-2132 淡路市志筑新島9-7 799601270 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　PLANT 代表取締役 三ツ田 佳史 919-0521 福井県坂井市坂井町下新庄15-8-1 776720300 淡路(洲健)第1-304 令和3年11月16日 令和10年11月30日 令和3年11月16日
000028 9000147698 SUPER　CENTER　PLANT　淡路店 656-2132 淡路市志筑新島9-7 799601270 食肉販売業 一般 株式会社　PLANT 代表取締役 三ツ田 佳史 919-0521 福井県坂井市坂井町下新庄15-8-1 776720300 淡路(洲健)第17-19 令和3年11月16日 令和10年11月30日 令和3年11月16日
000028 9000147699 SUPER　CENTER　PLANT　淡路店 656-2132 淡路市志筑新島9-7 799601270 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　PLANT 代表取締役 三ツ田 佳史 919-0521 福井県坂井市坂井町下新庄15-8-1 776720300 淡路(洲健)第1-302 令和3年11月16日 令和10年11月30日 令和3年11月16日
000028 9000147715 関西淡路島市場 656-2141 淡路市塩尾615-14地先 799704187 そうざい製造業 一般 福谷 壽 淡路(洲健)第26-20 令和2年11月12日 令和8年11月30日 平成26年9月16日
000028 9000147716 関西淡路島市場 656-2141 淡路市塩尾615-14地先 799704187 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福谷 壽 淡路(洲健)第2-177 令和2年11月12日 令和8年11月30日 平成26年9月16日
000028 9000147717 関西淡路島市場 656-2141 淡路市塩尾615-14地先 799704187 魚介類販売業 一般 福谷 壽 淡路(洲健)第7-30 令和2年11月12日 令和8年11月30日 平成26年9月16日
000028 9000147756 呑家　竜久.（のみや　たつひさドット） 656-0122 南あわじ市広田広田473-2 799450207 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 新井 竜司 淡路(洲健)第2-144 令和2年10月6日 令和8年11月30日 平成26年9月19日
000028 9000147795 活性化センター山田さくらの郷 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 露店 佐藤 靖子 淡路(洲健)第2-177 令和1年11月22日 令和6年11月30日 平成26年9月24日
000028 9000147797 自然ふれあい長沢 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 露店 仲野 孝夫 淡路(洲健)第2-191 令和1年11月25日 令和6年11月30日 平成26年9月24日
000028 9000147818 淡路水産株式会社 656-0332 南あわじ市湊1129 799362134 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 淡路水産株式会社 代表取締役 杉谷 孝三 656-0332 兵庫県南あわじ市湊1129 799362134 淡路(洲健)第10-16 令和2年10月5日 令和8年11月30日 平成26年9月24日
000028 9000147880 ローソン淡路志筑天神店 656-2131 淡路市志筑天神1188-1 799627048 飲食店営業(4)その他 一般 成瀬 英樹 淡路(洲健)第1-247 令和3年10月21日 令和10年11月30日 令和3年10月21日
000028 9000147884 インドネパール料理  パシュパティカリーレストラン 656-2224 淡路市大谷1082-2 799641318 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 サプコタ パシュパティ 淡路(洲健)第2-211 令和2年11月27日 令和8年11月30日 平成26年9月29日
000028 9000147912 室津浦漁業協同組合 656-1606 淡路市室津地先 799840014 飲食店営業(4)その他 一般 室津浦漁業協同組合 代表理事組合長 漣 勝也 656-1606 兵庫県淡路市室津字宮田2534番地先 799840014 淡路(洲健)第2-174 令和2年11月12日 令和8年11月30日 平成26年10月1日
000028 9000147913 あわじ荘シルバーサポートのじま 656-1721 淡路市野島蟇浦681-2 799802700 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人　兵庫県社会福祉事業団 理事長 藪本 訓弘 651-2134 兵庫県神戸市西区曙町1070 789295655 淡路(洲健)第1-331 令和3年11月29日 令和10年11月30日 令和3年11月29日
000028 9000147914 CHiQ（チキュウ） 656-2221 淡路市長沢996 菓子製造業 一般 海田 麻衣子 淡路(洲健)第3-48 令和2年11月26日 令和8年11月30日 平成26年10月1日
000028 9000147925 東浦バスターミナル 淡路 ターミナル待合所  （CCW受託） 656-2305 淡路市浦648 喫茶店営業 自動販売機 株式会社　アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 淡路(洲健)第12-27 令和1年11月25日 令和6年11月30日 平成26年10月1日
000028 9000147928 HIRAMATSUGUMI 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 露店 平松 克啓 淡路(洲健)第2-162 令和1年11月15日 令和6年11月30日 平成26年10月3日
000028 9000147983 味心　晶 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 露店 仲野 晶太 淡路(洲健)第2-192 令和1年11月25日 令和6年11月30日 平成26年10月7日
000028 9000148070 新生食品㈱ 656-0477 南あわじ市市徳長670 そうざい製造業 一般 新生食品株式会社 代表取締役 堀川 明広 656-0477 兵庫県南あわじ市市徳長670 799424045 淡路(洲健)第26-19 令和2年11月5日 令和8年11月30日 平成26年10月14日
000028 9000148097 カモ珈琲 656-0013 洲本市下加茂2丁目5-11 799261571 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 早嵜 洋治 淡路(洲健)第2-161 令和2年10月28日 令和8年11月30日 平成26年10月17日
000028 9000148161 中野食料品店 656-0502 南あわじ市福良乙43 799520410 飲食店営業(4)その他 一般 中野 恵美子 淡路(洲健)第2-146 令和2年10月13日 令和8年11月30日 平成26年10月21日
000028 9000148167 おれんじ荘 656-0551 南あわじ市灘城方196 799560751 飲食店営業(3)旅館 一般 丸本 之一 淡路(洲健)第2-208 令和2年11月26日 令和8年11月30日 平成26年10月21日
000028 9000148224 ローソン南あわじ福良口店 656-0501 南あわじ市福良甲855-1 799502033 飲食店営業(4)その他 一般 友地 義 淡路(洲健)第2-150 令和2年10月13日 令和9年11月30日 平成26年10月24日
000028 9000148231 スナック　美麗 656-0025 洲本市本町4丁目3番10号ユキビル1Ｆ3号 799226115 飲食店営業(4)その他 一般 有賀 エメリータ 淡路(洲健)第2-191 令和2年11月17日 令和8年11月30日 平成26年10月24日
000028 9000148244 特別養護老人ホーム 淡路ふくろうの郷 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 社会福祉法人ひょうご聴覚障害者福祉事業協会 理事長 大矢 暹 656-0002 兵庫県洲本市中川原町中川原字東山28番地１ 799258550 淡路(洲健)第2-161 令和1年11月15日 令和6年11月30日 平成26年10月24日
000028 9000148258 いわの水産 656-2543 洲本市由良町由良453 799272668 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 岩野 勲 淡路(洲健)第10-18 令和2年11月19日 令和8年11月30日 平成26年10月24日
000028 9000148289 あわじしま海鮮ちらし　桜の木 656-2332 淡路市谷425 799701414 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩野 勲 淡路(洲健)第2-176 令和2年11月12日 令和8年11月30日 平成26年10月29日
000028 9000148308 台湾料理　豊源 656-2223 淡路市生穂1291-2 799642058 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 翔輝株式会社 代表取締役 山岸 雅男 501-1132 岐阜県岐阜市折立887 582395678 淡路(洲健)第2-171 令和2年11月12日 令和8年11月30日 平成26年10月30日
000028 9000148337 田村風月堂 656-1343 洲本市五色町鳥飼中326-1 799340010 飲食店営業(4)その他 一般 (有)田村風月堂 代表取締役 田村 忠康 656-1343 兵庫県洲本市五色町鳥飼中326-1 799340010 淡路(洲健)第2-207 令和2年11月25日 令和8年11月30日 平成26年10月30日
000028 9000148363 中村屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中村 正臣 淡路(洲健)第2-201 令和1年11月26日 令和6年11月30日 平成26年11月5日
000028 9000148364 けひの海　カフェラウンジ 656-0304 南あわじ市松帆古津路字西原970-76 799373000 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社うめ丸 代表取締役 藤川 啓治郎 656-0662 兵庫県南あわじ市阿那賀志知川14番地の1 799390206 淡路(洲健)第2-143 令和2年10月5日 令和8年11月30日 平成26年11月4日
000028 9000148367 カフェレストラン　海 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 森 英志 淡路(洲健)第2-208 令和1年11月27日 令和6年11月30日 平成26年11月5日
000028 9000148404 お好み焼　鉄板焼　びっくりＢａｒ 656-0025 洲本市本町1-7-6　ファミールグラン105号 799536411 飲食店営業(4)その他 一般 大川 賢一 淡路(洲健)第2-164 令和2年11月5日 令和8年11月30日 平成26年11月6日
000028 9000148427 ステーキ村岡 656-0026 洲本市栄町3-3-55 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 村岡 洋一 淡路(洲健)第2-201 令和2年11月19日 令和8年11月30日 平成26年11月6日
000028 9000148435 魚幸 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 (有)魚幸 代表取締役 栗林 圭次 656-2131 兵庫県淡路市志筑2828-2 799620106 淡路(洲健)第2-195 令和1年11月25日 令和6年11月30日 平成26年11月6日
000028 9000148450 焼肉・海鮮　幸 656-1301 洲本市五色町都志165-1 799330429 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 原口 幸久 淡路(洲健)第2-190 令和2年11月16日 令和8年11月30日 平成26年11月11日
000028 9000148466 三澤商店 656-0501 南あわじ市福良甲1528-4 799523426 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三澤 昭子 淡路(洲健)第2-159 令和2年10月21日 令和8年11月30日 平成26年11月12日
000028 9000148490 原口製菓 656-0426 南あわじ市榎列大榎列1410-6 799422142 菓子製造業 一般 原口 春廣 淡路(洲健)第3-40 令和2年10月13日 令和8年11月30日 平成26年11月12日
000028 9000148553 山本 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 山本 祐輝 淡路(洲健)第3-52 令和1年11月22日 令和6年11月30日 平成26年11月17日
000028 9000148554 前田 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 前田 三千代 淡路(洲健)第2-176 令和1年11月22日 令和6年11月30日 平成26年11月17日
000028 9000148558 馬野 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 馬野 芳行 淡路(洲健)第2-175 令和1年11月22日 令和6年11月30日 平成26年11月17日
000028 9000148559 馬野 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 馬野 芳行 淡路(洲健)第3-54 令和1年11月22日 令和6年11月30日 平成26年11月17日
000028 9000148585 マイマート　ミートセンター 656-0122 南あわじ市広田広田1210番地5 799536230 食肉処理業 一般 株式会社マイ・マート 代表取締役 橋本 啄万 656-0101 兵庫県洲本市納85番地の1 799260416 淡路(洲健)第16-2 令和2年10月21日 令和8年11月30日 平成26年11月18日
000028 9000148646 海物焼　新島水産 656-2331 淡路市仮屋63-2 799752222 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社由海 代表取締役 新島 芳実 656-2331 兵庫県淡路市仮屋63-2 799752222 淡路(洲健)第2-172 令和2年11月12日 令和8年11月30日 平成26年11月21日
000028 9000148777 株式会社三田屋本店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 795644151 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社三田屋本店 代表取締役 廣岡 賢治 669-1544 兵庫県三田市武庫が丘7-5 795644151 淡路(洲健)第2-163 令和1年11月15日 令和6年11月30日 平成26年11月28日
000028 9000148792 デイサービス　まごころ 656-0152 南あわじ市倭文長田1282番地 799460031 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人まごころ 理事 山本 白 656-0152 兵庫県南あわじ市倭文長田1282番地 799460031 淡路(洲健)第2-160 令和2年10月23日 令和8年11月30日 平成26年11月28日
000028 9000148850 室津浦漁業協同組合 656-1606 淡路市室津地先 799840014 魚介類販売業 一般 室津浦漁業協同組合 代表理事組合長 漣 勝也 656-1606 兵庫県淡路市室津字宮田2534番地先 799840014 淡路(洲健)第7-45 令和3年2月5日 令和9年2月28日 平成26年12月3日
000028 9000148871 グラスアンカー 656-2311 淡路市久留麻2662-6 799647391 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松原 芳雄 淡路(洲健)第2-243 令和3年2月8日 令和9年2月28日 平成26年12月5日
000028 9000149028 マルナカ淡路一宮店 656-1511 淡路市郡家140 799851777 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第2-238 令和3年2月5日 令和9年2月28日 平成26年12月17日
000028 9000149029 マルナカ淡路一宮店 656-1511 淡路市郡家140 799851777 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第7-47 令和3年2月5日 令和9年2月28日 平成26年12月17日
000028 9000149030 マルナカ淡路一宮店 656-1511 淡路市郡家140 799851777 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第17-50 令和3年2月5日 令和9年2月28日 平成26年12月17日
000028 9000149033 マルナカ三原店 656-0461 南あわじ市市円行寺145 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第2-227 令和3年2月1日 令和9年2月28日 平成26年12月17日
000028 9000149034 マルナカ三原店 656-0461 南あわじ市市円行寺145 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第2-228 令和3年2月1日 令和9年2月28日 平成26年12月17日
000028 9000149035 マルナカ三原店 656-0461 南あわじ市市円行寺145 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第7-39 令和3年2月1日 令和9年2月28日 平成26年12月17日
000028 9000149037 マルナカ三原店 656-0461 南あわじ市市円行寺145 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第17-44 令和3年2月1日 令和9年2月28日 平成26年12月17日
000028 9000149038 マルナカ物部店 656-0051 洲本市物部3-2-72 799256003 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第2-270 令和3年2月22日 令和9年2月28日 平成26年12月17日
000028 9000149039 マルナカ物部店 656-0051 洲本市物部3-2-72 799256003 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第7-55 令和3年2月22日 令和9年2月28日 平成26年12月17日
000028 9000149040 マルナカ物部店 656-0051 洲本市物部3-2-72 799256003 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第17-54 令和3年2月22日 令和9年2月28日 平成26年12月17日
000028 9000149041 マルナカ物部店 656-0051 洲本市物部3-2-72 799256003 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第2-271 令和3年2月22日 令和9年2月28日 平成26年12月17日
000028 9000149065 a　too 656-2401 淡路市岩屋3118-1 799732045 飲食店営業(4)その他 一般 淡路ルートサービス株式会社 代表取締役 井植 貞雄 656-2401 兵庫県淡路市岩屋2568 799732000 淡路(洲健)第2-256 令和3年2月16日 令和9年2月28日 平成26年12月19日
000028 9000149066 a　too 656-2401 淡路市岩屋3118-1 799732045 菓子製造業 一般 淡路ルートサービス株式会社 代表取締役 井植 貞雄 656-2401 兵庫県淡路市岩屋2568 799732000 淡路(洲健)第3-59 令和3年2月16日 令和9年2月28日 平成26年12月19日
000028 9000149067 フードコート厨房 656-2401 淡路市岩屋3118-1 799724661 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 淡路ルートサービス株式会社 代表取締役 井植 貞雄 656-2401 兵庫県淡路市岩屋2568 799732000 淡路(洲健)第2-255 令和3年2月16日 令和9年2月28日 平成26年12月19日
000028 9000149119 カフェ　水品堂 656-1711 淡路市富島967大成ビル1F 799823347 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上原 裕一 淡路(洲健)第2-240 令和3年2月5日 令和9年2月28日 平成26年12月25日
000028 9000149120 下田商店NO2 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 下田 正徳 淡路(洲健)第3-70 令和2年2月25日 令和7年2月28日 平成26年12月25日
000028 9000149121 あわしま堂NO4 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 中本 悟 淡路(洲健)第3-71 令和2年2月25日 令和7年2月28日 平成26年12月25日
000028 9000149122 あわしま堂NO5 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 中本 悟 淡路(洲健)第3-72 令和2年2月25日 令和7年2月28日 平成26年12月25日
000028 9000149123 あわしま堂NO6 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 中本 悟 淡路(洲健)第3-73 令和2年2月25日 令和7年2月28日 平成26年12月25日
000028 9000149124 あわしま堂NO7 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 中本 悟 淡路(洲健)第3-74 令和2年2月25日 令和7年2月28日 平成26年12月25日
000028 9000149125 あわしま堂NO8 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 中本 悟 淡路(洲健)第3-75 令和2年2月25日 令和7年2月28日 平成26年12月25日
000028 9000149126 あわしま堂NO9 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 中本 悟 淡路(洲健)第3-76 令和2年2月25日 令和7年2月28日 平成26年12月25日
000028 9000149127 有光商店NO2 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 佐々木 剛 淡路(洲健)第3-78 令和2年2月25日 令和7年2月28日 平成26年12月25日
000028 9000149128 有光商店NO3 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 佐々木 剛 淡路(洲健)第3-77 令和2年2月25日 令和7年2月28日 平成26年12月25日
000028 9000149130 有光商店NO5 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 佐々木 剛 淡路(洲健)第2-248 令和2年2月25日 令和7年2月28日 平成26年12月25日
000028 9000149131 有光商店NO6 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 佐々木 剛 淡路(洲健)第2-247 令和2年2月25日 令和7年2月28日 平成26年12月25日
000028 9000149132 有光商店NO7 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 佐々木 剛 淡路(洲健)第2-245 令和2年2月25日 令和7年2月28日 平成26年12月25日
000028 9000149133 有光商店NO8 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 佐々木 剛 淡路(洲健)第2-246 令和2年2月25日 令和7年2月28日 平成26年12月25日
000028 9000149134 下田商店2 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 下田 正徳 淡路(洲健)第2-244 令和2年2月25日 令和7年2月28日 平成26年12月25日



000028 9000149196 沖物産株式会社 新島第1食品加工場 656-2132 淡路市志筑新島8-11 799626060 そうざい製造業 一般 沖物産株式会社 代表取締役 村上 俊二 656-2131 兵庫県淡路市志筑3112-10 799626033 淡路(洲健)第26-38 令和4年2月8日 令和11年2月28日 令和4年2月8日
000028 9000149230 すし辨天丸 656-1721 淡路市野島蟇浦500-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 野島 靖千 淡路(洲健)第2-244 令和3年2月8日 令和9年2月28日 平成27年1月13日
000028 9000149265 民宿　厚浜 656-0001 洲本市中川原町厚浜1117-1 799280150 そうざい製造業 一般 船越 雅雄 淡路(洲健)第26-30 令和3年2月12日 令和9年2月28日 平成27年1月15日
000028 9000149267 洲本商工会議所　女性会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 柿原 領子 淡路(洲健)第2-271 令和2年2月26日 令和7年2月28日 平成27年1月15日
000028 9000149319 ファミリーマート　サントピアマリーナ店 656-0023 洲本市小路谷1281-1 799244155 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　尋 代表取締役 沖田 浩史 656-0023 兵庫県洲本市小路谷1281-5 799244155 淡路(洲健)第2-262 令和3年2月17日 令和9年2月28日 平成27年1月21日
000028 9000149336 のじまスコーラ 000-0000 淡路島内一円 799821820 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社パソナふるさとインキュベーション 代表取締役 瀬川 康弘 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦841-5 799821820 淡路(洲健)第2-250 令和2年2月25日 令和7年2月28日 平成27年1月22日
000028 9000149364 アンコール 656-0051 洲本市物部1-12-72 799231041 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 倉本 和資 淡路(洲健)第2-248 令和3年2月12日 令和9年2月28日 平成27年1月26日
000028 9000149396 Ｂｏｕｌａｎｇｒｉｅ ｅｔ Ｃａｆｅ Ｐｏｃｈｅ  （ブーランジュリー・エ・カフェ・ポッシュ） 656-0322 南あわじ市志知鈩112-2 飲食店営業(4)その他 一般 鈴木 健二 淡路(洲健)第2-213 令和3年1月15日 令和9年2月28日 平成27年1月28日
000028 9000149397 Ｂｏｕｌａｎｇｒｉｅ ｅｔ Ｃａｆｅ Ｐｏｃｈｅ  （ブーランジュリー・エ・カフェ・ポッシュ） 656-0322 南あわじ市志知鈩112-2 菓子製造業 一般 鈴木 健二 淡路(洲健)第3-53 令和3年1月15日 令和9年2月28日 平成27年1月28日
000028 9000149463 恋路 656-0322 南あわじ市志知鈩123-1 799363278 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 天羽 康浩 淡路(洲健)第2-215 令和3年1月25日 令和9年2月28日 平成27年1月30日
000028 9000149481 長田水産 656-2543 洲本市由良町由良113-8 799270800 魚介類販売業 一般 長田 徹 淡路(洲健)第7-53 令和3年2月22日 令和9年2月28日 平成27年2月2日
000028 9000149482 リトリートナカガワ 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦2599-206 799341181 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中川 欣也 淡路(洲健)第2-253 令和3年2月12日 令和9年2月28日 平成27年2月2日
000028 9000149517 菜音カフェ 656-2162 淡路市王子1430 799622828 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 淡路(洲健)第2-241 令和3年2月8日 令和9年2月28日 平成27年2月5日
000028 9000149519 山田屋 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 露店 山田 修平 淡路(洲健)第2-258 令和2年2月25日 令和7年2月28日 平成27年2月5日
000028 9000149520 有限会社新家青果 656-1321 洲本市五色町鮎原中邑1005 799320024 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 有限会社新家青果 代表取締役 新家 春輝 656-1321 兵庫県洲本市五色町鮎原中邑1005 799320024 淡路(洲健)第10-25 令和3年2月22日 令和9年2月28日 平成27年2月5日
000028 9000149523 Book&Coffee　coyomi 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 竹村 琢 淡路(洲健)第2-234 令和2年2月19日 令和7年2月28日 平成27年2月5日
000028 9000149547 海岸通り　お冨 656-0022 洲本市海岸通１丁目4-8 799230066 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社アシュランス 代表取締役 奈良 敦司 656-0055 兵庫県洲本市大野1510 799230066 淡路(洲健)第2-272 令和3年2月22日 令和9年2月28日 平成27年2月9日
000028 9000149571 トムズスタジオ淡路夢舞台店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 799752588 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社トーマス 代表取締役 政次 裕也 652-0815 兵庫県神戸市兵庫区三川口町3-3-3 785311160 淡路(洲健)第2-260 令和2年2月25日 令和7年2月28日 平成27年2月9日
000028 9000149572 株式会社うおまつ 656-1743 淡路市斗ノ内1410-28 799821118 魚介類販売業 一般 株式会社うおまつ 代表取締役 濱田 智康 656-1743 兵庫県淡路市斗ノ内1410-28 799821118 淡路(洲健)第7-40 令和2年2月26日 令和8年2月28日 平成27年2月9日
000028 9000149589 井戸文名産店 656-0022 洲本市海岸通2丁目4-24 799220727 そうざい製造業 一般 （有）井戸文名産店 代表取締役 濱 栄次 656-0022 兵庫県洲本市海岸通2-4-24 799220727 淡路(洲健)第26-29 令和3年2月12日 令和9年2月28日 平成27年2月9日
000028 9000149619 淡路島ラーメン　東大 656-0443 南あわじ市八木養宜上1029番地50 799424488 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社キッチンパートナーズ 代表取締役 須藤 桂爾 656-0443 兵庫県南あわじ市八木養宜上1029番地50 799424488 淡路(洲健)第2-257 令和3年2月16日 令和9年2月28日 平成27年2月12日
000028 9000149621 ファミリーマート東浦久留麻店 656-2311 淡路市久留麻2047-1 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　尋 代表取締役 沖田 浩史 656-0023 兵庫県洲本市小路谷1281-5 799244155 淡路(洲健)第2-229 令和3年2月2日 令和9年2月28日 平成27年2月12日
000028 9000149714 マルナカ淡路一宮店 656-1511 淡路市郡家140 799851777 喫茶店営業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第12-34 令和3年2月5日 令和9年2月28日 平成27年2月18日
000028 9000149722 マルナカ物部店 656-0051 洲本市物部3-2-72 799256003 喫茶店営業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第12-37 令和3年2月22日 令和9年2月28日 平成27年2月19日
000028 9000149752 セブン－イレブン　南あわじ市福永店 656-0478 南あわじ市市福永573番5 799427736 飲食店営業(4)その他 一般 辻 久信 淡路(洲健)第2-259 令和3年2月17日 令和9年2月28日 平成27年2月20日
000028 9000149753 セブン－イレブン　南あわじ市福永店 656-0478 南あわじ市市福永573番5 799427736 菓子製造業 一般 辻 久信 淡路(洲健)第3-60 令和3年2月17日 令和9年2月28日 平成27年2月20日
000028 9000149797 かどや 656-0025 洲本市本町4丁目3-7 799196785 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西村 絹枝 淡路(洲健)第2-254 令和3年2月12日 令和9年2月28日 平成27年2月23日
000028 9000149804 ヒガシネ食品㈱ 656-2401 淡路市岩屋3287-42 799725101 そうざい製造業 一般 株式会社ヒガシネ食品 代表取締役 東根 達仁 656-2401 兵庫県淡路市岩屋3287番地42 799725101 淡路(洲健)第26-37 令和4年2月3日 令和10年2月29日 令和4年2月3日
000028 9000149811 ファミリーマート一宮竹谷店 656-1524 淡路市竹谷501-6 799805230 飲食店営業(4)その他 一般 合同会社KKS 代表社員 近藤 健司 656-1526 兵庫県淡路市中村59-1 799805230 淡路(洲健)第2-236 令和3年2月5日 令和9年2月28日 平成27年2月23日
000028 9000149867 和樂 656-0025 洲本市本町4丁目5-17 799260365 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 釜本 和典 淡路(洲健)第2-246 令和3年2月9日 令和9年2月28日 平成27年2月24日
000028 9000149938 アミアミ 656-0021 洲本市塩屋1丁目1番17号 799232005 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 特定非営利活動法人　淡路障害者連絡会 理事 山口 雄治 656-0021 兵庫県洲本市塩屋1丁目1-17アルチザンスクエア1階 799220225 淡路(洲健)第2-273 令和3年2月22日 令和9年2月28日 平成27年2月26日
000028 9000149958 納商店 656-0501 南あわじ市福良甲1528-7 799522417 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 納 武志 淡路(洲健)第2-220 令和3年1月26日 令和9年2月28日 平成27年2月27日
000028 9000150024 きむさんの工房 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 木村 昭義 淡路(洲健)第2-40 令和2年5月21日 令和7年5月31日 平成27年3月5日
000028 9000150028 マルナカ物部店 656-0051 洲本市物部3-2-72 799256003 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第2-58 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成27年3月4日
000028 9000150029 ええとこどり　洲本下加茂店 656-0013 洲本市下加茂1丁目1-68 799221001 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 グッドピープル株式会社 代表取締役 河崎 秀典 656-0012 兵庫県洲本市宇山1丁目4-56 799233000 淡路(洲健)第2-50 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成27年3月4日
000028 9000150058 中原水産 656-0011 洲本市炬口1丁目5-23 799221406 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中原水産有限会社 代表取締役 中原 章晴 656-0011 兵庫県洲本市炬口1丁目1-41 799221406 淡路(洲健)第2-65 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成27年3月4日
000028 9000150073 かおるカフェ 656-1501 淡路市尾崎3025-1 799851162 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社淡路島パルシェ 代表取締役 石井 廣志 656-1501 兵庫県淡路市尾崎3025-1 799851162 淡路(洲健)第2-83 令和3年5月25日 令和9年5月31日 平成27年3月5日
000028 9000150074 かおるカフェ 656-1501 淡路市尾崎3025-1 799851162 菓子製造業 一般 株式会社淡路島パルシェ 代表取締役 石井 廣志 656-1501 兵庫県淡路市尾崎3025-1 799851162 淡路(洲健)第3-18 令和3年5月25日 令和9年5月31日 平成27年3月5日
000028 9000150143 Trepici 656-2401 淡路市岩屋大林2674-3 799732011 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯6番地 799743257 淡路(洲健)第1-46 令和4年5月11日 令和11年5月31日 令和4年5月11日
000028 9000150145 キッチンユーカリが丘 656-0443 南あわじ市八木養宜上1408番地あわじまるごと食の拠点施設直売所2階 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 南淡路農業公園株式会社 代表取締役 馬部 総一郎 656-0443 兵庫県南あわじ市八木養宜上1401番地 799432626 淡路(洲健)第2-76 令和3年5月24日 令和10年5月31日 平成27年3月12日
000028 9000150149 あわじ島まるごと株式会社　美菜恋来屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 799433751 飲食店営業(4)その他 露店 あわじ島まるごと株式会社 代表取締役 原口 和幸 656-0443 兵庫県南あわじ市八木養宜上1408番地 799433751 淡路(洲健)第2-30 令和2年5月14日 令和7年5月31日 平成27年3月12日
000028 9000150151 あわじ島まるごと株式会社　美菜恋来屋 656-0443 南あわじ市八木養宜上1408番地 799433751 飲食店営業(4)その他 一般 あわじ島まるごと株式会社 代表取締役 原口 和幸 656-0443 兵庫県南あわじ市八木養宜上1408番地 799433751 淡路(洲健)第2-85 令和3年5月25日 令和10年5月31日 平成27年3月12日
000028 9000150152 あわじ島まるごと株式会社　美菜恋来屋 656-0443 南あわじ市八木養宜上1408番地 799433751 食肉販売業 一般 あわじ島まるごと株式会社 代表取締役 原口 和幸 656-0443 兵庫県南あわじ市八木養宜上1408番地 799433751 淡路(洲健)第17-10 令和3年5月25日 令和10年5月31日 平成27年3月12日
000028 9000150188 おとちゃん 656-0516 南あわじ市賀集福井1886 799531609 そうざい製造業 一般 乙井 秀俊 淡路(洲健)第26-3 令和3年5月12日 令和9年5月31日 平成27年3月13日
000028 9000150250 チェルレオ 656-2306 淡路市夢舞台2 799741111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社夢舞台 代表取締役 水埜　浩 656-2306 兵庫県淡路市夢舞台1 799741000 淡路(洲健)第1-115 令和4年5月31日 令和10年5月31日 令和4年5月31日
000028 9000150278 ダマールカレー 656-0443 南あわじ市八木養宜上1029番地50 799421313 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社キッチンパートナーズ 代表取締役 須藤 桂爾 656-0443 兵庫県南あわじ市八木養宜上1029番地50 799424488 淡路(洲健)第2-19 令和3年5月12日 令和9年5月31日 平成27年3月18日
000028 9000150315 シーアイガ 656-2121 洲本市安乎町平安浦1970番地6 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社かいげつ 代表取締役 齋藤 敦夫 656-0022 兵庫県洲本市海岸通一丁目3番11号 799221100 淡路(洲健)第2-93 令和3年5月28日 令和9年5月31日 平成27年3月19日
000028 9000150334 カモメテラス 656-0661 南あわじ市阿那賀1603-75 799390999 そうざい製造業 一般 井上 紀子 淡路(洲健)第26-4 令和3年5月12日 令和9年5月31日 平成27年3月20日
000028 9000150344 PARTAGE　umisola 656-2301 淡路市楠本387-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社イディアルデコ 代表取締役 中村 勇一 650-0003 兵庫県神戸市中央区山本通4-26-14 淡路(洲健)第2-32 令和3年5月17日 令和9年5月31日 平成27年3月23日
000028 9000150416 KJ 656-0025 洲本市本町4-3-10マルウメビル2F 飲食店営業(4)その他 一般 北原 淳平 淡路(洲健)第2-69 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成27年3月26日
000028 9000150487 洲浜製菓 656-0012 洲本市宇山1丁目2-45 799262181 菓子製造業 一般 福田 久美子 淡路(洲健)第3-16 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成27年3月30日
000028 9000150561 とんベジ 656-0025 洲本市本町5丁目4-29 799261755 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 好岡 久美子 淡路(洲健)第2-48 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成27年3月31日
000028 9000150568 養護老人ホームさくら苑 656-0503 南あわじ市福良丙22-1 799540421 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 富士産業株式会社 中村 勝彦 105-0004 東京都港区新橋5-32-7 354006111 淡路(洲健)第2-25 令和3年5月12日 令和9年5月31日 平成27年4月1日
000028 9000150585 シーアイガ　バーベキューテラス 656-2121 洲本市安乎町平安浦1970番地6 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社　かいげつ 代表取締役 齋藤 敦夫 656-0022 兵庫県洲本市海岸通一丁目3番11号 799221100 淡路(洲健)第2-64 令和2年5月27日 令和7年5月31日 平成27年4月1日
000028 9000150593 市原水産 656-2541 洲本市由良3丁目9-14 799270527 魚介類販売業 一般 市原 由利子 淡路(洲健)第7-10 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成27年4月3日
000028 9000150635 Ｍａｍｅｃｏ(ﾏﾒｺ) 656-0025 洲本市本町4丁目2-23 飲食店営業(4)その他 一般 藤川 正芳 淡路(洲健)第2-73 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成27年4月3日
000028 9000150639 コミカフェ　ロング 656-1743 淡路市斗ノ内67-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長井 千秋 淡路(洲健)第2-12 令和3年5月11日 令和9年5月31日 平成27年4月6日
000028 9000150649 嘉もん（カモン） 656-0424 南あわじ市榎列西川113-2 799420801 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 真柴 武史 淡路(洲健)第2-26 令和3年5月12日 令和9年5月31日 平成27年4月6日
000028 9000150753 バーエトワール 656-0025 洲本市本町5丁目1-16 799231855 菓子製造業 一般 豊田 真暢 淡路(洲健)第3-15 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成27年4月13日
000028 9000150754 バーエトワール 656-0025 洲本市本町5丁目1-16 799231855 飲食店営業(4)その他 一般 豊田 真暢 淡路(洲健)第2-62 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成27年4月13日
000028 9000150788 和 kitchen　太公望 656-0543 南あわじ市阿万塩屋町2660-2 799521234 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山形屋水産株式会社 代表取締役 山形 収司 656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲1528-32 799502560 淡路(洲健)第2-79 令和3年5月24日 令和10年5月31日 平成27年4月10日
000028 9000150789 淡路じゃのひれ　さかな工房 656-0543 南あわじ市阿万塩屋町2660-2 799521234 魚介類販売業 一般 山形屋水産株式会社 代表取締役 山形 収司 656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲1528番地の32 799502560 淡路(洲健)第7-14 令和3年5月24日 令和10年5月31日 平成27年4月10日
000028 9000150790 淡路じゃのひれ　さかな工房 656-0543 南あわじ市阿万塩屋町2660-2 799521234 そうざい製造業 一般 山形屋水産株式会社 代表取締役 山形 収司 656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲1528番地の32 799502560 淡路(洲健)第26-13 令和3年5月24日 令和10年5月31日 平成27年4月10日
000028 9000150791 淡路じゃのひれ　さかな工房 656-0543 南あわじ市阿万塩屋町2660-2 799521234 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 山形屋水産株式会社 代表取締役 山形 収司 656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲1528番地の32 799502560 淡路(洲健)第10-4 令和3年5月24日 令和10年5月31日 平成27年4月10日
000028 9000150793 ポン菓子新ちゃん 656-0341 南あわじ市津井1158 菓子製造業 一般 興津 新八 淡路(洲健)第3-13 令和3年5月12日 令和9年5月31日 平成27年4月15日
000028 9000150856 マレーナ 656-0306 南あわじ市松帆慶野409-5 799373337 飲食店営業(3)旅館 一般 リーガル地所株式会社 代表取締役 馬場 良一 530-0047 大阪府大阪市北区西天満四丁目6番3号 661310229 淡路(洲健)第2-77 令和3年5月24日 令和9年5月31日 平成27年4月20日
000028 9000150912 ローソン淡路浦平松店 656-2305 淡路市浦平松895 799752030 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社わあぷ 代表取締役 畠田 浩司 656-2401 兵庫県淡路市岩屋285番地145 799724086 淡路(洲健)第1-72 令和4年5月19日 令和11年5月31日 令和4年5月19日
000028 9000150980 島田商店 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 露店 島田 憲侑 淡路(洲健)第2-29 令和2年5月14日 令和7年5月31日 平成27年4月27日
000028 9000150981 生活文化事業部 656-0543 南あわじ市阿万塩屋町754-1 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社ミスズ 代表取締役 半田 晴久 167-0053 東京都杉並区西荻南2-17-8 332475585 淡路(洲健)第2-9 令和2年4月23日 令和7年5月31日 平成27年4月27日
000028 9000151017 魚屋 656-0027 洲本市港3番地 799220367 魚介類販売業 一般 洲本炬口漁業協同組合 代表理事組合長 山本 浩之 656-0011 兵庫県洲本市炬口1-1-1 799220367 淡路(洲健)第7-8 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成27年4月27日
000028 9000151020 ちくば水産 000-0000 淡路島内一円 799255282 飲食店営業(4)その他 露店 竹岡 千尋 淡路(洲健)第2-37 令和2年5月20日 令和7年5月31日 平成27年4月27日
000028 9000151031 加工場 656-2541 洲本市由良2丁目地先 79920555 そうざい製造業 一般 由良町漁業協同組合 代表理事 川野 正二 656-2543 兵庫県洲本市由良町由良1-20-29 799270555 淡路(洲健)第26-14 令和3年5月31日 令和9年5月31日 平成27年4月30日
000028 9000151042 トムズスタジオ淡路夢舞台内　焼き芋「土力」 656-2306 淡路市夢舞台2 799742588 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社トーマス 代表取締役 政次 裕也 652-0815 兵庫県神戸市兵庫区三川口町3-3-3 785311160 淡路(洲健)第2-92 令和3年5月28日 令和9年5月31日 平成27年4月30日
000028 9000151043 トムズスタジオ淡路夢舞台内　焼き芋「土力」 656-2306 淡路市夢舞台2 799742588 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社トーマス 代表取締役 政次 裕也 652-0815 兵庫県神戸市兵庫区三川口町3-3-3 785311160 淡路(洲健)第14-4 令和2年5月29日 令和7年5月31日 平成27年4月30日
000028 9000151044 酒林鮮魚店 656-0502 南あわじ市福良乙411 799521034 魚介類販売業 一般 田中 悦子 淡路(洲健)第7-3 令和3年5月12日 令和9年5月31日 平成27年4月30日
000028 9000151046 民宿西田荘“癒やし庵” 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦712-18 799340532 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西田 江理 淡路(洲健)第2-46 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成27年4月30日
000028 9000151119 希凛 656-2401 淡路市岩屋1871 799723811 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 丹野 昌也 淡路(洲健)第2-86 令和3年5月27日 令和9年5月31日 平成27年5月7日
000028 9000151164 おかん 656-2131 淡路市志筑1867-2パックスつな2-E 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西藤 江利子 淡路(洲健)第2-10 令和3年5月11日 令和9年5月31日 平成27年5月11日
000028 9000151326 マイ・マート五色都志店 656-1301 洲本市五色町都志256-1 799303035 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　マイ・マート 代表取締役 656-0101 兵庫県洲本市納85-1 799260416 淡路(洲健)第2-61 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成27年5月18日
000028 9000151327 マイ・マート五色都志店 656-1301 洲本市五色町都志256-1 799303035 魚介類販売業 一般 株式会社　マイ・マート 代表取締役 656-0101 兵庫県洲本市納85-1 799260416 淡路(洲健)第7-6 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成27年5月18日
000028 9000151329 マイ・マート五色都志店 656-1301 洲本市五色町都志256-1 799303035 食肉販売業 一般 株式会社　マイ・マート 代表取締役 656-0101 兵庫県洲本市納85-1 799260416 淡路(洲健)第17-8 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成27年5月18日
000028 9000151333 由良町漁業協同組合 656-2543 洲本市由良町由良2355-1地先 799271060 魚介類せり売営業 一般 由良町漁業協同組合 代表理事 川野 正二 656-2543 兵庫県洲本市由良町由良1-20-29 799270555 淡路(洲健)第8-1 令和3年5月31日 令和9年5月31日 平成27年5月15日
000028 9000151335 ファミリーマート西淡湊店 656-0332 南あわじ市湊261-1 799373230 飲食店営業(4)その他 一般 真浦 一也 淡路(洲健)第2-23 令和3年5月12日 令和9年5月31日 平成27年5月20日
000028 9000151595 マイ・マート五色鮎原店 656-1325 洲本市五色町鮎原南谷361-1 799320272 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　マイ・マート 代表取締役 656-0101 兵庫県洲本市納85-1 799260416 淡路(洲健)第2-60 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成27年5月22日
000028 9000151596 マイ・マート五色鮎原店 656-1325 洲本市五色町鮎原南谷361-1 799320272 魚介類販売業 一般 株式会社　マイ・マート 代表取締役 656-0101 兵庫県洲本市納85-1 799260416 淡路(洲健)第7-7 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成27年5月22日
000028 9000151597 マイ・マート五色鮎原店 656-1325 洲本市五色町鮎原南谷361-1 799320272 食肉販売業 一般 株式会社　マイ・マート 代表取締役 656-0101 兵庫県洲本市納85-1 799260416 淡路(洲健)第17-9 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成27年5月22日
000028 9000151603 沼島漁協　干物加工場 656-0961 南あわじ市沼島漁港区域内 魚介類販売業 一般 沼島漁業協同組合 代表理事 川口 雄也 656-0961 兵庫県南あわじ市沼島2367-2 799570246 淡路(洲健)第7-12 令和3年5月24日 令和9年5月31日 平成27年5月29日
000028 9000151636 ルーチェ 656-0025 洲本市本町３丁目１－２２洲本コーポ２号室 799260205 飲食店営業(4)その他 一般 磯口 君子 淡路(洲健)第1-176 令和3年8月12日 令和9年8月31日 令和3年8月12日
000028 9000151643 食肉卸三昭株式会社 656-0446 南あわじ市八木寺内327 799425511 食肉処理業 一般 食肉卸三昭株式会社 代表取締役 大和 善博 656-0446 兵庫県南あわじ市八木寺内327番地 799425511 淡路(洲健)第9-1 令和4年7月19日 令和11年8月31日 令和4年7月19日
000028 9000151649 ぬか酵素　Sun燦 656-0131 南あわじ市広田中筋296-1 799207801 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 Ｄ．ＤＲＥＡＭＳ合同会社 代表社員 伊達 弘泰 656-0122 兵庫県南あわじ市広田広田464番地1 799452433 淡路(洲健)第1-200 令和3年8月23日 令和9年8月31日 令和3年8月23日
000028 9000151692 奥井 日昇堂 656-0478 南あわじ市市福永544-5 799420149 飲食店営業(4)その他 一般 奥井 敬一良 淡路(洲健)第1-182 令和3年8月17日 令和9年8月31日 令和3年8月17日
000028 9000151746 砂川商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 砂川 みや子 淡路(洲健)第2-83 令和2年7月17日 令和7年8月31日 平成27年6月10日
000028 9000151748 沖物産株式会社 新島第2食品加工場 656-2132 淡路市志筑新島8-11 799626060 食肉処理業 一般 沖物産株式会社 代表取締役 村上 俊二 656-2131 兵庫県淡路市志筑3112-10 799626033 淡路(洲健)第16-2 令和3年8月19日 令和10年8月31日 令和3年8月19日
000028 9000151788 お食事処　浜ちどり 000-0000 淡路島内一円 799722556 飲食店営業(4)その他 露店 東根 巧 淡路(洲健)第2-119 令和2年8月18日 令和7年8月31日 平成27年6月18日
000028 9000151800 カラオケ喫茶ダイヤ 656-0327 南あわじ市志知北518-1 飲食店営業(4)その他 一般 峠 トメ子 淡路(洲健)第1-150 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 9000151821 あさじ 656-1741 淡路市浅野南101-6 799820757 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社あさじ 代表取締役 倉本 正富 656-1741 兵庫県淡路市浅野南101-6 799820757 淡路(洲健)第1-178 令和3年8月16日 令和9年8月31日 令和3年8月16日
000028 9000151822 あさじ 656-1741 淡路市浅野南101-6 799820757 そうざい製造業 一般 株式会社あさじ 代表取締役 倉本 正富 656-1741 兵庫県淡路市浅野南101-6 799820757 淡路(洲健)第26-19 令和3年8月16日 令和9年8月31日 令和3年8月16日
000028 9000151823 あさじ 656-1741 淡路市浅野南101-6 799820757 魚介類販売業 一般 株式会社あさじ 代表取締役 倉本 正富 656-1741 兵庫県淡路市浅野南101-6 799820757 淡路(洲健)第7-17 令和3年8月16日 令和9年8月31日 令和3年8月16日
000028 9000151824 Ｌａ　ｍｅｒ（ラメール） 656-2401 淡路市岩屋1863-2 799704367 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前川 依里香 淡路(洲健)第1-146 令和3年7月28日 令和9年8月31日 令和3年7月28日
000028 9000151825 Ｌａ　ｍｅｒ（ラメール） 656-2401 淡路市岩屋1863-2 799704367 菓子製造業 一般 前川 依里香 淡路(洲健)第3-32 令和3年7月28日 令和9年8月31日 令和3年7月28日
000028 9000151841 台湾料理 豊源 656-0332 南あわじ市湊54-1 799363106 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 翔輝株式会社 代表取締役 山岸 雅男 501-1132 岐阜県岐阜市折立887番地 582395678 淡路(洲健)第1-151 令和3年7月30日 令和9年8月31日 令和3年7月30日
000028 9000151882 千年一酒造(株) 656-2311 淡路市久留麻2485-1 799742005 飲食店営業(4)その他 一般 千年一酒造株式会社 代表取締役 上野山 善彦 656-2311 兵庫県淡路市久留麻2485番地の1 799742005 淡路(洲健)第1-101 令和3年7月14日 令和9年8月31日 令和3年7月14日
000028 9000151906 来夢 656-2305 淡路市浦1016-1 799745656 飲食店営業(4)その他 一般 濱 志帆 淡路(洲健)第1-187 令和3年8月17日 令和9年8月31日 令和3年8月17日
000028 9000152070 谷間商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 谷間 悟志 淡路(洲健)第2-110 令和2年8月13日 令和7年8月31日 平成27年7月1日
000028 9000152109 月渚（ｹﾞｯｼｮ） 656-0501 南あわじ市福良甲512-84 コーポ八反 飲食店営業(4)その他 一般 北崎 良 淡路(洲健)第1-127 令和3年7月20日 令和9年8月31日 令和3年7月20日
000028 9000152127 あまのや 656-1322 洲本市五色町鮎原上279 799320183 みそ又はしょうゆ製造業 一般 天野 孝彦 淡路(洲健)第34-2 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 9000152218 社会福祉法人 淡路島福祉会 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 露店 社会福祉法人 淡路島福祉会 理事長 八木 康公 656-0446 兵庫県南あわじ市八木寺内373-1 799426006 淡路(洲健)第2-128 令和2年8月20日 令和7年8月31日 平成27年7月15日
000028 9000152264 活魚鮮魚　大和や 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 谷 大輔 淡路(洲健)第2-79 令和2年7月13日 令和7年8月31日 平成27年7月21日
000028 9000152270 スーパーキンキ　志筑本店 656-2131 淡路市志筑1381-3 799621535 喫茶店営業 自動販売機 株式会社　津名ショッピングセンター 代表取締役 五十嵐 雅裕 656-2131 兵庫県淡路市志筑1381-3 799621535 淡路(洲健)第12-11 令和2年7月21日 令和7年8月31日 平成27年7月16日
000028 9000152276 ローソン三原町八木店 656-0436 南あわじ市八木新庄4-4 799427028 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ベクトル 代表取締役 喜田 修司 656-0517 兵庫県南あわじ市賀集生子355番地2 799531382 淡路(洲健)第1-239 令和4年8月23日 令和11年8月31日 令和4年8月23日
000028 9000152331 沖物産株式会社 第1食品加工場 656-2131 淡路市志筑3112-18 799626050 魚介類販売業 一般 沖物産株式会社 代表取締役 村上 俊二 656-2131 兵庫県淡路市志筑3112番地10 799626060 淡路(洲健)第6-16 令和4年7月15日 令和11年8月31日 令和4年7月15日
000028 9000152394 マイマート北淡インター店 656-1602 淡路市育波490 799841122 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　マイ・マート 代表取締役 656-0101 兵庫県洲本市納85-1 799260416 淡路(洲健)第1-215 令和3年8月31日 令和9年8月31日 令和3年8月31日



000028 9000152395 マイマート北淡インター店 656-1602 淡路市育波490 799841122 魚介類販売業 一般 株式会社　マイ・マート 代表取締役 656-0101 兵庫県洲本市納85-1 799260416 淡路(洲健)第7-20 令和3年8月31日 令和9年8月31日 令和3年8月31日
000028 9000152396 マイマート北淡インター店 656-1602 淡路市育波490 799841122 食肉販売業 一般 株式会社　マイ・マート 代表取締役 656-0101 兵庫県洲本市納85-1 799260416 淡路(洲健)第17-15 令和3年8月31日 令和9年8月31日 令和3年8月31日
000028 9000152445 真野食料品店 656-0502 南あわじ市福良乙370 799520309 飲食店営業(4)その他 一般 眞野 陽子 淡路(洲健)第1-172 令和3年8月12日 令和9年8月31日 令和3年8月12日
000028 9000152455 La Ruelle. 656-0025 洲本市本町5丁目1-16 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 境 学 淡路(洲健)第1-194 令和3年8月20日 令和9年8月31日 令和3年8月20日
000028 9000152485 洲本ファミリーマート海岸通 000-0000 淡路島内一円 喫茶店営業 露店 株式会社　尋 代表取締役 沖田 浩史 656-0023 兵庫県洲本市小路谷1281-5 799252577 淡路(洲健)第12-16 令和2年8月13日 令和7年8月31日 平成27年7月30日
000028 9000152505 しぜん工房 美味輪（ｼｾﾞﾝｺｳﾎﾞｳ ｵｲｼｲﾜ） 656-0545 南あわじ市阿万西町340-2 飲食店営業(4)その他 一般 原 時子 淡路(洲健)第1-171 令和3年8月12日 令和9年8月31日 令和3年8月12日
000028 9000152506 しぜん工房 美味輪（ｼｾﾞﾝｺｳﾎﾞｳ ｵｲｼｲﾜ） 656-0545 南あわじ市阿万西町340-2 そうざい製造業 一般 原 時子 淡路(洲健)第26-18 令和3年8月12日 令和9年8月31日 令和3年8月12日
000028 9000152542 カンティーヌ（プライミクス淡路本社　社員食堂） 656-2306 淡路市夢舞台1-38 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 プライミクスプラス株式会社 代表取締役 永井 康子 656-2306 兵庫県淡路市夢舞台1-38 664582388 淡路(洲健)第1-126 令和3年7月20日 令和10年8月31日 令和3年7月20日
000028 9000152543 コンヴィヴィオ（プライミクス社宅食堂） 656-2306 淡路市夢舞台1-39 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 プライミクスプラス株式会社 代表取締役 永井 康子 656-2306 兵庫県淡路市夢舞台1-38 799722777 淡路(洲健)第1-125 令和3年7月20日 令和9年8月31日 令和3年7月20日
000028 9000152563 カフェ　水品堂 656-1711 淡路市富島967　富島大成ビル1F 799823347 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 上原 裕一 淡路(洲健)第14-10 令和2年8月19日 令和7年8月31日 平成27年8月5日
000028 9000152645 MOON　JELLY　AWAJI　RESORT 656-2401 淡路市岩屋1871 799723113 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Cavalleria. 代表取締役 谷川 泰隆 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1871 799723113 淡路(洲健)第1-164 令和3年8月6日 令和9年8月31日 令和3年8月6日
000028 9000152664 デリカキッチン　みやび 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 来田 和江 淡路(洲健)第2-80 令和2年7月13日 令和7年8月31日 平成27年8月12日
000028 9000152716 株式会社刑部農機 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社刑部農機 代表取締役 刑部 純 656-0515 兵庫県南あわじ市賀集鍛治屋470番地2 799540550 淡路(洲健)第2-134 令和2年8月24日 令和7年8月31日 平成27年8月18日
000028 9000152729 みはま 656-1301 洲本市五色町都志706の7 799330192 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 横内 世貴子 淡路(洲健)第1-180 令和3年8月16日 令和9年8月31日 令和3年8月16日
000028 9000152784 伊達精肉店 656-0122 南あわじ市広田広田410-6 799450372 飲食店営業(4)その他 一般 寺内 淑恵 淡路(洲健)第1-203 令和3年8月23日 令和9年8月31日 令和3年8月23日
000028 9000152785 伊達精肉店 656-0122 南あわじ市広田広田410-6 799450372 食肉販売業 一般 寺内 淑恵 淡路(洲健)第17-12 令和3年8月23日 令和9年8月31日 令和3年8月23日
000028 9000152792 あまのや 656-1322 洲本市五色町鮎原上279 799320183 そうざい製造業 一般 天野 孝彦 淡路(洲健)第26-17 令和3年8月5日 令和9年8月31日 令和3年8月5日
000028 9000152905 マイマート岩屋店 656-2401 淡路市岩屋1060-1 799725505 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　マイ・マート 代表取締役 656-0101 兵庫県洲本市納85-1 799260080 淡路(洲健)第1-214 令和3年8月31日 令和9年8月31日 令和3年8月31日
000028 9000152906 マイマート岩屋店 656-2401 淡路市岩屋1060-1 799725505 魚介類販売業 一般 株式会社　マイ・マート 代表取締役 656-0101 兵庫県洲本市納85-1 799260080 淡路(洲健)第7-19 令和3年8月31日 令和9年8月31日 令和3年8月31日
000028 9000152907 マイマート岩屋店 656-2401 淡路市岩屋1060-1 799725505 食肉販売業 一般 株式会社　マイ・マート 代表取締役 656-0101 兵庫県洲本市納85-1 799260080 淡路(洲健)第17-14 令和3年8月31日 令和9年8月31日 令和3年8月31日
000028 9000152909 餃子酒房丈夫（ジャンフー） 656-2223 淡路市大谷字傍示913-10 799640040 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 織田 享祐 淡路(洲健)第1-206 令和3年8月26日 令和9年8月31日 令和3年8月26日
000028 9000152986 Ｔｈｅ Ｋｉｔｃｈｅｎ ｂｕｏｎｏ ｂｕｏｎｏ  （ボーノ・ボーノ） 656-0025 洲本市本町5丁目4-26 799242300 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佐藤 充 淡路(洲健)第1-192 令和3年8月19日 令和9年8月31日 令和3年8月19日
000028 9000153005 Hotel & Resorts MINAMIAWAJI  リリックス・カナリヤ 656-0503 南あわじ市福良丙317 799523011 飲食店営業(4)その他 一般 大和リゾート株式会社 代表取締役 柴山 良成 100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目8番1号 364571551 淡路(洲健)第1-255 令和4年8月26日 令和11年8月31日 令和4年8月26日
000028 9000153006 Hotel & Resorts MINAMIAWAJI  パントリー 656-0503 南あわじ市福良丙317 799523011 飲食店営業(4)その他 一般 大和リゾート株式会社 代表取締役 柴山 良成 100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目8番1号 364571551 淡路(洲健)第1-254 令和4年8月26日 令和11年8月31日 令和4年8月26日
000028 9000153007 Hotel & Resorts MINAMIAWAJI  すいせん 656-0503 南あわじ市福良丙317 799523011 飲食店営業(4)その他 一般 大和リゾート株式会社 代表取締役 柴山 良成 100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目8番1号 364571551 淡路(洲健)第1-256 令和4年8月26日 令和11年8月31日 令和4年8月26日
000028 9000153008 Hotel & Resorts MINAMIAWAJI  ロイヤルホール 656-0503 南あわじ市福良丙317 799523011 飲食店営業(4)その他 一般 大和リゾート株式会社 代表取締役 柴山 良成 100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目8番1号 364571551 淡路(洲健)第1-252 令和4年8月26日 令和11年8月31日 令和4年8月26日
000028 9000153046 創作イタリアンバル33　THREE　THREE 656-0025 洲本市本町5丁目2-27　サングループビル２F 799536030 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷口 優 淡路(洲健)第1-309 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 9000153062 アワジアン食堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 河端 文夫 淡路(洲健)第2-139 令和2年10月5日 令和7年11月30日 平成27年9月3日
000028 9000153064 シャインロード・未来 656-0121 南あわじ市山添78-4洲本西第二ビル2Ｆ 799451233 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西岡 加代美 淡路(洲健)第1-290 令和3年11月12日 令和9年11月30日 令和3年11月12日
000028 9000153277 喫茶Bishop（ﾋﾞｼｮｯﾌﾟ） 656-0025 洲本市本町2-2-33 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 赤井 依子 淡路(洲健)第1-274 令和3年11月2日 令和9年11月30日 令和3年11月2日
000028 9000153349 カフェチャウチャウ 656-0025 洲本市本町6丁目4-24 799224601 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大山 宗柄 淡路(洲健)第1-272 令和3年11月2日 令和9年11月30日 令和3年11月2日
000028 9000153350 中本酒店 656-1531 淡路市江井3194-2 799860073 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中本 千博 淡路(洲健)第1-268 令和3年11月2日 令和9年11月30日 令和3年11月2日
000028 9000153451 シェアホースカフェ＆馬場BAR 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山下 勉 淡路(洲健)第2-169 令和2年11月12日 令和7年11月30日 平成27年10月9日
000028 9000153452 シェアホースカフェ＆馬場BAR 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 山下 勉 淡路(洲健)第3-44 令和2年11月12日 令和7年11月30日 平成27年10月9日
000028 9000153576 やまびこ 656-0444 南あわじ市八木大久保468 799421914 飲食店営業(4)その他 一般 松本 典恵 淡路(洲健)第1-324 令和3年11月25日 令和9年11月30日 令和3年11月25日
000028 9000153634 ローソン淡路久留麻店 656-2311 淡路市久留麻1909-1 799753232 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社長野 代表取締役 長野 彌生 656-2311 兵庫県淡路市久留麻2662番地4 799701120 淡路(洲健)第1-316 令和4年10月26日 令和11年11月30日 令和4年10月26日
000028 9000153642 特別養護老人ホーム　淡路ふくろうの郷 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 社会福祉法人ひょうご聴覚障害者福祉事業協会 理事長 大矢 暹 656-0002 兵庫県洲本市中川原町中川原東山28-1 799258550 淡路(洲健)第3-45 令和2年11月17日 令和7年11月30日 平成27年10月22日
000028 9000153768 まんまる 656-2311 淡路市久留麻159-3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 嶋本 秀和 淡路(洲健)第1-305 令和3年11月17日 令和9年11月30日 令和3年11月17日
000028 9000153825 ホテルニューアワジ プラザ淡路島 656-0542 南あわじ市阿万吹上町1433番地2 799552500 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社 プラザ淡路島 代表取締役 木下 紘二 656-0542 兵庫県南あわじ市阿万吹上町1433番地2 799552500 淡路(洲健)第1-278 令和3年11月5日 令和10年11月30日 令和3年11月5日
000028 9000153826 ホテルニューアワジ プラザ淡路島 宴会棟 656-0542 南あわじ市阿万吹上町1433番地2 799552500 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社 プラザ淡路島 代表取締役 木下 紘二 656-0542 兵庫県南あわじ市阿万吹上町1433番地2 799552500 淡路(洲健)第1-280 令和3年11月5日 令和10年11月30日 令和3年11月5日
000028 9000153827 ホテルニューアワジ プラザ淡路島 コテージ 656-0542 南あわじ市阿万吹上町1433番地2 799552500 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社 プラザ淡路島 代表取締役 木下 紘二 656-0542 兵庫県南あわじ市阿万吹上町1433番地2 799552500 淡路(洲健)第1-279 令和3年11月5日 令和10年11月30日 令和3年11月5日
000028 9000153837 菓子工房 菓のん 656-0456 南あわじ市神代地頭方955-1 799205048 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 渡邊 唯 淡路(洲健)第1-281 令和3年11月5日 令和9年11月30日 令和3年11月5日
000028 9000153838 菓子工房 菓のん 656-0456 南あわじ市神代地頭方955-1 799205048 菓子製造業 一般 渡邊 唯 淡路(洲健)第3-43 令和3年11月5日 令和9年11月30日 令和3年11月5日
000028 9000153841 淡路アグリファーム株式会社 656-0143 南あわじ市中条中筋1492番地 799451743 食肉処理業 一般 淡路アグリファーム株式会社 代表取締役 松岡 久美子 656-0143 兵庫県南あわじ市中条中筋1492番地 799451743 淡路(洲健)第16-4 令和3年11月15日 令和9年11月30日 令和3年11月15日
000028 9000153870 コンパスグループ・ジャパン株式会社 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 露店 コンパスグループ・ジャパン株式会社 代表取締役 石田 隆嗣 104-0045 東京都中央区築地五丁目５番12号 335440351 淡路(洲健)第2-149 令和2年10月13日 令和7年11月30日 平成27年11月5日
000028 9000153889 ハーモニー 656-2224 淡路市大谷100 飲食店営業(4)その他 一般 長野 たつみ 淡路(洲健)第1-333 令和3年11月30日 令和9年11月30日 令和3年11月30日
000028 9000153985 Jardin d'Alice(ｼﾞｬﾙﾀﾞﾝｱﾘｽ） 656-0051 洲本市物部1-15-7 799265177 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上原 勝也 淡路(洲健)第1-386 令和4年11月22日 令和11年11月30日 令和4年11月22日
000028 9000153995 アビーロード・和良久 656-0425 南あわじ市榎列小榎列234-1 799424862 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 櫻木 勇喜 淡路(洲健)第1-294 令和3年11月15日 令和9年11月30日 令和3年11月15日
000028 9000154032 広田地区公民館（緑市民センター） 656-0122 南あわじ市広田広田1057-1 799443008 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 社会福祉法人 南あわじ市社会福祉協議会 理事長 阿部 昌弘 656-0122 兵庫県南あわじ市広田広田1064番地 799443007 淡路(洲健)第1-306 令和3年11月17日 令和9年11月30日 令和3年11月17日
000028 9000154084 MALLOW（ﾏﾛｳ） 656-0026 洲本市栄町1丁目3-6 799260678 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤江 奈央 淡路(洲健)第1-314 令和3年11月19日 令和9年11月30日 令和3年11月19日
000028 9000154166 酒林 656-0025 洲本市本町6-2-26 799224546 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上野山 節子 淡路(洲健)第1-298 令和3年11月15日 令和9年11月30日 令和3年11月15日
000028 9000154285 (有)フルール　ブランジェリーフルール 656-2311 淡路市久留麻1893-8 799743993 菓子製造業 一般 有限会社フルール 代表取締役 久野 弘喜 656-2311 兵庫県淡路市久留麻1893-8 799743993 淡路(洲健)第3-51 令和4年2月1日 令和10年2月29日 令和4年2月1日
000028 9000154308 淡路麺業(株) 656-2225 淡路市生穂新島9-15 799640811 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 淡路麺業株式会社 代表取締役 出雲 文人 656-2225 兵庫県淡路市生穂新島9番地15 799640811 淡路(洲健)第1-458 令和5年2月15日 令和12年2月28日 令和5年2月15日
000028 9000154309 淡路麺業(株) 656-2225 淡路市生穂新島9-15 799640811 麺類製造業 一般 淡路麺業株式会社 代表取締役 出雲 文人 656-2225 兵庫県淡路市生穂新島9番地15 799640811 淡路(洲健)第15-8 令和5年2月15日 令和12年2月28日 令和5年2月15日
000028 9000154337 株式会社　森水産 656-2311 淡路市久留麻2204-1 799709005 魚介類販売業 一般 株式会社　森水産 代表取締役 森 淳 656-2311 兵庫県淡路市久留麻2204番地1 799709005 淡路(洲健)第6-35 令和5年2月6日 令和12年2月28日 令和5年2月6日
000028 9000154386 ＡＮＣＨＯＲ（アンカー） 656-0503 南あわじ市福良丙795-78 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 酒部 弘美 淡路(洲健)第1-386 令和4年2月9日 令和10年2月29日 令和4年2月9日
000028 9000154410 ふたば庵 656-2132 淡路市志筑新島10-3　ｱﾙｸﾘｵ1F 799626504 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小茂池 光洋 淡路(洲健)第1-382 令和4年2月8日 令和10年2月29日 令和4年2月8日
000028 9000154463 (有)ＳＮＫあわじ 656-0546 南あわじ市阿万東町337-30 魚介類販売業 一般 有限会社ＳＮＫあわじ 取締役 松本 司 656-0545 兵庫県南あわじ市阿万西町309番地 799552566 淡路(洲健)第7-30 令和4年1月25日 令和10年2月29日 令和4年1月25日
000028 9000154500 でぃーふらっぷ ２ 656-0443 南あわじ市八木養宜上447-2 799433011 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一般社団法人 つばさ 代表理事 出口 博久 656-0443 兵庫県南あわじ市八木養宜上446番1 799433011 淡路(洲健)第1-413 令和4年2月17日 令和10年2月29日 令和4年2月17日
000028 9000154527 淡路サービスエリア上り線外向き店舗  （ほっこり家） 656-2401 淡路市岩屋3118-1 799725531 飲食店営業(4)その他 一般 淡路ルートサービス株式会社 代表取締役 井植 貞雄 656-2401 兵庫県淡路市岩屋2568 799732250 淡路(洲健)第1-394 令和4年2月9日 令和11年2月28日 令和4年2月9日
000028 9000154528 淡路サービスエリア上り線外向き店舗  （あわ旬） 656-2401 淡路市岩屋3118-1 799725571 飲食店営業(4)その他 一般 淡路ルートサービス株式会社 代表取締役 井植 貞雄 656-2401 兵庫県淡路市岩屋2568 799732000 淡路(洲健)第1-393 令和4年2月9日 令和11年2月28日 令和4年2月9日
000028 9000154531 淡路サービスエリア上り線外向き店舗  （おかげ家） 656-2401 淡路市岩屋3118-1 799725571 飲食店営業(4)その他 一般 淡路ルートサービス株式会社 代表取締役 井植 貞雄 656-2401 兵庫県淡路市岩屋2568 799732000 淡路(洲健)第1-392 令和4年2月9日 令和11年2月28日 令和4年2月9日
000028 9000154532 淡路サービスエリア上り線外向き店舗  （たこぷん） 656-2401 淡路市岩屋3118-1 799725571 飲食店営業(4)その他 一般 淡路ルートサービス株式会社 代表取締役 井植 貞雄 656-2401 兵庫県淡路市岩屋2568 799732000 淡路(洲健)第1-391 令和4年2月9日 令和11年2月28日 令和4年2月9日
000028 9000154641 フクタニ 000-0000 淡路島一円 魚介類販売業 自動車 福谷 繁美 淡路(洲健)第7-40 令和3年2月2日 令和8年2月28日 平成28年1月7日
000028 9000154874 柴宇淡路食彩株式会社 656-2212 淡路市佐野928 そうざい製造業 一般 柴宇淡路食彩株式会社 代表取締役 柴田 浩典 656-2212 兵庫県淡路市佐野928番地 799642066 淡路(洲健)第26-40 令和4年2月18日 令和10年2月29日 令和4年2月18日
000028 9000154899 プレミアムクラブ＠神戸淡路 656-0661 南あわじ市阿那賀1603-65 飲食店営業(3)旅館 一般 宮原 良仁 淡路(洲健)第1-384 令和4年2月9日 令和10年2月29日 令和4年2月9日
000028 9000154932 カラオケスナック同窓会 656-0025 洲本市本町4丁目2-18JOYﾌﾟﾗｻﾞビル101 飲食店営業(4)その他 一般 岸本 竹博 淡路(洲健)第1-423 令和4年2月18日 令和10年2月29日 令和4年2月18日
000028 9000155068 こゝちよ 656-2305 淡路市浦1512 799701358 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　ここちよ 代表取締役 新島 健一 656-2305 兵庫県淡路市浦1512番地 799701358 淡路(洲健)第1-418 令和4年2月18日 令和10年2月29日 令和4年2月18日
000028 9000155071 竹一 656-0021 洲本市塩屋2丁目3-1 799221857 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 有限会社　竹一 取締役 竹岡 秀樹 656-0021 兵庫県洲本市塩屋二丁目3番65号 799221857 淡路(洲健)第1-421 令和4年2月18日 令和10年2月29日 令和4年2月18日
000028 9000155171 レスプリ・ド・グリシーヌ 656-0051 洲本市物部1丁目12-73 799201196 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佐藤 玲亥 淡路(洲健)第1-401 令和4年2月15日 令和10年2月29日 令和4年2月15日
000028 9000155297 淡路島牛乳株式会社 牛乳工場 656-0472 南あわじ市市善光寺26-1 799425013 乳処理業 一般 淡路島牛乳株式会社 代表取締役 鳥井 俊廣 656-0472 兵庫県南あわじ市市善光寺26番地1 799425013 淡路(洲健)第4-1 令和4年2月2日 令和10年2月29日 令和4年2月2日
000028 9000155298 淡路島牛乳株式会社 牛乳工場 656-0472 南あわじ市市善光寺26-1 799425013 乳製品製造業 一般 淡路島牛乳株式会社 代表取締役 鳥井 俊廣 656-0472 兵庫県南あわじ市市善光寺26番地1 799425013 淡路(洲健)第5-2 令和4年2月2日 令和10年2月29日 令和4年2月2日
000028 9000155300 淡路島牛乳株式会社 牛乳工場 656-0472 南あわじ市市善光寺26-1 799425013 菓子製造業 一般 淡路島牛乳株式会社 代表取締役 鳥井 俊廣 656-0472 兵庫県南あわじ市市善光寺26番地1 799425013 淡路(洲健)第2-42 令和5年2月7日 令和12年2月28日 令和5年2月7日
000028 9000155358 セブンーイレブン淡路志筑店 656-2131 淡路市志筑65-1 799620739 飲食店営業(4)その他 一般 坂本 暢哉 淡路(洲健)第1-375 令和4年2月1日 令和10年2月29日 令和4年2月1日
000028 9000155368 ひろ 656-0502 南あわじ市福良乙1620-164 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 奈木 友弘 淡路(洲健)第1-387 令和4年2月9日 令和10年2月29日 令和4年2月9日
000028 9000155493 大上製菓 656-2223 淡路市生穂1358-1 799640764 菓子製造業 一般 大上 綾美 淡路(洲健)第3-53 令和4年2月9日 令和10年2月29日 令和4年2月9日
000028 9000155545 島のごちそう。古民家カフェと宿　淡 656-1605 淡路市生田田尻597 飲食店営業(3)旅館 一般 藤原 由美 淡路(洲健)第1-55 令和4年5月12日 令和10年5月31日 令和4年5月12日
000028 9000155573 福良漁業協同組合（ウニ加工場） 656-0503 南あわじ市福良丙28 799520064 魚介類販売業 一般 福良漁業協同組合 代表理事組合長 前田 若男 656-0503 兵庫県南あわじ市福良丙28 799520064 淡路(洲健)第6-3 令和4年5月10日 令和10年5月31日 令和4年5月10日
000028 9000155631 多聞（タモン） 656-0475 南あわじ市市三條723-2 799425658 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 伊達 幸裕 淡路(洲健)第1-21 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 9000155672 淡路活魚　有限会社 656-0501 南あわじ市福良甲54 799520200 魚介類販売業 一般 淡路活魚有限会社 代表取締役 井上 喜文 656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲54番地 799520200 淡路(洲健)第6-6 令和4年5月13日 令和10年5月31日 令和4年5月13日
000028 9000155677 コーヒーサロン　渡邉 656-2401 淡路市岩屋11-8 799725353 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山西 聖作 淡路(洲健)第1-44 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 9000155702 不死鳥 656-0025 洲本市本町4丁目3－9 799242838 飲食店営業(4)その他 一般 岡 ルミ子 淡路(洲健)第1-105 令和4年5月27日 令和10年5月31日 令和4年5月27日
000028 9000155721 食肉卸三昭株式会社 656-0446 南あわじ市八木寺内327 799425511 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 食肉卸三昭株式会社 代表取締役 大和 善博 656-0446 兵庫県南あわじ市八木寺内327 799425511 淡路(洲健)第10-13 平成28年3月8日 令和5年5月31日 平成28年3月8日
000028 9000155788 カフェレストラン　海 656-2212 淡路市佐野634-1 799701353 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森 英志 淡路(洲健)第1-73 令和4年5月19日 令和10年5月31日 令和4年5月19日
000028 9000155789 沖物産株式会社 第3食品加工場 656-2131 淡路市志筑3112-18 799626010 そうざい製造業 一般 沖物産株式会社 代表取締役 村上 俊二 656-2131 兵庫県淡路市志筑3112番地の10 799626060 淡路(洲健)第16-4 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 9000155819 一心 656-1725 淡路市野島江崎744-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 濵田 忠幸 淡路(洲健)第1-29 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 9000155820 イベント広場 656-2142 淡路市塩田新島8番地5 799621192 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社ＯＮＯＫＯＲＯ 代表取締役 津田 豊 656-2142 兵庫県淡路市塩田新島8番地5 799621192 淡路(洲健)第14-5 令和3年5月21日 令和9年5月31日 平成28年3月18日
000028 9000155821 イベント広場 656-2142 淡路市塩田新島8番地5 799621192 食肉販売業 一般 株式会社ＯＮＯＫＯＲＯ 代表取締役 津田 豊 656-2142 兵庫県淡路市塩田新島8番地5 799621192 淡路(洲健)第10-4 令和4年5月10日 令和11年5月31日 令和4年5月10日
000028 9000155842 モツ次 656-2131 淡路市志筑581-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 原 侑次 淡路(洲健)第1-59 令和4年5月16日 令和10年5月31日 令和4年5月16日
000028 9000155857 社会福祉法人　緑風会  特別養護老人ホーム　緑風館 656-0131 南あわじ市広田中筋1025-19 799451718 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 332873611 淡路(洲健)第1-31 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 9000155875 ローソン南あわじ山添店 656-0121 南あわじ市山添164-5 799452313 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ベクトル 代表取締役 喜田 修司 656-0517 兵庫県南あわじ市賀集生子355-2 799531382 淡路(洲健)第1-194 平成28年3月24日 令和5年5月31日 平成28年3月24日
000028 9000155880 食肉卸三昭株式会社 656-0446 南あわじ市八木寺内327 799425511 食肉製品製造業 一般 食肉卸三昭株式会社 代表取締役 大和 善博 656-0446 兵庫県南あわじ市八木寺内327 799425511 淡路(洲健)第18-1 平成28年3月8日 令和5年5月31日 平成28年3月8日
000028 9000155881 さか笑うどん 656-1337 洲本市五色町下堺784 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 辻 昭彦 淡路(洲健)第1-83 令和4年5月20日 令和10年5月31日 令和4年5月20日
000028 9000155883 森果樹園 656-1313 洲本市五色町鮎原西368 799320909 飲食店営業(4)その他 一般 森 知宏 淡路(洲健)第1-82 令和4年5月20日 令和10年5月31日 令和4年5月20日
000028 9000155895 砂川商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 砂川 みや子 淡路(洲健)第3-12 令和3年5月12日 令和8年5月31日 平成28年3月24日
000028 9000155902 都冷蔵 656-1301 洲本市五色町都志28-1 799330391 かん詰又はびん詰食品製造業 一般 有限会社　都冷蔵 代表取締役 大山 智弘 656-1303 兵庫県洲本市五色町都志大宮160-2 799330391 淡路(洲健)第11-5 平成28年3月25日 令和5年5月31日 平成28年3月25日
000028 9000155912 松帆食品加工場 656-2401 淡路市岩屋松帆3606-10 799720056 水産製品製造業 一般 株式会社淡路観光開発公社 代表取締役 西田 利行 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1187番地の1 799720001 淡路(洲健)第20-4 令和4年5月19日 令和10年5月31日 令和4年5月19日
000028 9000155913 松帆食品加工場 656-2401 淡路市岩屋松帆3606-10 799720056 そうざい製造業 一般 株式会社淡路観光開発公社 代表取締役 西田 利行 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1187番地の1 799720001 淡路(洲健)第16-8 令和4年5月19日 令和10年5月31日 令和4年5月19日
000028 9000155935 株式会社寺鼻畜産 656-2163 淡路市中田4163 799622951 食肉販売業 一般 株式会社　寺鼻畜産 代表取締役 寺鼻 一之 656-2163 兵庫県淡路市中田4163番地 799622951 淡路(洲健)第10-3 令和4年5月2日 令和10年5月31日 令和4年5月2日
000028 9000155954 ゆき 656-2541 洲本市由良3丁目9-20 799272468 飲食店営業(4)その他 一般 中島 美葵 淡路(洲健)第1-113 令和4年5月31日 令和10年5月31日 令和4年5月31日
000028 9000155980 淡路水産株式会社 656-0332 南あわじ市湊1129 799362134 そうざい製造業 一般 淡路水産株式会社 代表取締役 杉谷 孝三 656-0332 兵庫県南あわじ市湊1129番地 799362134 淡路(洲健)第16-7 令和4年5月18日 令和10年5月31日 令和4年5月18日
000028 9000156042 あわじ島まるごと株式会社　美菜恋来屋 656-0443 南あわじ市八木養宜上1408 799433751 魚介類販売業 一般 あわじ島まるごと株式会社 代表取締役 原口 和幸 656-0443 兵庫県南あわじ市八木養宜上1408番地 799433751 淡路(洲健)第6-5 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 9000156043 あわじ島まるごと株式会社　美菜恋来屋 656-0443 南あわじ市八木養宜上1408 799433751 そうざい製造業 一般 あわじ島まるごと株式会社 代表取締役 原口 和幸 656-0443 兵庫県南あわじ市八木養宜上1408番地 799433751 淡路(洲健)第16-6 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 9000156050 淡路島牧場株式会社 656-0443 南あわじ市八木養宜上1-1 799422066 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 淡路島牧場株式会社 代表取締役 鳥井 俊廣 656-0443 兵庫県南あわじ市八木養宜上1-1 799422066 淡路(洲健)第1-42 令和4年5月10日 令和10年5月31日 令和4年5月10日
000028 9000156052 淡路島牧場株式会社 656-0443 南あわじ市八木養宜上1-1 799422066 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 淡路島牧場株式会社 代表取締役 鳥井 俊廣 656-0443 兵庫県南あわじ市八木養宜上1-1 799422066 淡路(洲健)第14-9 令和3年5月24日 令和8年5月31日 平成28年3月31日
000028 9000156182 第八戎丸 656-0025 洲本市本町5丁目1-18 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 杉本 由美恵 淡路(洲健)第1-68 令和4年5月18日 令和10年5月31日 令和4年5月18日
000028 9000156196 株式会社あさじ 656-1741 淡路市浅野南101-6 799820757 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社あさじ 代表取締役 倉本 正富 656-1741 兵庫県淡路市浅野南101番地6 799820757 淡路(洲健)第1-28 令和4年4月27日 令和10年5月31日 令和4年4月27日
000028 9000156325 高砂屋 656-2131 淡路市志筑1728-3 799620039 菓子製造業 一般 一貫田 悦司 淡路(洲健)第2-3 令和4年5月2日 令和10年5月31日 令和4年5月2日
000028 9000156471 さいさいPantry 656-2305 淡路市浦627-1 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社　K.ファーム 代表取締役 片原 啓之 656-2305 兵庫県淡路市浦933-2 799704347 淡路(洲健)第2-15 令和3年5月11日 令和8年5月31日 平成28年4月26日
000028 9000156473 旅館 若潮 656-0661 南あわじ市阿那賀1060 799390221 飲食店営業(3)旅館 一般 田辺 航太郎 淡路(洲健)第1-24 令和4年4月26日 令和11年5月31日 令和4年4月26日
000028 9000156569 AWAJI TOURIST TROPHY HOUSE Ⅱ  (ｱﾜｼﾞﾂｰﾘｽﾄﾄﾛﾌｨﾊｳｽⅡ) 656-2121 洲本市安乎町平安浦字大浜1864番地11 799258093 飲食店営業(3)旅館 一般 tourist trophy　株式会社 代表取締役 正井 孝明 656-2121 兵庫県洲本市安乎町平安浦1864番地11号 799258093 淡路(洲健)第1-96 令和4年5月23日 令和10年5月31日 令和4年5月23日
000028 9000156719 小家の梵 656-0501 南あわじ市福良甲512-96コーポ八反102 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 阿部 桂士 淡路(洲健)第1-13 令和4年4月21日 令和10年5月31日 令和4年4月21日



000028 9000156780 春吉 656-1301 洲本市五色町都志524-8 799331200 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鎌田 泰治 淡路(洲健)第1-66 令和4年5月18日 令和10年5月31日 令和4年5月18日
000028 9000156828 竹屋本店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 竹中 祐司 淡路(洲健)第2-70 令和3年5月21日 令和8年5月31日 平成28年5月23日
000028 9000156990 一宮町漁協尾崎支所 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 799850073 飲食店営業(4)その他 露店 一宮町漁業協同組合 代表理事組合長 社領 弘 656-1511 兵庫県淡路市郡家1355 799850002 淡路(洲健)第2-13 令和3年5月11日 令和8年5月31日 平成28年5月31日
000028 9000157005 福神水産株式会社 656-0503 南あわじ市福良丙28-12 799520640 魚介類販売業 一般 福神水産株式会社 代表取締役 古池 辰朗 656-0521 兵庫県南あわじ市潮美台一丁目11番地14 799520640 淡路(洲健)第6-14 令和4年7月12日 令和10年8月31日 令和4年7月12日
000028 9000157020 ＮｅＫｉ(ﾈｷ)　額縁と珈琲 656-0304 南あわじ市松帆古津路577-104-2F 799384854 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 加藤 康弘 淡路(洲健)第1-166 令和4年7月20日 令和10年8月31日 令和4年7月20日
000028 9000157176 お好み焼き　仁 656-1606 淡路市室津2384-1 799841114 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 南 和仁 淡路(洲健)第1-163 令和4年7月19日 令和10年8月31日 令和4年7月19日
000028 9000157338 三原自動車教習所食堂 656-0511 南あわじ市賀集八幡308-1 799540210 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社兵庫県三原自動車教習所 代表取締役 宮本 慶太 656-0511 兵庫県南あわじ市賀集八幡358番地 799540210 淡路(洲健)第1-211 令和4年8月10日 令和10年8月31日 令和4年8月10日
000028 9000157345 餃子酒房丈夫（ジャンフー） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店40L 織田 享祐 淡路(洲健)第1-207 令和3年8月26日 令和8年8月31日 令和3年8月26日
000028 9000157553 tambourine(タンバリン) 656-0053 洲本市上物部2丁目5-29 799536067 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 教学 奈央 淡路(洲健)第1-213 令和4年8月10日 令和10年8月31日 令和4年8月10日
000028 9000157554 tambourine(タンバリン) 656-0053 洲本市上物部2丁目5-29 799536067 菓子製造業 一般 教学 奈央 淡路(洲健)第2-23 令和4年8月10日 令和10年8月31日 令和4年8月10日
000028 9000157567 萩原丸ウニ加工場 656-2542 洲本市由良町内田516-5 799272590 魚介類販売業 一般 萩原 靖視 淡路(洲健)第6-21 令和4年8月9日 令和10年8月31日 令和4年8月9日
000028 9000157599 モンキーセンタードライブイン ちゃりこ 656-2533 洲本市畑田組289 799290112 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社LIB 代表取締役 延原 直樹 656-2533 兵庫県洲本市中川原町中川原92番地1 799258086 淡路(洲健)第1-218 令和4年8月16日 令和10年8月31日 令和4年8月16日
000028 9000157648 夢淡路 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 粟田 和美 淡路(洲健)第1-198 令和3年8月23日 令和8年8月31日 令和3年8月23日
000028 9000157649 串処　千 656-2311 淡路市久留麻1999 799745195 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 栗山 千鶴 淡路(洲健)第1-176 令和4年7月22日 令和10年8月31日 令和4年7月22日
000028 9000157674 民宿 小田 656-0306 南あわじ市松帆慶野484-1 799362676 飲食店営業(3)旅館 一般 小田 美智子 淡路(洲健)第1-167 令和4年7月20日 令和10年8月31日 令和4年7月20日
000028 9000157689 かっぱ寿司　淡路店 656-2131 淡路市志筑3102-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 カッパ・クリエイト株式会社 代表取締役 山角　豪 220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号ランドマークタワー12階 452247095 淡路(洲健)第1-241 令和4年8月23日 令和10年8月31日 令和4年8月23日
000028 9000157711 お好焼なかた 656-1511 淡路市郡家64-9 799850814 飲食店営業(4)その他 一般 中田 靜子 淡路(洲健)第1-140 令和4年7月4日 令和10年8月31日 令和4年7月4日
000028 9000157754 鉄板ダイニング　楽空 656-0455 南あわじ市神代國衙1654 799432208 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 奈木 詩子 淡路(洲健)第1-203 令和4年8月4日 令和10年8月31日 令和4年8月4日
000028 9000157862 株式会社パソナふるさとインキュベーション 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 799821855 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社パソナふるさとインキュベーション 代表取締役 瀬川 康弘 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦841-5 799732280 淡路(洲健)第1-204 令和3年8月24日 令和8年8月31日 令和3年8月24日
000028 9000157900 FBI AWAJI(エフ・ビー・アイ・アワジ） 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦2359 799340900 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 株式会社バックロード・アンド・ザ・ムーン 代表取締役 行 淳弥 530-0005 大阪府大阪市北区中之島4丁目1-18 664791510 淡路(洲健)第1-169 令和3年8月10日 令和8年8月31日 令和3年8月10日
000028 9000157973 食堂ひとやすみ 656-2306 淡路市夢舞台1-34 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人ぶったぁ福祉会 理事 中谷 勇一 656-2401 兵庫県淡路市岩屋165-4 799706145 淡路(洲健)第1-72 平成28年8月1日 令和5年8月31日 平成28年8月1日
000028 9000157982 仮屋観光底曳 656-2331 淡路市仮屋112-1 799742057 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 仮屋漁業協同組合 代表理事 岡田 光司 656-2331 兵庫県淡路市仮屋112-1 799742057 淡路(洲健)第1-189 令和3年8月19日 令和8年8月31日 令和3年8月19日
000028 9000157983 仮屋観光底曳 656-2331 淡路市仮屋112-1 飲食店営業(4)その他 一般 仮屋漁業協同組合 代表理事 岡田 光司 656-2331 兵庫県淡路市仮屋112-1 799742057 淡路(洲健)第1-169 令和4年7月21日 令和10年8月31日 令和4年7月21日
000028 9000157984 仮屋観光底曳 656-2331 淡路市仮屋112-1 魚介類販売業 一般 仮屋漁業協同組合 代表理事 岡田 光司 656-2331 兵庫県淡路市仮屋112-1 799742057 淡路(洲健)第6-18 令和4年7月21日 令和10年8月31日 令和4年7月21日
000028 9000157991 SUPER　CENTER　PLANT　淡路店 656-2132 淡路市志筑新島9-7 799601270 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社　PLANT 代表取締役 三ツ田 佳史 919-0521 福井県坂井市坂井町下新庄15-8-1 776720300 淡路(洲健)第1-76 平成28年8月4日 令和5年8月31日 平成28年8月4日
000028 9000157996 GREEN'S　FARMS（グリーンズファームス） 656-0004 洲本市中川原町安坂1153-八号 飲食店営業(4)その他 一般 グリーンズファームス株式会社 代表取締役 松江 大輔 656-0004 兵庫県洲本市中川原町安坂字宮田1153番地 淡路(洲健)第1-261 令和4年8月29日 令和10年8月31日 令和4年8月29日
000028 9000158104 ファミリーマート　洲本宇原店 656-0054 洲本市宇原581-1 799253351 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　尋 代表取締役 沖田 浩史 656-0023 兵庫県洲本市小路谷1281番地の5 799244155 淡路(洲健)第1-233 令和4年8月19日 令和10年8月31日 令和4年8月19日
000028 9000158111 井本産業株式会社 656-0143 南あわじ市中条中筋2070-3,2071,2073-7 飲食店営業(4)その他 露店80L 井本産業株式会社 代表取締役 井本 好則 656-0143 兵庫県南あわじ市中条中筋1578番地の2 799451031 淡路(洲健)第1-134 令和3年7月28日 令和8年8月31日 令和3年7月28日
000028 9000158219 辨天堂 656-2131 淡路市志筑3254 799620059 菓子製造業 一般 有限会社　辨天堂 代表取締役 桑名 寛和 656-2131 兵庫県淡路市志筑3254 799620059 淡路(洲健)第3-19 平成28年8月19日 令和5年8月31日 平成28年8月19日
000028 9000158239 カフェ　コパンヌ 656-0025 洲本市本町6丁目4-20-2F 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石川 三和 淡路(洲健)第1-225 令和4年8月17日 令和10年8月31日 令和4年8月17日
000028 9000158240 カフェ　コパンヌ 656-0025 洲本市本町6丁目4-20-2F 菓子製造業 一般 石川 三和 淡路(洲健)第2-24 令和4年8月17日 令和10年8月31日 令和4年8月17日
000028 9000158313 カラオケとも 656-0422 南あわじ市榎列上幡多1429 799425325 飲食店営業(4)その他 一般 天野 友子 淡路(洲健)第1-235 令和4年8月22日 令和10年8月31日 令和4年8月22日
000028 9000158314 㐂喜（きき） 656-0443 南あわじ市八木養宜上968-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北野 喜一郎 淡路(洲健)第1-208 令和4年8月9日 令和10年8月31日 令和4年8月9日
000028 9000158447 大浜海水浴場 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 大継 康高 淡路(洲健)第1-318 令和3年11月19日 令和8年11月30日 令和3年11月19日
000028 9000158502 有限会社松秀 656-0122 南あわじ市広田広田892-1 799204904 魚介類販売業 一般 有限会社松秀 代表取締役 松浦 秀樹 656-0122 兵庫県南あわじ市広田広田892番地1 799450338 淡路(洲健)第6-29 令和4年11月8日 令和10年11月30日 令和4年11月8日
000028 9000158503 有限会社松秀 656-0122 南あわじ市広田広田892-1 799204904 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社松秀 代表取締役 松浦 秀樹 656-0122 兵庫県南あわじ市広田広田892番地1 799450338 淡路(洲健)第1-335 令和4年11月8日 令和10年11月30日 令和4年11月8日
000028 9000158696 有限会社くろだ 656-0004 洲本市中川原町安坂762 799281999 菓子製造業 一般 有限会社くろだ 代表取締役 黒田 拓哉 656-0004 兵庫県洲本市中川原町安坂762 799281999 淡路(洲健)第3-23 平成28年9月27日 令和5年11月30日 平成28年9月27日
000028 9000158719 由良ウニ加工川勝 656-2541 洲本市由良1丁目10地先 魚介類販売業 一般 川北 勝彦 淡路(洲健)第7-26 令和3年11月26日 令和8年11月30日 令和3年11月26日
000028 9000158776 あきやま蒲鉾 656-0025 洲本市本町1丁目4-5 799220283 水産製品製造業 一般 鯛 裕輔 淡路(洲健)第20-12 令和4年11月10日 令和10年11月30日 令和4年11月10日
000028 9000158796 うずしお荘 656-0543 南あわじ市阿万塩屋町750-6 799552005 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社魚国総本社 代表取締役 田所 伸浩 541-0045 大阪府大阪市中央区道修町一丁目6番19号 664785723 淡路(洲健)第1-322 令和4年10月31日 令和10年11月30日 令和4年10月31日
000028 9000158797 餃子の王将　三原店 656-0436 南あわじ市八木新庄311-1 799424405 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社王将フードサービス 代表取締役 渡邊 直人 607-8307 京都府京都市山科区西野山射庭ノ上町294番地の1 7555921411 淡路(洲健)第1-321 令和4年10月27日 令和10年11月30日 令和4年10月27日
000028 9000158839 社会福祉法人 洲本市社会福祉協議会 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 露店40L 社会福祉法人 洲本市社会福祉協議会 理事長 廣地 タマへ 656-0024 兵庫県洲本市山手二丁目2番26号 799260022 淡路(洲健)第1-313 令和3年11月18日 令和8年11月30日 令和3年11月18日
000028 9000158852 JPGA日本グローバルアカデミー 656-1731 淡路市仁井54-2 799707788 飲食店営業(4)その他 一般 代表取締役 三谷 展優 656-1711 兵庫県淡路市富島1145番地　富島ﾋﾞﾙ4階 799823357 淡路(洲健)第1-318 令和4年10月26日 令和10年11月30日 令和4年10月26日
000028 9000158992 はま寿司洲本店 656-0014 洲本市桑間684番地 799245556 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社 はま寿司 代表取締役 遠藤 哲郎 108-0075 東京都港区港南2丁目18-1 368338032 淡路(洲健)第1-98 平成28年10月13日 令和5年11月30日 平成28年10月13日
000028 9000159009 カフェレストラン　海 656-2212 淡路市佐野634-1 799701353 菓子製造業 一般 森 英志 淡路(洲健)第2-37 令和4年11月30日 令和10年11月30日 令和4年11月30日
000028 9000159036 あわじのくにプロジェクト商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 特定非営利活動法人淡路國プロジェクト 理事長 片井 一雅 656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲512番地87 799520256 淡路(洲健)第1-245 令和3年10月20日 令和8年11月30日 令和3年10月20日
000028 9000159051 まめはる 656-0025 洲本市本町5丁目4-13 799221808 菓子製造業 一般 樫本 晴美 淡路(洲健)第2-33 令和4年11月10日 令和10年11月30日 令和4年11月10日
000028 9000159057 かっぱ寿司 洲本店 656-0013 洲本市下加茂1丁目4-32 799384822 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 カッパ・クリエイト株式会社 代表取締役 山角　豪 220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸﾀﾜｰ12階 452247095 淡路(洲健)第1-372 令和4年11月16日 令和10年11月30日 令和4年11月16日
000028 9000159092 ラ ベンデサー（LA BENDECIR） 656-0025 洲本市本町3丁目1-16 飲食店営業(4)その他 一般 吉田 マリアクリスティーナ 淡路(洲健)第1-381 令和4年11月18日 令和10年11月30日 令和4年11月18日
000028 9000159109 ＮＥＯ　ｂｅａｃｈ　ｄｅｐｏｔ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 山崎 直美 淡路(洲健)第1-319 令和3年11月22日 令和8年11月30日 令和3年11月22日
000028 9000159120 弁当工房咲咲　洲本店  （さくさく） 656-0013 洲本市下加茂1丁目5-8 799220706 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 山田 貴之 淡路(洲健)第1-373 令和4年11月16日 令和10年11月30日 令和4年11月16日
000028 9000159167 たこたこ 656-0025 洲本市本町6丁目4-31 飲食店営業(4)その他 一般 林 秀行 淡路(洲健)第1-362 令和4年11月10日 令和10年11月30日 令和4年11月10日
000028 9000159172 平松食堂 656-0503 南あわじ市福良丙28-19 799520655 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平松 正也 淡路(洲健)第1-359 令和4年11月10日 令和10年11月30日 令和4年11月10日
000028 9000159196 スーパーマーケットキンキ東浦店 656-2311 淡路市久留麻1976-3 799743250 魚介類販売業 一般 (株)津名ショッピングセンター 代表取締役 五十嵐 雅裕 656-2131 兵庫県淡路市志筑1381-3 799621535 淡路(洲健)第7-36 平成28年10月27日 令和5年11月30日 平成28年10月27日
000028 9000159197 スーパーマーケットキンキ東浦店 656-2311 淡路市久留麻1976-3 799743250 食肉販売業 一般 (株)津名ショッピングセンター 代表取締役 五十嵐 雅裕 656-2131 兵庫県淡路市志筑1381-3 799621535 淡路(洲健)第17-20 平成28年10月27日 令和5年11月30日 平成28年10月27日
000028 9000159282 西口豆腐店 656-0551 南あわじ市灘土生189-1 799560120 豆腐製造業 一般 西口 八重子 淡路(洲健)第14-4 令和4年10月13日 令和10年11月30日 令和4年10月13日
000028 9000159293 Ｔｅｅｔａ（ティ－タ） 656-0661 南あわじ市阿那賀1629-318 799536710 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡田 安司 淡路(洲健)第1-305 令和4年10月18日 令和10年11月30日 令和4年10月18日
000028 9000159433 ＡＭＡ　ＴＥＲＲＡＳＳＥ  （アマ　テラス） 656-0543 南あわじ市阿万塩屋町565-2 799550111 飲食店営業(3)旅館 一般 出田 洋子 淡路(洲健)第1-283 令和4年10月3日 令和10年11月30日 令和4年10月3日
000028 9000159457 居酒屋　翔 656-0025 洲本市本町4丁目2-29 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 伊奈 翔平 淡路(洲健)第1-363 令和4年11月10日 令和10年11月30日 令和4年11月10日
000028 9000159499 淡路麺業株式会社 656-2225 淡路市生穂新島9-15 799640811 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 淡路麺業株式会社 代表取締役 出雲 文人 656-2225 兵庫県淡路市生穂新島9-15 799640811 淡路(洲健)第10-12 平成28年11月15日 令和5年11月30日 平成28年11月15日
000028 9000159551 新ちゃん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店80L 福谷 新美 淡路(洲健)第1-301 令和3年11月16日 令和8年11月30日 令和3年11月16日
000028 9000159664 MiRai 656-1511 淡路市郡家189-17 799852313 飲食店営業(4)その他 一般 淡路(洲健)第1-378 令和4年11月17日 令和10年11月30日 令和4年11月17日
000028 9000159796 クボタ水産 656-0503 南あわじ市福良丙356-20 799520484 そうざい製造業 一般 窪田 耕一 淡路(洲健)第16-30 令和5年2月3日 令和11年2月28日 令和5年2月3日
000028 9000159887 マルナカ洲本内膳店 656-0017 洲本市上内膳418番1 799228601 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第1-128 平成28年12月7日 令和6年2月29日 平成28年12月7日
000028 9000159888 マルナカ洲本内膳店 656-0017 洲本市上内膳418番1 799228601 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第1-129 平成28年12月7日 令和6年2月29日 平成28年12月7日
000028 9000159889 マルナカ洲本内膳店 656-0017 洲本市上内膳418番1 799228601 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第1-130 平成28年12月7日 令和6年2月29日 平成28年12月7日
000028 9000159890 マルナカ洲本内膳店 656-0017 洲本市上内膳418番1 799228601 魚介類販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第7-46 平成28年12月7日 令和6年2月29日 平成28年12月7日
000028 9000159892 マルナカ 洲本内膳店 656-0017 洲本市上内膳418番1 799228601 食肉販売業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第17-26 平成28年12月7日 令和6年2月29日 平成28年12月7日
000028 9000159893 マルナカ 洲本内膳店 656-0017 洲本市上内膳418番1 799228601 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第1-435 令和5年2月3日 令和12年2月28日 令和5年2月3日
000028 9000159894 マルナカ 洲本内膳店 656-0017 洲本市上内膳418番1 799228601 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第3-33 平成28年12月7日 令和6年2月29日 平成28年12月7日
000028 9000159930 星の果実園 656-0021 洲本市塩屋2丁目1-45 799707300 菓子製造業 一般 播磨 典子 淡路(洲健)第2-45 令和5年2月17日 令和11年2月28日 令和5年2月17日
000028 9000160065 ユーアールエー株式会社　食品工房 656-2305 淡路市浦1017-1 799746020 冷凍食品製造業 一般 ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯6番地 799743257 淡路(洲健)第21-2 令和5年2月2日 令和11年2月28日 令和5年2月2日
000028 9000160066 松帆食品加工場 656-2401 淡路市岩屋松帆1849-3 799720056 そうざい製造業 一般 株式会社淡路観光開発公社 代表取締役 西田 利行 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1187-1 799720001 淡路(洲健)第16-32 令和5年2月8日 令和11年2月28日 令和5年2月8日
000028 9000160138 有限会社　千博屋 656-0443 南あわじ市八木養宜上184-1 799425785 食肉販売業 一般 有限会社千博屋 代表取締役 池上 紘嘉 656-0443 兵庫県南あわじ市八木養宜上184番地の1 799425785 淡路(洲健)第10-14 令和5年2月6日 令和11年2月28日 令和5年2月6日
000028 9000160164 フローラルアイランド 656-2305 淡路市浦642-1 799752387 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　フローラルアイランド 代表取締役 大木 章男 656-2305 兵庫県淡路市浦642番地の1 799752387 淡路(洲健)第1-460 令和5年2月17日 令和11年2月28日 令和5年2月17日
000028 9000160209 かまたに 656-0332 南あわじ市湊564-13 799362416 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 蜂須賀 久喜 淡路(洲健)第1-468 令和5年2月21日 令和11年2月28日 令和5年2月21日
000028 9000160210 かまたに 656-0332 南あわじ市湊564-13 799362416 魚介類販売業 一般 蜂須賀 久喜 淡路(洲健)第6-38 令和5年2月21日 令和11年2月28日 令和5年2月21日
000028 9000160252 パティスリーメモワール 656-0015 洲本市上加茂177-1 799246338 菓子製造業 一般 寺馬 學 淡路(洲健)第2-46 令和5年2月17日 令和11年2月28日 令和5年2月17日
000028 9000160253 パティスリーメモワール 656-0015 洲本市上加茂177-1 799246338 飲食店営業(4)その他 一般 寺馬 學 淡路(洲健)第1-462 令和5年2月17日 令和11年2月28日 令和5年2月17日
000028 9000160254 パティスリーメモワール 656-0015 洲本市上加茂177-1 799246338 アイスクリーム類製造業 一般 寺馬 學 淡路(洲健)第8-4 令和5年2月17日 令和11年2月28日 令和5年2月17日
000028 9000160271 焼鳥秀 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 平上 秀典 淡路(洲健)第1-359 令和4年1月17日 令和9年2月28日 令和4年1月17日
000028 9000160272 渦人（うずんちゅ） 656-0661 南あわじ市阿那賀864 799390945 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 堀 綾子 淡路(洲健)第1-424 令和5年1月26日 令和11年2月28日 令和5年1月26日
000028 9000160344 株式会社　淳一水産 656-0543 南あわじ市阿万塩屋町2580-3 799523123 魚介類販売業 一般 株式会社淳一水産 代表取締役 榎本 淳一 656-0516 兵庫県南あわじ市賀集福井14番地20 799523123 淡路(洲健)第6-36 令和5年2月15日 令和11年2月28日 令和5年2月15日
000028 9000160349 ロイドコーヒー 656-2131 淡路市志筑3271-8 799620588 飲食店営業(4)その他 一般 中山 千秋 淡路(洲健)第1-428 令和5年1月30日 令和11年2月28日 令和5年1月30日
000028 9000160365 松月堂 656-0462 南あわじ市市青木125-5 799420760 菓子製造業 一般 上田 智司 淡路(洲健)第2-44 令和5年2月10日 令和11年2月28日 令和5年2月10日
000028 9000160515 麺処　もへいじ 656-0013 洲本市下加茂1丁目569番1 799243570 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　もへいじ 代表取締役 舛田 一夫 656-0013 兵庫県洲本市下加茂1丁目569番地1 799243570 淡路(洲健)第1-463 令和5年2月17日 令和11年2月28日 令和5年2月17日
000028 9000160516 麺処　もへいじ 656-0013 洲本市下加茂1丁目569番1 799243570 麺類製造業 一般 株式会社　もへいじ 代表取締役 舛田 一夫 656-0013 兵庫県洲本市下加茂1丁目569番地1 799243570 淡路(洲健)第15-9 令和5年2月17日 令和11年2月28日 令和5年2月17日
000028 9000160596 福山通運(株)淡路（CCW受託） 656-0017 洲本市上内膳396-1 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 一般 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 淡路(洲健)第31-4 令和4年2月15日 令和9年2月28日 令和4年2月15日
000028 9000160718 セブン00イレブン淡路インター前　店 656-2401 淡路市岩屋2942-4 799724577 飲食店営業(4)その他 一般 岩本 雅之 淡路(洲健)第1-446 令和5年2月8日 令和11年2月28日 令和5年2月8日
000028 9000160736 お好み焼ビーワン 656-0012 洲本市宇山3丁目10-2 799231405 飲食店営業(4)その他 一般 橋本 満里子 淡路(洲健)第1-464 令和5年2月17日 令和11年2月28日 令和5年2月17日
000028 9000160740 古都 656-0051 洲本市物部1丁目6-17 飲食店営業(4)その他 一般 野口 純子 淡路(洲健)第1-459 令和5年2月16日 令和11年2月28日 令和5年2月16日
000028 9000160767 toneko（トネコ） 656-1322 洲本市五色町鮎原上14-3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 池澄 純栄 淡路(洲健)第1-438 令和5年2月7日 令和11年2月28日 令和5年2月7日
000028 9000160838 CREPE ViVi-D（ｸﾚｰﾌﾟ ﾋﾞﾋﾞﾃﾞｨ） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 村上 大輔 淡路(洲健)第1-389 令和4年2月9日 令和9年2月28日 令和4年2月9日
000028 9000161006 レストランこうべ家 656-2121 洲本市安乎町平安浦1990-1 799280283 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ウエント・コーポレーション 代表取締役 根津 健 656-2121 兵庫県洲本市安乎町平安浦1990-1 799280283 淡路(洲健)第1-153 平成29年3月3日 令和5年5月31日 平成29年3月3日
000028 9000161059 喫茶・軽食　はっぴー 656-0502 南あわじ市福良乙755 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 太田 貞子 淡路(洲健)第1-154 平成29年3月7日 令和5年5月31日 平成29年3月7日
000028 9000161060 Hotel & Resorts MINAMIAWAJI  露店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 大和リゾ－ト株式会社 代表取締役 柴山 良成 100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目8番1号 364571551 淡路(洲健)第1-43 令和4年5月10日 令和9年5月31日 令和4年5月10日
000028 9000161103 satus(サートス） 656-0473 南あわじ市市小井451-37　8番街5番店 飲食店営業(4)その他 一般 杉田 有香 淡路(洲健)第1-22 令和5年4月24日 令和11年5月31日 令和5年4月24日
000028 9000161125 ペンション　プラージュ 656-2334 淡路市釜口1973-2 799704764 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社プラージュ 代表取締役 川原 正人 656-2334 兵庫県淡路市釜口1973-2 799704764 淡路(洲健)第1-157 平成29年3月13日 令和5年5月31日 平成29年3月13日
000028 9000161324 春陽荘　小梅 656-0012 洲本市宇山2丁目390-1 799201729 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高山 傑 淡路(洲健)第1-16 令和5年4月19日 令和11年5月31日 令和5年4月19日
000028 9000161335 トムズスタジオ淡路夢舞台 656-2306 淡路市夢舞台2番地 799752588 菓子製造業 一般 株式会社トーマス 代表取締役 政次 裕也 652-0815 兵庫県神戸市兵庫区三川口町3-3-3 785311160 淡路(洲健)第3-44 平成29年3月27日 令和5年5月31日 平成29年3月27日
000028 9000161389 津名やすらぎの里 656-2156 淡路市大町下65-1 799627400 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 神戸マルタマフーズ株式会社 代表取締役 畑 昭身 675-1367 兵庫県小野市敷地町1412-1 794631110 淡路(洲健)第1-161 平成29年3月28日 令和6年5月31日 平成29年3月28日
000028 9000161599 しぶれっと 656-1521 淡路市多賀197ふるさとセンター内（しぶれっと） 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川田 耕三 淡路(洲健)第1-2 平成29年4月5日 令和5年5月31日 平成29年4月5日
000028 9000161717 ミサキ電機株式会社　社員食堂 656-1313 洲本市五色町鮎原西110番地 799320370 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 安田 誠 淡路(洲健)第1-4 平成29年4月14日 令和5年5月31日 平成29年4月14日
000028 9000161890 アミアミ＋ｉ 656-0021 洲本市塩屋２－４－５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人淡路障害者連絡会 理事 名田 英樹 656-0021 兵庫県洲本市塩屋1丁目1-17アルチザンスクエア1階 799230225 淡路(洲健)第1-7 平成29年4月25日 令和6年5月31日 平成29年4月25日
000028 9000161892 アミアミ 656-0021 洲本市塩屋１－１－１７ 799232005 菓子製造業 一般 特定非営利活動法人淡路障害者連絡会 理事 山口 雄治 656-0021 兵庫県洲本市塩屋1丁目1-17アルチザンスクエア1階 799230225 淡路(洲健)第3-5 平成29年4月25日 令和5年5月31日 平成29年4月25日
000028 9000161903 Ｒｏｓｅ 656-0025 洲本市本町4-3-10ﾏﾙｳﾒﾋﾞﾙ２Ｆ 飲食店営業(4)その他 一般 岩崎 直美 淡路(洲健)第1-10 平成29年4月25日 令和5年5月31日 平成29年4月25日
000028 9000161919 ローソン洲本物部三丁目 656-0051 洲本市物部三丁目2-56 799262323 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　清水商店 代表取締役 清水 比呂史 656-0046 兵庫県洲本市金屋1180番地26 799452415 淡路(洲健)第1-12 平成29年4月26日 令和6年5月31日 平成29年4月26日
000028 9000162018 ホテルラブリー淡路島店 656-0001 洲本市中川原町厚浜843-1 799258080 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社ドリームパーク 代表取締役 大石 良章 577-0005 大阪府東大阪市七軒家2番13号 667460160 淡路(洲健)第1-16 平成29年5月1日 令和5年5月31日 平成29年5月1日
000028 9000162019 スナック　エリカ 656-0025 洲本市本町4丁目2-18　104号 799356870 飲食店営業(4)その他 一般 尾中 泰宏 淡路(洲健)第1-24 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 9000162027 紺屋町レトロゲーム▲LABO▲ 656-0025 洲本市本町7丁目1-33 799384067 飲食店営業(4)その他 一般 日愛淡路株式会社 代表取締役 西山 高右 656-0054 兵庫県洲本市宇原582番地の7 799423601 淡路(洲健)第1-13 平成29年4月27日 令和5年5月31日 平成29年4月27日
000028 9000162058 ファミリーマート淡路西海岸室津店 656-1606 淡路市室津字蓮の脇16番地2他1筆 799840120 飲食店営業(4)その他 一般 合同会社ＫＫＳ 代表 近藤 健司 656-1526 兵庫県淡路市中村59番地の1 799805230 淡路(洲健)第1-9 平成29年4月25日 令和5年5月31日 平成29年4月25日
000028 9000162061 ハッピーハンバーグ 656-2306 淡路市夢舞台2 799746345 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社淡味 代表取締役 村津 徳昭 656-2311 兵庫県淡路市久留麻2204番地1 799709010 淡路(洲健)第1-8 平成29年4月25日 令和5年5月31日 平成29年4月25日



000028 9000162063 ＫＵＮ　ＣＡＦＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 799621353 飲食店営業(4)その他 露店80L 別所 薫 淡路(洲健)第1-6 令和4年4月12日 令和9年5月31日 令和4年4月12日
000028 9000162126 畔 656-0471 南あわじ市市十一ケ所10-47 799426030 飲食店営業(3)旅館 一般 前川 晋也 淡路(洲健)第1-19 平成29年5月12日 令和5年5月31日 平成29年5月12日
000028 9000162162 淡路島仲野水産株式会社 656-2212 淡路市佐野2706-1 799650419 そうざい製造業 一般 淡路島仲野水産株式会社 代表取締役 仲野 英明 656-2212 兵庫県淡路市佐野2706-1 799650419 淡路(洲健)第26-2 平成29年5月12日 令和5年5月31日 平成29年5月12日
000028 9000162263 mong curry(ﾓﾝｶﾚｰ) 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 西村 基樹 淡路(洲健)第1-85 令和4年5月20日 令和9年5月31日 令和4年5月20日
000028 9000162271 美菜恋来屋 656-0443 南あわじ市八木養宜上1408番地 799433751 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 あわじ島まるごと株式会社 代表取締役 原口 和幸 656-0443 兵庫県南あわじ市八木養宜上1408番地 799433751 淡路(洲健)第1-22 平成29年5月19日 令和5年5月31日 平成29年5月19日
000028 9000162272 美菜恋来屋 656-0443 南あわじ市八木養宜上1408番地 799433751 そうざい製造業 一般 あわじ島まるごと株式会社 代表取締役 原口 和幸 656-0443 兵庫県南あわじ市八木養宜上1408番地 799433751 淡路(洲健)第26-3 平成29年5月19日 令和5年5月31日 平成29年5月19日
000028 9000162313 そばカフェ　生田村 656-1604 淡路市生田畑152 799841478 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 一般社団法人　生田村 代表理事 那智 務 656-1604 兵庫県淡路市生田畑152 799841429 淡路(洲健)第1-20 平成29年5月17日 令和5年5月31日 平成29年5月17日
000028 9000162325 紫乃 656-2131 淡路市志筑3209 799624468 飲食店営業(4)その他 一般 谷口 香 淡路(洲健)第1-18 令和5年4月24日 令和11年5月31日 令和5年4月24日
000028 9000162349 神戸淡路鳴門自動車道淡路島南PA  レストハウス大鳴自販機コーナー（CCBJI受託） 656-0661 南あわじ市阿那賀字鳴石731-8 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359022 淡路(洲健)第19-3 令和4年5月10日 令和9年5月31日 令和4年5月10日
000028 9000162375 灘公民館加工グループ 656-0551 南あわじ市灘黒岩359-1灘いきがい創造センター内 菓子製造業 一般 松上 俶久 淡路(洲健)第3-9 平成29年5月25日 令和5年5月31日 平成29年5月25日
000028 9000162433 民宿　割烹　しらさき 656-0961 南あわじ市沼島824 799570443 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 白﨑 義和 淡路(洲健)第1-25 平成29年5月30日 令和5年5月31日 平成29年5月30日
000028 9000162541 サントピアマリーナ株式会社 656-0023 洲本市小路谷1276番地 799240401 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 サントピアマリーナ株式会社 代表取締役 木下 紘一 656-0023 兵庫県洲本市小路谷1276番地 799240401 淡路(洲健)第1-27 平成29年6月2日 令和5年8月31日 平成29年6月2日
000028 9000162546 トムズスタジオ　淡路夢舞台店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 799752588 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社トーマス 代表取締役 政次 裕也 652-0815 兵庫県神戸市兵庫区三川口町三丁目3番3号 785311160 淡路(洲健)第1-191 令和4年7月27日 令和9年8月31日 令和4年7月27日
000028 9000162568 cafe　maaru 656-0022 洲本市海岸通1-7-19 799205624 飲食店営業(4)その他 一般 三宅 英樹 淡路(洲健)第1-28 平成29年6月8日 令和5年8月31日 平成29年6月8日
000028 9000162634 丸一水産株式会社 656-1602 淡路市育波572番地1 799840324 そうざい製造業 一般 丸一水産株式会社 代表取締役 丸一 章 656-1602 兵庫県淡路市育波572番地1 799840324 淡路(洲健)第26-8 平成29年6月8日 令和5年8月31日 平成29年6月8日
000028 9000162636 ブーランジェリー　Ｃｉｅｌ 656-2311 淡路市久留麻185-1ラ・プルミエール 799753545 菓子製造業 一般 中山 英二 淡路(洲健)第3-12 平成29年6月9日 令和6年8月31日 平成29年6月9日
000028 9000162638 星の果実園 656-0021 洲本市塩屋2-1-45 799707300 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 播磨 典子 淡路(洲健)第1-267 令和4年8月30日 令和10年8月31日 令和4年8月30日
000028 9000162690 三平 656-0025 洲本市本町4丁目2-32 799221522 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 古瀬 葉子 淡路(洲健)第1-31 平成29年6月15日 令和5年8月31日 平成29年6月15日
000028 9000162835 マルナカ東浦店 656-2311 淡路市久留麻27-2 799752235 飲食店営業(4)その他 露店40L マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第1-175 令和4年7月22日 令和9年8月31日 令和4年7月22日
000028 9000162862 マルナカ南あわじ店 656-0321 南あわじ市志知143 799373205 飲食店営業(4)その他 露店40L マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第1-174 令和4年7月22日 令和9年8月31日 令和4年7月22日
000028 9000163040 Ｖiｔａ　Ｒｏｓａ（ｳﾞｨﾀﾛｰｻﾞ） 656-0025 洲本市本町5丁目2-26 安栄丸ビル1F 飲食店営業(4)その他 一般 中山 伸治 淡路(洲健)第1-36 平成29年7月3日 令和5年8月31日 平成29年7月3日
000028 9000163064 マルナカ物部店 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 露店40L マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第1-179 令和4年7月22日 令和9年8月31日 令和4年7月22日
000028 9000163070 マルナカ洲本店 656-0027 洲本市港2-2 799253200 飲食店営業(4)その他 露店40L マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第1-180 令和4年7月22日 令和9年8月31日 令和4年7月22日
000028 9000163073 fico cafe miagolare  (ﾌｨｰｺ ｶﾌｪ ﾐｬｺﾞﾗｰﾚ) 656-0341 南あわじ市津井2754-3 799380515 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 原 恭子 淡路(洲健)第1-39 平成29年7月6日 令和5年8月31日 平成29年7月6日
000028 9000163150 かあやん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 並木 智香子 淡路(洲健)第1-260 令和4年8月26日 令和9年8月31日 令和4年8月26日
000028 9000163187 キッチンカー(大芝生) 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社ニジゲンノモリ 代表取締役 貞松 宏茂 656-2401 兵庫県淡路市岩屋924番地1 799723161 淡路(洲健)第1-264 令和4年8月29日 令和9年8月31日 令和4年8月29日
000028 9000163189 キッチンカー(木の遊び場) 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社ニジゲンノモリ 代表取締役 貞松 宏茂 656-2401 兵庫県淡路市岩屋924番地1 799723161 淡路(洲健)第1-263 令和4年8月29日 令和9年8月31日 令和4年8月29日
000028 9000163192 キッチンカー(ゴジラ) 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社ニジゲンノモリ 代表取締役 貞松 宏茂 656-2401 兵庫県淡路市岩屋924番地1 799723161 淡路(洲健)第1-262 令和4年8月29日 令和9年8月31日 令和4年8月29日
000028 9000163194 キッチンカー(しんちゃん) 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社ニジゲンノモリ 代表取締役 貞松 宏茂 656-2401 兵庫県淡路市岩屋924番地1 799723161 淡路(洲健)第1-265 令和4年8月29日 令和9年8月31日 令和4年8月29日
000028 9000163240 マルナカ洲本内膳店 656-0017 洲本市上内膳418番1 799228601 飲食店営業(4)その他 露店40L マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第1-181 令和4年7月22日 令和9年8月31日 令和4年7月22日
000028 9000163263 リラ 656-2311 淡路市久留麻2587-3 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社carino 代表取締役 辻本 まり 659-0012 兵庫県芦屋市朝日ケ丘町15-10-334 797807755 淡路(洲健)第1-52 平成29年7月21日 令和5年8月31日 平成29年7月21日
000028 9000163278 はやしお 656-2401 淡路市岩屋2942-33 799725566 魚介類販売業 一般 株式会社　はやしお 代表取締役 西田 満治 656-2401 兵庫県淡路市岩屋2942-33 799725566 淡路(洲健)第7-10 平成29年7月24日 令和5年8月31日 平成29年7月24日
000028 9000163319 産直　淡路 656-2212 淡路市佐野170 799650839 飲食店営業(4)その他 一般 久我 守 淡路(洲健)第1-58 平成29年7月25日 令和5年8月31日 平成29年7月25日
000028 9000163320 特別養護老人ホーム　くにうみの里 656-0013 洲本市下加茂1丁目6番6号 799223344 飲食店営業(4)その他 一般 社会福祉法人　兵庫県社会福祉事業団 理事長 藪本 訓弘 651-2134 兵庫県神戸市西区曙町1070 789295655 淡路(洲健)第1-57 平成29年7月25日 令和5年8月31日 平成29年7月25日
000028 9000163382 琥珀の雫 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 山田 孝夫 淡路(洲健)第1-216 令和4年8月12日 令和9年8月31日 令和4年8月12日
000028 9000163405 プチホテル　ミユキ 656-1343 洲本市五色町鳥飼中779-3 783213689 飲食店営業(3)旅館 一般 利堂ジャパン国際開発株式会社 代表取締役 畑 秀和 656-1343 兵庫県洲本市五色町鳥飼中779番地1 783213689 淡路(洲健)第1-59 平成29年7月28日 令和5年8月31日 平成29年7月28日
000028 9000163417 義周 656-0462 南あわじ市市青木91-4 799420834 飲食店営業(4)その他 一般 淡路(洲健)第1-55 平成29年7月25日 令和5年8月31日 平成29年7月25日
000028 9000163418 民宿 のんき 656-0306 南あわじ市松帆慶野401-1 799362870 飲食店営業(3)旅館 一般 丹羽 孝治 淡路(洲健)第1-56 平成29年7月25日 令和5年8月31日 平成29年7月25日
000028 9000163425 はやしお 656-2401 淡路市岩屋2942-33 799725566 そうざい製造業 一般 株式会社　はやしお 代表取締役 西田 満治 656-2401 兵庫県淡路市岩屋2942-33 799725566 淡路(洲健)第26-9 平成29年7月31日 令和5年8月31日 平成29年7月31日
000028 9000163527 モリノテラス 656-2301 淡路市楠本2425-2 799647061 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 (株)ニジゲンノモリ 代表取締役 貞松 宏茂 656-2401 兵庫県淡路市岩屋924-1 799723161 淡路(洲健)第1-61 平成29年8月8日 令和6年8月31日 平成29年8月8日
000028 9000163528 モリノテラス 656-2301 淡路市楠本2425-2 799647061 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー (株)ニジゲンノモリ 代表取締役 貞松 宏茂 656-2401 兵庫県淡路市岩屋924-1 799723161 淡路(洲健)第14-3 平成29年8月8日 令和5年8月31日 平成29年8月8日
000028 9000163623 株式会社　長太 656-2401 淡路市岩屋2837-7 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　長太 代表取締役 山崎 一馬 656-2401 兵庫県淡路市岩屋70-8 799732577 淡路(洲健)第1-64 平成29年8月14日 令和5年8月31日 平成29年8月14日
000028 9000163659 第八戎丸 656-0025 洲本市本町5丁目1-18 菓子製造業 一般 杉本 由美恵 淡路(洲健)第3-25 平成29年8月21日 令和5年8月31日 平成29年8月21日
000028 9000163781 ちょうじ 656-0514 南あわじ市賀集419-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤本 賢二 淡路(洲健)第1-70 平成29年8月24日 令和5年8月31日 平成29年8月24日
000028 9000163880 洋菓子店　クローバー 656-2305 淡路市浦103番地 飲食店営業(4)その他 一般 畠田 和子 淡路(洲健)第1-73 平成29年9月1日 令和5年11月30日 平成29年9月1日
000028 9000163881 洋菓子店　クローバー 656-2305 淡路市浦103番地 菓子製造業 一般 畠田 和子 淡路(洲健)第3-30 平成29年9月1日 令和5年11月30日 平成29年9月1日
000028 9000163884 内藤商店 656-0012 洲本市宇山1-5-29 799220083 そうざい製造業 一般 内藤 英五 淡路(洲健)第26-14 平成29年8月31日 令和5年8月31日 平成29年8月31日
000028 9000163885 サナあわじ株式会社　佐野運動公園店 656-2213 淡路市佐野新島9-6 799642037 飲食店営業(4)その他 一般 サナあわじ株式会社 代表取締役 坂本 悟朗 656-2543 兵庫県洲本市由良町由良514-10 799253739 淡路(洲健)第1-72 平成29年9月1日 令和5年11月30日 平成29年9月1日
000028 9000163899 三洋エナジー南淡(株)三原Ａ棟中央  （CCBJI受託） 656-0422 南あわじ市榎列上幡多1370 799432611 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社　アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359022 淡路(洲健)第19-9 令和4年11月10日 令和9年11月30日 令和4年11月10日
000028 9000163900 三洋エナジー南淡(株)三原A棟N公園  （CCBJI受託） 656-0422 南あわじ市榎列上幡多1370 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社　アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359022 淡路(洲健)第19-10 令和4年11月10日 令和9年11月30日 令和4年11月10日
000028 9000163964 cafe　Ｔ 656-2305 淡路市浦657 799744359 飲食店営業(4)その他 一般 菅 千絵 淡路(洲健)第1-75 平成29年9月7日 令和5年11月30日 平成29年9月7日
000028 9000163965 cafe　Ｔ 656-2305 淡路市浦657 799704934 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 菅 千絵 淡路(洲健)第1-398 令和4年11月30日 令和10年11月30日 令和4年11月30日
000028 9000164005 鮨　夢 656-0121 南あわじ市山添261-1 799204942 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 塩飽 真司 淡路(洲健)第1-80 平成29年9月13日 令和5年11月30日 平成29年9月13日
000028 9000164021 オルガノ食堂 656-2131 淡路市志筑111-7 799647706 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡本 照美 淡路(洲健)第1-77 平成29年9月12日 令和5年11月30日 平成29年9月12日
000028 9000164022 がじゅまる 656-2311 淡路市久留麻1894-1 799743566 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 社会福祉法人　淡路市社会福祉協議会 会長 小南 廣之 656-2131 兵庫県淡路市志筑3119番地1 799625214 淡路(洲健)第1-82 平成29年9月14日 令和5年11月30日 平成29年9月14日
000028 9000164025 スナック 幸 656-0501 南あわじ市福良甲1300 799523749 飲食店営業(4)その他 一般 三島 綾子 淡路(洲健)第1-83 平成29年9月14日 令和5年11月30日 平成29年9月14日
000028 9000164048 オーシャンテラス３Ｆ 656-1721 淡路市野島蟇浦816 799821907 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社パソナふるさとインキュベーション 代表取締役 瀬川 康弘 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦841-5 799821820 淡路(洲健)第1-78 平成29年9月12日 令和6年11月30日 平成29年9月12日
000028 9000164140 ㈱片山葬祭 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社片山葬祭 代表取締役 辻󠄀本 和也 656-1602 兵庫県淡路市育波520番地 799841232 淡路(洲健)第1-358 令和4年11月10日 令和9年11月30日 令和4年11月10日
000028 9000164148 Plants　Cafe　コハルビヨリ 656-2311 淡路市久留麻3-1 799701913 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西口 晶代 淡路(洲健)第1-88 平成29年9月26日 令和5年11月30日 平成29年9月26日
000028 9000164154 KUSAKA　HOUSE 656-1554 淡路市深草949-3 菓子製造業 一般 名手 けい子 淡路(洲健)第3-32 平成29年9月25日 令和5年11月30日 平成29年9月25日
000028 9000164155 KUSAKA　HOUSE 656-1554 淡路市深草949-3 飲食店営業(4)その他 一般 名手 けい子 淡路(洲健)第1-86 平成29年9月25日 令和5年11月30日 平成29年9月25日
000028 9000164165 季節料理　若竹 656-0025 洲本市本町4丁目3-5 799223257 飲食店営業(4)その他 一般 村本 千佳 淡路(洲健)第1-87 平成29年9月26日 令和5年11月30日 平成29年9月26日
000028 9000164270 ファミリーマート南淡北阿万店 656-0534 南あわじ市北阿万筒井1719-2 799505071 飲食店営業(4)その他 一般 真浦 一也 淡路(洲健)第1-91 平成29年9月28日 令和5年11月30日 平成29年9月28日
000028 9000164307 ＨＯＰＥ 656-0025 洲本市本町3丁目1-18神和荘101 飲食店営業(4)その他 一般 古川 龍亮 淡路(洲健)第1-92 平成29年10月3日 令和5年11月30日 平成29年10月3日
000028 9000164331 浜福 656-0503 南あわじ市福良丙324-4 799521106 飲食店営業(3)旅館 一般 坂本 英樹 淡路(洲健)第1-93 平成29年10月3日 令和5年11月30日 平成29年10月3日
000028 9000164372 松屋 656-0012 洲本市宇山1丁目5-34 799229489 飲食店営業(4)その他 一般 加納 みゆき 淡路(洲健)第1-101 平成29年10月12日 令和5年11月30日 平成29年10月12日
000028 9000164380 あさじ（焼あなご　あさじ） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 799820757 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社あさじ 代表取締役 倉本 正富 656-1741 兵庫県淡路市浅野南101番地6 799820757 淡路(洲健)第1-296 令和4年10月13日 令和9年11月30日 令和4年10月13日
000028 9000164451 Ｔｏｋｉ（トキ） 656-0025 洲本市本町3丁目1-18　神和荘102号 飲食店営業(4)その他 一般 井内 佐和美 淡路(洲健)第1-102 平成29年10月18日 令和5年11月30日 平成29年10月18日
000028 9000164462 焼肉　韓国料理　花 656-1741 淡路市浅野南1546-1 799821508 飲食店営業(4)その他 一般 上田 英礼 淡路(洲健)第1-104 平成29年10月20日 令和5年11月30日 平成29年10月20日
000028 9000164526 株式会社ショーゼンファーム内  農業生産法人あわじオリーヴ園 656-2154 淡路市木曽下162-3 799649222 食用油脂製造業 一般 株式会社南あわじオリーヴ園 代表取締役 土居 政廣 656-0515 兵庫県南あわじ市賀集鍛治屋491番地 799386161 淡路(洲健)第19-1 平成29年10月20日 令和5年11月30日 平成29年10月20日
000028 9000164527 華　HANA 656-1512 淡路市北山1667-2 飲食店営業(4)その他 一般 漣 千笑 淡路(洲健)第1-106 平成29年10月24日 令和5年11月30日 平成29年10月24日
000028 9000164535 野口製菓カフェ 656-1602 淡路市育波508の1 飲食店営業(4)その他 一般 野口 清俊 淡路(洲健)第1-107 平成29年10月24日 令和5年11月30日 平成29年10月24日
000028 9000164536 野口製菓カフェ 656-1602 淡路市育波508の1 菓子製造業 一般 野口 清俊 淡路(洲健)第3-35 平成29年10月24日 令和5年11月30日 平成29年10月24日
000028 9000164552 ミート＆デリカしまもと 656-0461 南あわじ市市円行寺150ﾊﾟﾙﾃｲ内 799455960 飲食店営業(4)その他 一般 ㈱嶋本食品 代表取締役 嶋本 育史 656-0313 兵庫県南あわじ市松帆志知川154 799362089 淡路(洲健)第1-108 平成29年10月26日 令和5年11月30日 平成29年10月26日
000028 9000164553 ミート＆デリカしまもと 656-0461 南あわじ市市円行寺150ﾊﾟﾙﾃｲ内 799455960 食肉販売業 一般 ㈱嶋本食品 代表取締役 嶋本 育史 656-0313 兵庫県南あわじ市松帆志知川154 799362089 淡路(洲健)第17-18 平成29年10月26日 令和5年11月30日 平成29年10月26日
000028 9000164588 淡路水産(株) 656-0332 南あわじ市湊1129 799362134 魚介類販売業 一般 淡路水産株式会社 代表取締役 杉谷 孝三 656-0332 兵庫県南あわじ市湊1129 799362134 淡路(洲健)第7-20 平成29年10月30日 令和5年11月30日 平成29年10月30日
000028 9000164653 ローソン南あわじ志知店 656-0322 南あわじ市志知鈩107-1 799372722 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ベクトル 代表取締役 喜田 修司 656-0517 兵庫県南あわじ市賀集生子355-2 淡路(洲健)第1-109 平成29年11月1日 令和5年11月30日 平成29年11月1日
000028 9000164678 株式会社丸和 656-0511 南あわじ市賀集八幡88 799531300 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社丸和 代表取締役 印部 リカ 656-0511 兵庫県南あわじ市賀集八幡88 799531300 淡路(洲健)第1-110 平成29年11月1日 令和5年11月30日 平成29年11月1日
000028 9000164685 一秀家　かツ泉　三原店 656-0461 南あわじ市市円行寺533-8 799425066 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 グッドピープル株式会社 代表取締役 河崎 秀典 656-0012 兵庫県洲本市宇山1丁目4-56 799233000 淡路(洲健)第1-112 平成29年11月2日 令和5年11月30日 平成29年11月2日
000028 9000164716 淡路島　句菜　ユラリュラ 656-2121 洲本市安乎町平安浦1970-3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 tourist trophy　株式会社 代表取締役 正井 均 656-1301 兵庫県洲本市五色町都志266番2 799258093 淡路(洲健)第1-113 平成29年11月6日 令和6年11月30日 平成29年11月6日
000028 9000164717 小路 656-0025 洲本市本町4-3-13 飲食店営業(4)その他 一般 大南 泰子 淡路(洲健)第1-114 平成29年11月6日 令和5年11月30日 平成29年11月6日
000028 9000164872 Side・２ーDININGー 656-2131 淡路市志筑3111-38-2F 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷口 由晃 淡路(洲健)第1-119 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成29年11月15日
000028 9000164877 御食国和食の祭典in淡路島 656-0021 洲本市塩屋1丁目1-17 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社リュウズ 代表取締役 櫻井 智宏 650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通五丁目5番15-206 783816977 淡路(洲健)第1-117 平成29年11月15日 令和5年11月30日 平成29年11月15日
000028 9000164909 ㈱アシュランス　加工場 656-0413 南あわじ市倭文流111-1 食肉販売業 一般 株式会社アシュランス 代表取締役 奈良 敦司 656-0055 兵庫県洲本市大野1510 淡路(洲健)第17-21 平成29年11月17日 令和5年11月30日 平成29年11月17日
000028 9000164910 ㈱アシュランス　加工場 656-0413 南あわじ市倭文流111-1 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社アシュランス 代表取締役 奈良 敦司 656-0055 兵庫県洲本市大野1510 淡路(洲健)第10-4 平成29年11月17日 令和5年11月30日 平成29年11月17日
000028 9000164997 gris souris(ｸﾞﾘｽｰﾘ） 656-0011 洲本市炬口1丁目1-58 799247257 菓子製造業 一般 山本 梓 淡路(洲健)第3-39 平成29年11月21日 令和5年11月30日 平成29年11月21日
000028 9000165146 ファミリーショップ城地 656-2223 淡路市生穂1443-2 799641284 飲食店営業(4)その他 一般 城地 清子 淡路(洲健)第1-121 平成29年11月30日 令和5年11月30日 平成29年11月30日
000028 9000165167 ぴクルス 656-0025 洲本市本町4丁目2-10 799220555 飲食店営業(4)その他 一般 西谷 忠 淡路(洲健)第1-122 平成29年12月1日 令和6年2月29日 平成29年12月1日
000028 9000165187 ファミリーマート　洲本鮎原店 656-1313 洲本市五色町鮎原西144-1 799302323 飲食店営業(4)その他 一般 西 徹也 淡路(洲健)第1-123 平成29年12月5日 令和6年2月29日 平成29年12月5日
000028 9000165199 小路 656-0025 洲本市本町4-3-13 飲食店営業(4)その他 一般 石濱 順子 淡路(洲健)第1-124 平成29年12月5日 令和6年2月29日 平成29年12月5日
000028 9000165270 barlounge　粋 656-2224 淡路市大谷913-10 799640226 飲食店営業(4)その他 一般 織田 共子 淡路(洲健)第1-126 平成29年12月11日 令和6年2月29日 平成29年12月11日
000028 9000165334 三洋クリエイティブサービス(株)洲本本部  第３・１階西右(CCBJI受託) 656-0017 洲本市上内膳222-1 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 一般 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 淡路(洲健)第19-11 令和5年1月31日 令和11年2月28日 令和5年1月31日
000028 9000165348 おこのみ焼き　さんきゅ卯 656-1313 洲本市五色町鮎原西143-2 799302239 飲食店営業(4)その他 一般 嶽肩 清貴 淡路(洲健)第1-127 平成29年12月14日 令和6年2月29日 平成29年12月14日
000028 9000165370 656-0013 洲本市下加茂1-1-58 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 王 朝臣 淡路(洲健)第1-128 平成29年12月18日 令和6年2月29日 平成29年12月18日
000028 9000165412 淡路の食卓　七彩果 656-2212 淡路市佐野2029-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮本 みさ子 淡路(洲健)第1-130 平成29年12月20日 令和6年2月29日 平成29年12月20日
000028 9000165790 べるそ・もんど 656-0055 洲本市大野608-13 菓子製造業 一般 白水 宏明 淡路(洲健)第3-42 平成30年1月18日 令和6年2月29日 平成30年1月18日
000028 9000165791 やまだ村　たなか農園 656-1553 淡路市山田甲753 799861286 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 田中 一光 淡路(洲健)第10-6 平成30年1月19日 令和6年2月29日 平成30年1月19日
000028 9000165885 ローソン南あわじ国衙店 656-0455 南あわじ市神代国衙1073-1 799427460 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ベクトル 代表取締役 喜田 修司 656-0517 兵庫県南あわじ市賀集生子355-2 淡路(洲健)第1-132 平成30年1月24日 令和6年2月29日 平成30年1月24日
000028 9000165956 Ｒｉｃｈ 656-0025 洲本市本町4丁目3-9 799246116 飲食店営業(4)その他 一般 岸 加織 淡路(洲健)第1-135 平成30年1月31日 令和6年2月29日 平成30年1月31日
000028 9000165957 ノラ’Ｓ　Ｃａｆｅ 656-2161 淡路市池ノ内327 799706967 飲食店営業(4)その他 一般 立原 瑞穂 淡路(洲健)第1-133 平成30年1月25日 令和6年2月29日 平成30年1月25日
000028 9000165958 PLANT淡路店　ﾌﾚｯｼｭｼﾞｭｰｽｺｰﾅｰ 656-2132 淡路市志筑新島9-7 799601272 喫茶店営業 一般 株式会社　PLANT 代表取締役 三ツ田 佳史 919-0521 福井県坂井市坂井町下新庄15-8-1 776720300 淡路(洲健)第12-37 平成30年1月25日 令和6年2月29日 平成30年1月25日
000028 9000166188 滋味求真　常盤 656-0025 洲本市本町3-1-8 799222300 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佐藤 和子 淡路(洲健)第1-136 平成30年2月9日 令和6年2月29日 平成30年2月9日
000028 9000166195 ジャム工房 656-0312 南あわじ市松帆脇田169 799362609 菓子製造業 一般 柏木 幸子 淡路(洲健)第3-45 平成30年2月15日 令和6年2月29日 平成30年2月15日
000028 9000166267 中華料理　桃仙 656-0477 南あわじ市市徳長620-1 799422440 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 趙 華 淡路(洲健)第1-137 平成30年2月20日 令和6年2月29日 平成30年2月20日
000028 9000166297 浜ちゃん 656-1711 淡路市富島2059 飲食店営業(4)その他 一般 松田 聡子 淡路(洲健)第1-140 平成30年2月21日 令和6年2月29日 平成30年2月21日
000028 9000166329 日洋堂 656-0051 洲本市物部2-12-3 799222296 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西 久夫 淡路(洲健)第1-139 平成30年2月20日 令和6年2月29日 平成30年2月20日
000028 9000166330 日洋堂 656-0051 洲本市物部2-12-3 799222296 菓子製造業 一般 西 久夫 淡路(洲健)第3-54 平成30年2月20日 令和6年2月29日 平成30年2月20日
000028 9000166331 日洋堂 656-0051 洲本市物部2-12-3 799222296 アイスクリーム類製造業 一般 西 久夫 淡路(洲健)第14-7 平成30年2月20日 令和6年2月29日 平成30年2月20日
000028 9000166332 創作うどん家ぜん丸 656-2131 淡路市志筑1170-1 799624834 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社膳丸 代表取締役 取田 和起 656-2131 兵庫県淡路市志筑1170-1 799624834 淡路(洲健)第10-12 平成30年2月21日 令和6年2月29日 平成30年2月21日
000028 9000166396 Lily（リリー） 656-0025 洲本市本町4-3-4ライブビル2F 飲食店営業(4)その他 一般 岩崎 直美 淡路(洲健)第1-142 平成30年2月26日 令和6年2月29日 平成30年2月26日
000028 9000166460 ＭＡＬＬＯＷ 656-0021 洲本市塩屋1丁目1-17 799260678 菓子製造業 一般 藤江 奈央 淡路(洲健)第3-60 平成30年3月1日 令和6年5月31日 平成30年3月1日
000028 9000166467 西山水産 656-2401 淡路市岩屋3606-9 799725263 そうざい製造業 一般 西山 泰司 淡路(洲健)第26-19 平成30年2月28日 令和6年2月29日 平成30年2月28日



000028 9000166474 有限会社ジーニウスファイブ 656-1503 淡路市遠田3104-1 799706800 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社ジーニウスファイブ 代表取締役 尾崎 里美 656-1503 兵庫県淡路市遠田3104-1 799706800 淡路(洲健)第1-143 平成30年3月1日 令和6年5月31日 平成30年3月1日
000028 9000166496 居酒屋うの 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 ㈲四国レジャー企画 代表取締役 北島 英志 656-0478 兵庫県南あわじ市市福永690番地1 799427199 淡路(洲健)第1-144 平成30年3月2日 令和5年5月31日 平成30年3月2日
000028 9000166544 菓子工房 菓のん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 渡邊 唯 淡路(洲健)第3-62 平成30年3月7日 令和5年5月31日 平成30年3月7日
000028 9000166545 ふくカフェ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 樫本 善嗣 淡路(洲健)第1-150 平成30年3月7日 令和5年5月31日 平成30年3月7日
000028 9000166546 ふくカフェ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 樫本 善嗣 淡路(洲健)第3-61 平成30年3月7日 令和5年5月31日 平成30年3月7日
000028 9000166561 山小舎キッチン 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦2667-4 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 西村 昌晃 淡路(洲健)第1-145 平成30年3月2日 令和6年5月31日 平成30年3月2日
000028 9000166562 しらす 656-2334 淡路市釜口1871-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 蓬莱 奈美 淡路(洲健)第1-146 平成30年3月5日 令和6年5月31日 平成30年3月5日
000028 9000166563 聖隷こども園夢舞台 656-2306 淡路市夢舞台1-37 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　LEOC 代表取締役 田島 利行 100-0004 東京都千代田区大手町一丁目1番3号 352208550 淡路(洲健)第1-148 平成30年3月6日 令和7年5月31日 平成30年3月6日
000028 9000166564 魚姫（ととひめ） 656-1521 淡路市多賀83 799850012 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 坂井 勇紀 淡路(洲健)第1-149 平成30年3月7日 令和6年5月31日 平成30年3月7日
000028 9000166582 国民宿舎 慶野松原荘 656-0304 南あわじ市松帆古津路970-67 799363391 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社　うめ丸 代表取締役 藤川 啓治郎 656-0662 兵庫県南あわじ市阿那賀志知川14-1 799390206 淡路(洲健)第1-147 平成30年3月5日 令和6年5月31日 平成30年3月5日
000028 9000166604 レストランさくら 656-1736 淡路市小倉177番地 799823400 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯6番地 799743257 淡路(洲健)第1-153 平成30年3月12日 令和6年5月31日 平成30年3月12日
000028 9000166605 レストランさくら 656-1736 淡路市小倉177番地 799823400 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯6番地 799743257 淡路(洲健)第14-12 平成30年3月12日 令和5年5月31日 平成30年3月12日
000028 9000166635 吉備国際大学南あわじ志知キャンパス 000-0000 県下一円（ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 露店 学校法人順正学園 加計 美也子 700-0022 岡山県岡山市北区岩田町2-5 862313517 淡路(洲健)第1-155 平成30年3月14日 令和5年5月31日 平成30年3月14日
000028 9000166740 Mix bar ゆいまーる 656-0025 洲本市本町4丁目2-18JOYプラザビル110 799260551 飲食店営業(4)その他 一般 宮城 明太朗 淡路(洲健)第1-157 平成30年3月19日 令和6年5月31日 平成30年3月19日
000028 9000166741 淡路島台所 五感ダイニング そらと海 656-1524 淡路市竹谷字忠谷8-1 799708592 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉野 安紀 淡路(洲健)第1-158 平成30年3月19日 令和6年5月31日 平成30年3月19日
000028 9000166751 毎日食堂 656-0307 南あわじ市松帆檪田205-4 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石井 美也子 淡路(洲健)第1-159 平成30年3月22日 令和6年5月31日 平成30年3月22日
000028 9000166809 淡路島南パーキングエリア上り線 656-0661 南あわじ市阿那賀731-8 799391117 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 淡路ルートサービス株式会社 代表取締役 井植 貞雄 656-2401 兵庫県淡路市岩屋2568 799732000 淡路(洲健)第1-160 平成30年3月23日 令和7年5月31日 平成30年3月23日
000028 9000166810 淡路島南パーキングエリア上り線 656-0661 南あわじ市阿那賀731-8 799391117 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 淡路ルートサービス株式会社 代表取締役 井植 貞雄 656-2401 兵庫県淡路市岩屋2568 799732000 淡路(洲健)第14-13 平成30年3月23日 令和6年5月31日 平成30年3月23日
000028 9000166877 志筑クラフトバーガー「あっくん」 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 SEEDS　BLEND合同会社 代表社員 大谷 直之 656-2131 兵庫県淡路市志筑1368番地7 淡路(洲健)第1-161 平成30年3月26日 令和5年5月31日 平成30年3月26日
000028 9000166944 五色精光園　第2成人寮　日清事業所 656-1337 洲本市五色町下堺1062-3 799350326 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内2-7-3東京ビルディング（２０階） 332873611 淡路(洲健)第1-162 平成30年3月28日 令和6年5月31日 平成30年3月28日
000028 9000166945 社会福祉法人　兵庫県社会福祉事業団  五色精光園　成人寮　日清医療食品事業所 656-1332 洲本市五色町広石北847 799350231 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内2-7-3東京ビルディング（２０階） 332873611 淡路(洲健)第1-163 平成30年3月28日 令和7年5月31日 平成30年3月28日
000028 9000166946 洲本伊月病院 656-0014 洲本市桑間423 799260770 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 富士産業株式会社 代表取締役 中村 勝彦 105-0004 東京都港区新橋五丁目32番7号 354006111 淡路(洲健)第1-164 平成30年3月28日 令和7年5月31日 平成30年3月28日
000028 9000166963 お食事処　米屋 656-2311 淡路市久留麻2743 799740101 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　かいげつ 代表取締役 齋藤 敦夫 656-0022 兵庫県洲本市海岸通1-3-11 799221100 淡路(洲健)第1-166 平成30年3月29日 令和6年5月31日 平成30年3月29日
000028 9000166964 フードコート　ぽかぽカフェ 656-2311 淡路市久留麻2712-2 799740101 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　かいげつ 代表取締役 齋藤 敦夫 656-0022 兵庫県洲本市海岸通1-3-11 799221100 淡路(洲健)第1-165 平成30年3月29日 令和6年5月31日 平成30年3月29日
000028 9000166966 御食菜采館　洲本店 656-0025 洲本市本町2丁目524-1 799231129 飲食店営業(4)その他 一般 淡路日の出農業協同組合 代表理事 相坂 有俊 656-2131 兵庫県淡路市志筑3112番地の14 799626200 淡路(洲健)第1-168 平成30年3月29日 令和7年5月31日 平成30年3月29日
000028 9000166967 御食菜采館　洲本店 656-0025 洲本市本町2丁目524-1 799231129 食肉販売業 一般 淡路日の出農業協同組合 代表理事 相坂 有俊 656-2131 兵庫県淡路市志筑3112番地の14 799626200 淡路(洲健)第17-38 平成30年3月29日 令和7年5月31日 平成30年3月29日
000028 9000167003 Guest Home 淡路島 656-1322 洲本市五色町鮎原上233 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社　JOY　CIRCUS 木元 亜紀 656-2131 兵庫県淡路市志筑1147-2 淡路(洲健)第1-1 平成30年4月2日 令和6年5月31日 平成30年4月2日
000028 9000167033 平成医療福祉グループ淡路 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 露店 医療法人社団淡路平成会 理事長 北河 宏之 656-0442 兵庫県南あわじ市八木養宜中173 799425335 淡路(洲健)第1-3 平成30年4月4日 令和5年5月31日 平成30年4月4日
000028 9000167034 平成医療福祉グループ淡路 000-0000 淡路島内一円 菓子製造業 露店 医療法人社団淡路平成会 理事長 北河 宏之 656-0442 兵庫県南あわじ市八木養宜中173 799425335 淡路(洲健)第3-1 平成30年4月4日 令和5年5月31日 平成30年4月4日
000028 9000167065 夢淡路工房 656-1501 淡路市尾崎201 799853131 菓子製造業 一般 粟田 奈央 淡路(洲健)第3-2 平成30年4月5日 令和6年5月31日 平成30年4月5日
000028 9000167067 かま釜うどん 656-1541 淡路市柳沢甲354 799860088 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社行司工務店 代表取締役 行司 正芳 656-1521 兵庫県淡路市多賀982番地 799850154 淡路(洲健)第1-4 平成30年4月5日 令和6年5月31日 平成30年4月5日
000028 9000167068 淡路ビーフ大河内 656-1711 淡路市富島1595 799821114 飲食店営業(4)その他 一般 大河内 正春 淡路(洲健)第1-5 平成30年4月5日 令和6年5月31日 平成30年4月5日
000028 9000167069 淡路ビーフ大河内 656-1711 淡路市富島1595 799821114 食肉販売業 一般 大河内 正春 淡路(洲健)第17-1 平成30年4月5日 令和6年5月31日 平成30年4月5日
000028 9000167070 ＨＯＮＹＡＮＯＡＴＯ 656-0025 洲本市本町5-2-19 799253539 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社二鶴 代表取締役 頴川 欽和 650-0000 兵庫県神戸市中央区磯上通四丁目3番10-1407号 783350310 淡路(洲健)第1-2 平成30年4月3日 令和7年5月31日 平成30年4月3日
000028 9000167095 赤ちょうちん 656-0025 洲本市本町4丁目2-20 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橋本 誠二郎 淡路(洲健)第1-6 平成30年4月6日 令和6年5月31日 平成30年4月6日
000028 9000167133 coffee and bake stand pegasus  (ｺｰﾋｰ ｱﾝﾄﾞ ﾍﾞｲｸ ｽﾀﾝﾄﾞ ﾍﾟｶﾞｻｽ) 656-0025 洲本市本町6丁目1-38 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 豊田 真暢 淡路(洲健)第1-7 平成30年4月9日 令和6年5月31日 平成30年4月9日
000028 9000167137 瓦割り体験道場 656-0341 南あわじ市津井1250 799380362 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷池 永充 淡路(洲健)第1-9 平成30年4月11日 令和6年5月31日 平成30年4月11日
000028 9000167159 ｒｏｕｇｅ(ルージュ) 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 惠藤 ルミ 淡路(洲健)第3-3 平成30年4月13日 令和5年5月31日 平成30年4月13日
000028 9000167172 セレモニーホール　えにし 656-0455 南あわじ市神代國衙54番地1 799433377 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社赤松 代表取締役 赤松 純治 656-0455 兵庫県南あわじ市神代國衙54番地1 799433377 淡路(洲健)第1-11 平成30年4月16日 令和6年5月31日 平成30年4月16日
000028 9000167182 魚魚やす 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦395-1 799340151 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡部 恭範 淡路(洲健)第1-10 平成30年4月16日 令和6年5月31日 平成30年4月16日
000028 9000167183 魚魚やす 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦395-1 799340151 魚介類販売業 一般 岡部 恭範 淡路(洲健)第7-1 平成30年4月16日 令和6年5月31日 平成30年4月16日
000028 9000167202 じゃのひれBBQガーデン 656-0543 南あわじ市阿万塩屋町2660 799521234 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山形屋水産株式会社 代表取締役 山形 収司 656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲1528-32 799521234 淡路(洲健)第1-12 平成30年4月17日 令和6年5月31日 平成30年4月17日
000028 9000167203 じゃのひれBBQガーデン 656-0543 南あわじ市阿万塩屋町2660 799521234 魚介類販売業 一般 山形屋水産株式会社 代表取締役 山形 収司 656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲1528-32 799521234 淡路(洲健)第7-2 平成30年4月17日 令和6年5月31日 平成30年4月17日
000028 9000167221 はやしお 656-2401 淡路市岩屋2942-33 799725566 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社　はやしお 代表取締役 西田 満治 656-2401 兵庫県淡路市岩屋2942-33 799725566 淡路(洲健)第1-13 平成30年4月18日 令和6年5月31日 平成30年4月18日
000028 9000167230 由良町漁業協同組合 656-2543 洲本市由良町由良2355-1地先 799271060 氷雪製造業 一般 由良町漁業協同組合 代表理事 川野 正二 656-2543 兵庫県洲本市由良町由良1-20-29 799270555 淡路(洲健)第28-1 平成30年4月18日 令和6年5月31日 平成30年4月18日
000028 9000167240 株式会社シゲマル 656-2543 洲本市由良町由良2513 799270047 食肉販売業 一般 株式会社鈴木海石 代表取締役 鈴木 成穂 656-2543 兵庫県洲本市由良町由良514-10 799253739 淡路(洲健)第17-3 平成30年4月18日 令和6年5月31日 平成30年4月18日
000028 9000167243 淡路岩屋農産加工研究会 656-2302 淡路市大磯20-20 799743304 菓子製造業 一般 田浦 和江 淡路(洲健)第3-4 平成30年4月17日 令和6年5月31日 平成30年4月17日
000028 9000167245 シャリオテラス 656-2301 淡路市楠本2425-2 799647061 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 (株)ニジゲンノモリ 代表取締役 貞松 宏茂 656-2401 兵庫県淡路市岩屋924-1 799647061 淡路(洲健)第1-14 平成30年4月18日 令和6年5月31日 平成30年4月18日
000028 9000167267 陸の港西淡 656-0322 南あわじ市志知鈩443番地1 799364422 喫茶店営業 一般 近畿日本ツーリスト株式会社 代表取締役 髙浦 雅彦 160-0023 東京都新宿区西新宿二丁目6番1号 368630322 淡路(洲健)第12-3 平成30年4月23日 令和6年5月31日 平成30年4月23日
000028 9000167323 hiramatsugumi 656-0002 洲本市中川原町中川原555 799258315 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　平松組 代表取締役 平松 秀章 656-2162 兵庫県淡路市王子819 799622740 淡路(洲健)第1-16 平成30年4月23日 令和6年5月31日 平成30年4月23日
000028 9000167324 hiramatsugumi 656-0002 洲本市中川原町中川原555 799258315 菓子製造業 一般 株式会社　平松組 代表取締役 平松 秀章 656-2162 兵庫県淡路市王子819 799622740 淡路(洲健)第3-6 平成30年4月23日 令和6年5月31日 平成30年4月23日
000028 9000167327 ミサキ電機株式会社　社員食堂 656-1313 洲本市五色町鮎原西110 799320370 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 サンフードサービス株式会社 代表取締役 前 久夫 656-2302 兵庫県淡路市大磯28-1 799740622 淡路(洲健)第1-15 平成30年4月23日 令和6年5月31日 平成30年4月23日
000028 9000167328 miele　the　DINER　cafe 656-1721 淡路市野島蟇浦985-1 799709037 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社パソナスマイル 代表取締役 山本 絹子 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦985番地１ 799709037 淡路(洲健)第1-18 平成30年4月23日 令和6年5月31日 平成30年4月23日
000028 9000167330 HELLO　KITTY　SMILE  （ハローキティスマイル） 656-1721 淡路市野島蟇浦985-1 799709037 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社パソナスマイル 代表取締役 山本 絹子 656-1721 兵庫県淡路市985番地 367341070 淡路(洲健)第1-17 平成30年4月23日 令和7年5月31日 平成30年4月23日
000028 9000167331 メディスココロネ淡路 656-1736 淡路市小倉153 799820012 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社メディス 代表取締役 小谷 みゆき 654-0161 兵庫県神戸市須磨区弥栄台3-15-1 787948822 淡路(洲健)第1-20 平成30年4月24日 令和6年5月31日 平成30年4月24日
000028 9000167332 あげいん 656-2311 淡路市久留麻2311-4 799746099 飲食店営業(4)その他 一般 宗和 マユミ 淡路(洲健)第1-19 平成30年4月24日 令和6年5月31日 平成30年4月24日
000028 9000167343 健康からあげとおにぎり大地 656-0025 洲本市本町5-3-4 飲食店営業(4)その他 一般 佐々木 大地 淡路(洲健)第1-22 平成30年4月25日 令和6年5月31日 平成30年4月25日
000028 9000167347 淡路島バーガー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社なゆた 代表取締役 坂野 紀子 650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町4-8-13 783606370 淡路(洲健)第1-23 平成30年4月25日 令和5年5月31日 平成30年4月25日
000028 9000167383 ベルデ　テネロ 656-0322 南あわじ市志知鈩1-10 799360648 飲食店営業(4)その他 一般 原 護 淡路(洲健)第1-24 平成30年4月27日 令和6年5月31日 平成30年4月27日
000028 9000167384 ベルデ　テネロ 656-0322 南あわじ市志知鈩1-10 799360648 アイスクリーム類製造業 一般 原 護 淡路(洲健)第14-2 平成30年4月27日 令和6年5月31日 平成30年4月27日
000028 9000167411 わらびカフェ 656-0001 洲本市中川原町厚浜1110-1 799281480 菓子製造業 一般 株式会社　協生学園 代表取締役 柿原 孝司 656-0001 兵庫県洲本市中川原町厚浜714-9 799280246 淡路(洲健)第3-7 平成30年5月1日 令和6年5月31日 平成30年5月1日
000028 9000167449 コパン　えんぎょうじ 656-0461 南あわじ市市円行寺135-2 799422877 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人　淡路島福祉会 理事長 八木 康公 656-0446 兵庫県南あわじ市八木寺内字池尻373-1 799425899 淡路(洲健)第1-25 平成30年5月7日 令和6年5月31日 平成30年5月7日
000028 9000167454 DA　DARIO 656-0026 洲本市栄町1-1-11 799386651 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 Dario Sgorbissa 淡路(洲健)第1-26 平成30年5月7日 令和6年5月31日 平成30年5月7日
000028 9000167482 エム 656-0055 洲本市大野691-3 799245775 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宮本 明宏 淡路(洲健)第1-28 平成30年5月9日 令和6年5月31日 平成30年5月9日
000028 9000167502 中本酒店 656-1531 淡路市江井3194-2 799860073 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 中本 千博 淡路(洲健)第10-1 平成30年5月9日 令和6年5月31日 平成30年5月9日
000028 9000167517 八ツ房 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 津村 孝房 淡路(洲健)第1-29 平成30年5月10日 令和5年5月31日 平成30年5月10日
000028 9000167564 寿司清 656-0025 洲本市本町3丁目1-18 799226891 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 慎太郎 淡路(洲健)第1-31 平成30年5月14日 令和6年5月31日 平成30年5月14日
000028 9000167585 叡智 656-0121 南あわじ市山添座字堂ノ前164-2 799450920 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 池田 晴行 淡路(洲健)第1-32 平成30年5月14日 令和6年5月31日 平成30年5月14日
000028 9000167605 喫茶みその 656-0053 洲本市上物部２－１１－２０ 799241960 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大谷 宗司 淡路(洲健)第1-34 平成30年5月16日 令和6年5月31日 平成30年5月16日
000028 9000167626 グランシャリオ　星空のバー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 (株)ニジゲンノモリ 代表取締役 貞松 宏茂 656-2401 兵庫県淡路市岩屋924-1 799723161 淡路(洲健)第1-33 平成30年5月16日 令和5年5月31日 平成30年5月16日
000028 9000167628 きいろｃａｆｅ 656-2212 淡路市佐野404番地2 飲食店営業(4)その他 一般 特定非営利活動法人島くらし淡路 理事 松田 恭直 656-2212 兵庫県淡路市佐野404番地2 淡路(洲健)第1-30 平成30年5月14日 令和6年5月31日 平成30年5月14日
000028 9000167630 品川水産株式会社 656-0332 南あわじ市湊1129 799362117 魚介類販売業 一般 品川水産株式会社 代表取締役 品川 佳之 656-0332 兵庫県南あわじ市湊1129 799362117 淡路(洲健)第7-8 平成30年5月16日 令和6年5月31日 平成30年5月16日
000028 9000167631 品川水産株式会社 656-0332 南あわじ市湊1129 799362117 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 品川水産株式会社 代表取締役 品川 佳之 656-0332 兵庫県南あわじ市湊1129 799362117 淡路(洲健)第10-2 平成30年5月16日 令和6年5月31日 平成30年5月16日
000028 9000167637 為ﾔ海産物 656-1606 淡路市室津2016 799840350 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 漁 正德 淡路(洲健)第1-35 平成30年5月18日 令和6年5月31日 平成30年5月18日
000028 9000167638 為ﾔ海産物 656-1606 淡路市室津2016 799840350 魚介類販売業 一般 漁 正德 淡路(洲健)第7-10 平成30年5月18日 令和6年5月31日 平成30年5月18日
000028 9000167692 かや野 656-1316 洲本市五色町鮎原栢野154-1 799320282 飲食店営業(4)その他 一般 向井 輝至 淡路(洲健)第1-37 平成30年5月23日 令和6年5月31日 平成30年5月23日
000028 9000167706 ristorante POSTI  （ﾘｽﾄﾗﾝﾃ ﾎﾟｽﾃｨ） 656-0051 洲本市物部3丁目11-52 799246118 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 持井 宏平 淡路(洲健)第1-39 平成30年5月24日 令和6年5月31日 平成30年5月24日
000028 9000167734 いちこ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 上田 厚子 淡路(洲健)第1-38 平成30年5月23日 令和5年5月31日 平成30年5月23日
000028 9000167763 カネフク 656-2401 淡路市岩屋1487 799723171 そうざい製造業 一般 西田 光重 淡路(洲健)第26-9 平成30年5月24日 令和6年5月31日 平成30年5月24日
000028 9000167784 魚天 656-0502 南あわじ市福良乙1665-5 799522015 魚介類販売業 一般 天羽 裕之 淡路(洲健)第7-16 平成30年5月29日 令和6年5月31日 平成30年5月29日
000028 9000167785 魚天 656-0502 南あわじ市福良乙1665-5 799522015 そうざい製造業 一般 天羽 裕之 淡路(洲健)第26-13 平成30年5月29日 令和6年5月31日 平成30年5月29日
000028 9000167831 ふるさと 656-2224 淡路市大谷936-3 799642100 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社片山葬祭 代表取締役 辻本 和也 656-1602 兵庫県淡路市育波520番地 799841232 淡路(洲健)第1-40 平成30年5月30日 令和6年5月31日 平成30年5月30日
000028 9000167834 サンセットホール北淡 656-1602 淡路市育波520 799841230 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社片山葬祭 代表取締役 辻本 和也 656-1602 兵庫県淡路市育波520番地 799841232 淡路(洲健)第1-41 平成30年5月30日 令和6年5月31日 平成30年5月30日
000028 9000167835 サンセットホール東浦 656-2305 淡路市浦552-1 799740182 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社片山葬祭 代表取締役 辻本 和也 656-1602 兵庫県淡路市育波520番地 799841232 淡路(洲健)第1-42 平成30年5月30日 令和6年5月31日 平成30年5月30日
000028 9000167871 ははの手　おんもーど 656-0025 洲本市本町５丁目３－２ 799252625 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橘 樹理 淡路(洲健)第1-45 平成30年6月1日 令和6年8月31日 平成30年6月1日
000028 9000167872 洲本市五色健康福祉総合センター  特別養護老人ホーム　五色サルビアホール 656-1331 洲本市五色町都志大日707 799330404 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 エヌフード株式会社 代表取締役 今井 克則 532-0023 大阪府大阪市淀川区十三東１丁目18-30 668856501 淡路(洲健)第1-43 平成30年5月31日 令和6年5月31日 平成30年5月31日
000028 9000167878 焼き肉屋　和 656-2311 淡路市久留麻2063-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山口 修 淡路(洲健)第1-44 平成30年6月1日 令和6年8月31日 平成30年6月1日
000028 9000167922 淡路　夢ホルモン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 799706808 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社　縁満 代表取締役 北田 浩二 656-1711 兵庫県淡路市富島129 799706808 淡路(洲健)第1-46 平成30年6月8日 令和5年8月31日 平成30年6月8日
000028 9000167926 フードコート　ぽかぽカフェ 656-2311 淡路市久留麻2712-2 799740101 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社かいげつ 代表取締役 齋藤 敦夫 656-0022 兵庫県洲本市海岸通一丁目3番11号 799221100 淡路(洲健)第14-10 平成30年6月7日 令和5年8月31日 平成30年6月7日
000028 9000167959 North Beach　りみー 656-1721 淡路市野島蟇浦北淡県民サンビーチ 飲食店営業(4)その他 露店 河田 誠 淡路(洲健)第1-47 平成30年6月12日 令和5年8月31日 平成30年6月12日
000028 9000167996 ねこトラキッチン　どんぐり  香川483な2828 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 有限会社T&S office 代表取締役 武本 千惠 761-8004 香川県高松市中山町911-10 878130755 淡路(洲健)第3-14 平成30年6月13日 令和5年8月31日 平成30年6月13日
000028 9000168006 かき氷専門店　紺屋 656-0026 洲本市栄町２丁目３－４０ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社グロリアスシード 代表取締役 近藤 良樹 656-0026 兵庫県洲本市栄町２丁目３－４０ 淡路(洲健)第1-49 平成30年6月14日 令和6年8月31日 平成30年6月14日
000028 9000168007 湊小宿 海の薫とAWAJISHIMA 656-0501 南あわじ市福良甲1529-7 799523700 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社プラザ淡路島 代表取締役 木下 紘二 656-0542 兵庫県南あわじ市阿万吹上町1433-2 799552500 淡路(洲健)第1-48 平成30年6月12日 令和6年8月31日 平成30年6月12日
000028 9000168018 comimi　KARAOKE&CAFE 656-2131 淡路市志筑581-1103号 飲食店営業(4)その他 一般 楠 美智代 淡路(洲健)第1-50 平成30年6月14日 令和6年8月31日 平成30年6月14日
000028 9000168019 たくみ 656-2142 淡路市塩田新島3-2 飲食店営業(4)その他 一般 徳永 貴明 淡路(洲健)第1-51 平成30年6月14日 令和6年8月31日 平成30年6月14日
000028 9000168027 宮崎食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 宮崎 三由希 淡路(洲健)第1-52 平成30年6月18日 令和5年8月31日 平成30年6月18日
000028 9000168038 レスプリ・ド・グリシーヌ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 佐藤 玲亥 淡路(洲健)第1-53 平成30年6月18日 令和5年8月31日 平成30年6月18日
000028 9000168041 SAK企画（うちん家のからあげ） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 末友 亨教 淡路(洲健)第1-54 平成30年6月18日 令和5年8月31日 平成30年6月18日
000028 9000168075 KOKAGE食堂(こかげ食堂) 656-2223 淡路市生穂1495 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 宝示 悦子 淡路(洲健)第1-55 平成30年6月19日 令和6年8月31日 平成30年6月19日
000028 9000168151 中華料理　桃仙 656-0477 南あわじ市市徳長620-1 799422440 そうざい製造業 一般 趙 華 淡路(洲健)第26-14 平成30年6月21日 令和6年8月31日 平成30年6月21日
000028 9000168194 うまいもん屋　楽遊 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 滝本 行敏 淡路(洲健)第1-59 平成30年6月26日 令和5年8月31日 平成30年6月26日
000028 9000168201 うみねこスタンド 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 新居 栄 淡路(洲健)第1-58 平成30年6月26日 令和5年8月31日 平成30年6月26日
000028 9000168208 下浜商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 下浜 国彦 淡路(洲健)第1-56 平成30年6月20日 令和5年8月31日 平成30年6月20日
000028 9000168210 株式会社マルナカ　洲本内膳店 656-0017 洲本市上内膳418番地1 799228601 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第3-15 平成30年6月20日 令和6年8月31日 平成30年6月20日
000028 9000168213 パンチョ 656-0025 洲本市本町５丁目４－２８ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 東口 知之 淡路(洲健)第1-57 平成30年6月25日 令和6年8月31日 平成30年6月25日
000028 9000168216 珈楽粋バスセンター 656-0027 洲本市港2-43 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 武田 ひろみ 淡路(洲健)第1-60 平成30年6月27日 令和6年8月31日 平成30年6月27日
000028 9000168227 Wakaba Cafe 656-0461 南あわじ市市円行寺192 799421930 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 若林 晋一郎 淡路(洲健)第1-61 平成30年6月27日 令和6年8月31日 平成30年6月27日
000028 9000168228 居酒屋りき 656-0473 南あわじ市市小井451-37 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 榎本 力也 淡路(洲健)第1-62 平成30年6月27日 令和6年8月31日 平成30年6月27日
000028 9000168231 ジャルダンアリス 656-0051 洲本市物部1-15-7 799265177 菓子製造業 一般 上原 勝也 淡路(洲健)第3-16 平成30年6月27日 令和6年8月31日 平成30年6月27日
000028 9000168268 COSTA de PINO（ｺｽﾀ ﾃﾞ ﾋﾟﾉ） 656-0304 南あわじ市松帆古津路（慶野松原海水浴場） 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷池 隆宏 淡路(洲健)第1-63 平成30年6月29日 令和6年8月31日 平成30年6月29日
000028 9000168269 居酒屋　大介 656-0025 洲本市本町４丁目３－１５ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤岡 大介 淡路(洲健)第1-64 平成30年6月29日 令和6年8月31日 平成30年6月29日
000028 9000168305 のら 656-2144 淡路市下司118 飲食店営業(4)その他 一般 奥田 真衣 淡路(洲健)第1-66 平成30年7月2日 令和6年8月31日 平成30年7月2日



000028 9000168306 節和商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 節和 香 淡路(洲健)第1-67 平成30年7月2日 令和5年8月31日 平成30年7月2日
000028 9000168307 節和商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 節和 香 淡路(洲健)第1-68 平成30年7月2日 令和5年8月31日 平成30年7月2日
000028 9000168308 安田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 安田 佳代 淡路(洲健)第3-17 平成30年6月29日 令和5年8月31日 平成30年6月29日
000028 9000168353 ローソン慶野松原 656-0304 南あわじ市松帆古津路987-2 799360059 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社清水商店 代表取締役 清水 比呂史 656-0046 兵庫県洲本市金屋1180番地26 799452415 淡路(洲健)第1-69 平成30年7月3日 令和7年8月31日 平成30年7月3日
000028 9000168426 春藤珈琲焙煎所 656-2311 淡路市久留麻11番　来田ビル1F-B 喫茶店営業 一般 春藤 貴美江 淡路(洲健)第12-11 平成30年7月10日 令和6年8月31日 平成30年7月10日
000028 9000168435 みやげもん大平 656-0961 南あわじ市沼島898 799570010 魚介類販売業 一般 有限会社木村屋旅館 取締役 木村 龍平 656-0961 兵庫県南あわじ市沼島899 799570010 淡路(洲健)第7-20 平成30年7月9日 令和6年8月31日 平成30年7月9日
000028 9000168474 ハートスフードクリエーツ 656-2306 淡路市夢舞台1番地 799741020 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ハートスフードクリエーツ株式会社 代表取締役 西脇 章 658-0045 兵庫県神戸市東灘区御影石町四丁目15番15号 788558601 淡路(洲健)第1-72 平成30年7月13日 令和7年8月31日 平成30年7月13日
000028 9000168475 ハートスフードクリエーツ 656-2306 淡路市夢舞台1番地 799741020 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー ハートスフードクリエーツ株式会社 代表取締役 西脇 章 658-0045 兵庫県神戸市東灘区御影石町四丁目15番15号 788558601 淡路(洲健)第14-11 平成30年7月13日 令和6年8月31日 平成30年7月13日
000028 9000168476 淡路市商工会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 淡路市商工会 会長 平松 章 656-2132 兵庫県淡路市志筑新島5番地2 799623066 淡路(洲健)第1-73 平成30年7月13日 令和5年8月31日 平成30年7月13日
000028 9000168480 楓　勇吉商店 656-2163 淡路市中田4139-4 799627335 飲食店営業(4)その他 露店 柴宇淡路食彩株式会社 代表取締役 柴田 浩典 656-2212 兵庫県淡路市佐野928 799642066 淡路(洲健)第1-71 平成30年7月13日 令和5年8月31日 平成30年7月13日
000028 9000168485 浜辺荘 656-2401 淡路市岩屋3557-27 799724755 飲食店営業(3)旅館 一般 大谷 冨美子 淡路(洲健)第1-75 平成30年7月17日 令和6年8月31日 平成30年7月17日
000028 9000168486 コトブキ 656-2401 淡路市岩屋1357 799722307 喫茶店営業 一般 奥内 淳子 淡路(洲健)第12-12 平成30年7月17日 令和6年8月31日 平成30年7月17日
000028 9000168500 あわつむぎ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 坂本 祐美子 淡路(洲健)第1-77 平成30年7月18日 令和5年8月31日 平成30年7月18日
000028 9000168502 中浜商店 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦390 799340007 魚介類販売業 一般 中濵 初良 淡路(洲健)第7-21 平成30年7月18日 令和6年8月31日 平成30年7月18日
000028 9000168503 港の地蔵尊保存会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 冨永 康文 淡路(洲健)第1-78 平成30年7月18日 令和5年8月31日 平成30年7月18日
000028 9000168504 谷間商店 000-0000 淡路島内一円 喫茶店営業 露店 谷間 悟志 淡路(洲健)第12-13 平成30年7月19日 令和5年8月31日 平成30年7月19日
000028 9000168505 喫茶 オアシス 656-0514 南あわじ市賀集441 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山上 範子 淡路(洲健)第1-76 平成30年7月17日 令和6年8月31日 平成30年7月17日
000028 9000168524 Plants　Cafe　コハルビヨリ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 799701913 飲食店営業(4)その他 露店 西口 晶代 淡路(洲健)第1-79 平成30年7月20日 令和5年8月31日 平成30年7月20日
000028 9000168605 ＭＥＡＴ　２９ 656-0427 南あわじ市榎列松田字東原210番1 799384129 飲食店営業(4)その他 一般 ｏｎｌｙ　ｏｎｅ　ｍｅａｔ株式会社 代表取締役 前川 広志 656-0455 兵庫県南あわじ市神代國衙860番地 淡路(洲健)第1-80 平成30年7月23日 令和6年8月31日 平成30年7月23日
000028 9000168606 ＭＥＡＴ　２９ 656-0427 南あわじ市榎列松田字東原210番1 799384129 食肉処理業 一般 ｏｎｌｙ　ｏｎｅ　ｍｅａｔ株式会社 代表取締役 前川 広志 656-0455 兵庫県南あわじ市神代國衙860番地 淡路(洲健)第16-1 平成30年7月23日 令和6年8月31日 平成30年7月23日
000028 9000168607 ＭＥＡＴ　２９ 656-0427 南あわじ市榎列松田字東原210番1 799384129 食肉販売業 一般 ｏｎｌｙ　ｏｎｅ　ｍｅａｔ株式会社 代表取締役 前川 広志 656-0455 兵庫県南あわじ市神代國衙860番地 淡路(洲健)第17-12 平成30年7月23日 令和6年8月31日 平成30年7月23日
000028 9000168608 ＭＥＡＴ　２９ 656-0427 南あわじ市榎列松田字東原210番1 799384129 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 ｏｎｌｙ　ｏｎｅ　ｍｅａｔ株式会社 代表取締役 前川 広志 656-0455 兵庫県南あわじ市神代國衙860番地 淡路(洲健)第10-7 平成30年7月23日 令和6年8月31日 平成30年7月23日
000028 9000168610 ぜん丸 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社膳丸 代表取締役 取田 和起 656-2131 兵庫県淡路市志筑1170-1 799624834 淡路(洲健)第1-82 平成30年7月24日 令和5年8月31日 平成30年7月24日
000028 9000168639 ベルデ　テネロ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 自動車 原 護 淡路(洲健)第12-14 平成30年7月27日 令和5年8月31日 平成30年7月27日
000028 9000168694 小鳥の宿 656-0542 南あわじ市阿万吹上町58-1 飲食店営業(3)旅館 一般 湊 光弘 淡路(洲健)第1-84 平成30年7月31日 令和6年8月31日 平成30年7月31日
000028 9000168719 PICCOLOTTO&GREEN　HOUSE　cafe  (ﾋﾟｯｺﾛｯﾄ&ｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽｶﾌｪ) 656-0026 洲本市栄町2丁目1-15 飲食店営業(4)その他 一般 藤原 紗央里 淡路(洲健)第1-85 平成30年8月1日 令和6年8月31日 平成30年8月1日
000028 9000168720 PICCOLOTTO&GREEN　HOUSE　cafe  (ﾋﾟｯｺﾛｯﾄ&ｸﾞﾘｰﾝﾊｳｽｶﾌｪ) 656-0026 洲本市栄町2丁目1-15 アイスクリーム類製造業 一般 藤原 紗央里 淡路(洲健)第14-13 平成30年8月1日 令和6年8月31日 平成30年8月1日
000028 9000168722 株式会社協生学園 656-0001 洲本市中川原町厚浜714-9 799280246 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社協生学園 代表取締役 柿原 孝司 656-0001 兵庫県洲本市中川原町厚浜714-9 799280246 淡路(洲健)第1-87 平成30年8月1日 令和6年8月31日 平成30年8月1日
000028 9000168723 株式会社協生学園 656-0001 洲本市中川原町厚浜714-9 799280246 アイスクリーム類製造業 一般 株式会社協生学園 代表取締役 柿原 孝司 656-0001 兵庫県洲本市中川原町厚浜714-9 799280246 淡路(洲健)第14-14 平成30年8月1日 令和6年8月31日 平成30年8月1日
000028 9000168724 株式会社協生学園 656-0001 洲本市中川原町厚浜714-9 799280246 菓子製造業 一般 株式会社協生学園 代表取締役 柿原 孝司 656-0001 兵庫県洲本市中川原町厚浜714-9 799280246 淡路(洲健)第3-21 平成30年8月1日 令和6年8月31日 平成30年8月1日
000028 9000168740 モリノテラス　かき氷 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 799647061 喫茶店営業 露店 (株)ニジゲンノモリ 代表取締役 貞松 宏茂 656-2401 兵庫県淡路市岩屋924-1 799647061 淡路(洲健)第12-15 平成30年8月3日 令和5年8月31日 平成30年8月3日
000028 9000168742 社会福祉法人 南あわじ市社会福祉協議会 656-0122 南あわじ市広田広田1064 799443007 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 社会福祉法人 南あわじ市社会福祉協議会 理事長 阿部 昌弘 656-0122 兵庫県南あわじ市広田広田1064 799443007 淡路(洲健)第1-88 平成30年8月2日 令和6年8月31日 平成30年8月2日
000028 9000168759 おのころ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社おのころ開発 代表取締役 辻本 英一 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦811-5 799821170 淡路(洲健)第1-89 平成30年8月6日 令和5年8月31日 平成30年8月6日
000028 9000168819 ＊ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社ほくだん 代表取締役 米山 正幸 656-1736 兵庫県淡路市小倉177 799823020 淡路(洲健)第1-90 平成30年8月9日 令和5年8月31日 平成30年8月9日
000028 9000168820 coconowa 656-2212 淡路市佐野2809番地3 飲食店営業(4)その他 一般 北川 玲奈 淡路(洲健)第1-91 平成30年8月9日 令和6年8月31日 平成30年8月9日
000028 9000168821 coconowa 656-2212 淡路市佐野2809番地3 菓子製造業 一般 北川 玲奈 淡路(洲健)第3-23 平成30年8月9日 令和6年8月31日 平成30年8月9日
000028 9000168841 中華とお酒Marman 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 橋本 昌憲 淡路(洲健)第1-93 平成30年8月10日 令和5年8月31日 平成30年8月10日
000028 9000168842 SMILE　テラス 656-1721 淡路市野島蟇浦985-1 799709037 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社パソナスマイル 代表取締役 山本 絹子 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦985番地1 799709037 淡路(洲健)第1-92 平成30年8月10日 令和6年8月31日 平成30年8月10日
000028 9000168921 ラウンジ　ビリーヴ 656-0025 洲本市本町４丁目２－２５ 799240333 飲食店営業(4)その他 一般 山口 ｼﾞｮｾﾌｨﾝ 淡路(洲健)第1-94 平成30年8月17日 令和6年8月31日 平成30年8月17日
000028 9000168922 いっぷく 656-0051 洲本市物部１丁目７－２８ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 竹中 和子 淡路(洲健)第1-95 平成30年8月17日 令和6年8月31日 平成30年8月17日
000028 9000168982 マクドナルド28号南あわじ店 656-0511 南あわじ市賀集八幡394 799503302 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社ヌバ 代表取締役 坂本 真 656-0021 兵庫県洲本市塩屋300-4 799241868 淡路(洲健)第14-17 平成30年8月22日 令和6年8月31日 平成30年8月22日
000028 9000169086 呑べい 656-0025 洲本市本町6丁目3番5号 799242034 飲食店営業(4)その他 一般 菅井 亮治 淡路(洲健)第1-97 平成30年8月29日 令和6年8月31日 平成30年8月29日
000028 9000169097 室津浦漁協 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 室津浦漁業協同組合 代表理事組合長 漣 勝也 656-1606 兵庫県淡路市室津字宮田2534番地先 799840014 淡路(洲健)第1-98 平成30年8月29日 令和5年8月31日 平成30年8月29日
000028 9000169130 KOREAN CUISINE&BAR　ｎａｍｕ 656-0025 洲本市本町4丁目2-9 799256776 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石田 延之 淡路(洲健)第1-99 平成30年8月31日 令和6年8月31日 平成30年8月31日
000028 9000169221 チャルラール 656-0025 洲本市本町6丁目1-7 799536677 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡本 和也 淡路(洲健)第1-100 平成30年9月3日 令和6年11月30日 平成30年9月3日
000028 9000169232 スナック　ジョシィ 656-0025 洲本市本町4丁目3-24 799263077 飲食店営業(4)その他 一般 蔭山 ジョシピン　マビンナイ 淡路(洲健)第1-101 平成30年9月7日 令和6年11月30日 平成30年9月7日
000028 9000169268 アロイ食堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 亘 一博 淡路(洲健)第1-102 平成30年9月11日 令和5年11月30日 平成30年9月11日
000028 9000169305 若仲寿司 656-1711 淡路市富島985 799822025 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 倉本 光 淡路(洲健)第1-103 平成30年9月14日 令和6年11月30日 平成30年9月14日
000028 9000169334 2525ファーム 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 淡路島希望食品有限会社 代表取締役 迫田 瞬 656-0456 兵庫県南あわじ市神代地頭方1225 799204301 淡路(洲健)第1-104 平成30年9月19日 令和5年11月30日 平成30年9月19日
000028 9000169335 真異端流カレー　るつぼや 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 有限会社豊生ケアサービス 代表取締役 原田 高行 656-0025 兵庫県洲本市本町七丁目4番40号 799255316 淡路(洲健)第1-105 平成30年9月19日 令和5年11月30日 平成30年9月19日
000028 9000169366 奥井 日昇堂 656-0478 南あわじ市市福永544-5 799420149 アイスクリーム類製造業 一般 奥井 敬一良 淡路(洲健)第14-18 平成30年9月20日 令和6年11月30日 平成30年9月20日
000028 9000169367 奥井 日昇堂 656-0478 南あわじ市市福永544-5 799420149 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 奥井 敬一良 淡路(洲健)第10-10 平成30年9月20日 令和6年11月30日 平成30年9月20日
000028 9000169369 Rijin Cafe （ﾘｼﾞﾝ ｶﾌｪ） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中原 宏治 淡路(洲健)第1-106 平成30年9月20日 令和5年11月30日 平成30年9月20日
000028 9000169406 南淡そうめん食堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 黒川 香苗 淡路(洲健)第1-108 平成30年9月26日 令和5年11月30日 平成30年9月26日
000028 9000169408 山田屋 656-2331 淡路市仮屋91 飲食店営業(4)その他 一般 山田 修平 淡路(洲健)第1-107 平成30年9月21日 令和6年11月30日 平成30年9月21日
000028 9000169459 いわの水産 656-2543 洲本市由良町由良453 魚介類販売業 一般 岩野 勲 淡路(洲健)第7-35 平成30年9月27日 令和6年11月30日 平成30年9月27日
000028 9000169485 社会福祉法人ぶったぁ福祉会 656-2401 淡路市岩屋488-1 799706145 菓子製造業 一般 社会福祉法人ぶったぁ福祉会 理事長 中谷 勇一 656-2401 兵庫県淡路市岩屋165-4 799723189 淡路(洲健)第3-027 平成30年10月2日 令和6年11月30日 平成30年10月2日
000028 9000169557 自然派　タイレストラン　ｍｕｎｃｈｉｅｓ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 高尾 知明 淡路(洲健)第1-110 平成30年10月5日 令和5年11月30日 平成30年10月5日
000028 9000169584 Ｄ´or (ﾄﾞｰﾙ) 656-0025 洲本市本町3丁目1-22 飲食店営業(4)その他 一般 伊奈 稀良々 淡路(洲健)第1-109 平成30年10月5日 令和6年11月30日 平成30年10月5日
000028 9000169598 鼓や 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 799850167 飲食店営業(4)その他 露店 原田 兼次 淡路(洲健)第1-111 平成30年10月10日 令和5年11月30日 平成30年10月10日
000028 9000169609 鉄板ダイニング 楽空 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 露店 奈木 詩子 淡路(洲健)第1-112 平成30年10月11日 令和5年11月30日 平成30年10月11日
000028 9000169610 若男水産株式会社 656-0501 南あわじ市福良甲135-46 799523561 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 若男水産株式会社 代表取締役 前田 若男 656-0502 兵庫県南あわじ市福良乙245 799523561 淡路(洲健)第10-11 平成30年10月9日 令和6年11月30日 平成30年10月9日
000028 9000169616 やまだ村　たなか農園 656-1553 淡路市山田甲753 799861286 菓子製造業 一般 田中 一至 淡路(洲健)第3-28 平成30年10月12日 令和6年11月30日 平成30年10月12日
000028 9000169672 別館グランドホテル1 656-0023 洲本市小路谷20 799232200 魚肉ねり製品製造業 一般 株式会社ホテルニューアワジ 代表取締役 木下 紘一 656-0023 兵庫県洲本市小路谷20 799232200 淡路(洲健)第9-1 平成30年10月12日 令和7年11月30日 平成30年10月12日
000028 9000169673 洲本arukanka実行委員会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 吉田 司 淡路(洲健)第1-114 平成30年10月17日 令和5年11月30日 平成30年10月17日
000028 9000169674 洲本arukanka実行委員会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 吉田 司 淡路(洲健)第3-30 平成30年10月17日 令和5年11月30日 平成30年10月17日
000028 9000169675 生活の学び場おむすび 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 小田 愛可 淡路(洲健)第1-115 平成30年10月17日 令和5年11月30日 平成30年10月17日
000028 9000169699 揚げものや　六參四 656-2131 淡路市中田440-1 799623003 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社亙 代表取締役 坂本 亙生 656-2131 兵庫県淡路市志筑1871番地15 799624040 淡路(洲健)第1-113 平成30年10月16日 令和6年11月30日 平成30年10月16日
000028 9000169795 トマト・ん 656-0051 洲本市物部1丁目9番16号 799384430 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マッセル 代表取締役 岩﨑 範寛 656-0051 兵庫県洲本市物部一丁目9番16号 799384430 淡路(洲健)第1-117 平成30年10月25日 令和6年11月30日 平成30年10月25日
000028 9000169796 亙 656-2131 淡路市志筑1871-5 799624040 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社亙 代表取締役 坂本 亙生 656-2131 兵庫県淡路市志筑1871-15 799624040 淡路(洲健)第1-116 平成30年10月24日 令和6年11月30日 平成30年10月24日
000028 9000169870 やすらぎホール洲本 656-0055 洲本市大野1676-10 799239500 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社共同物産 代表取締役 小寺 義章 656-2131 兵庫県淡路市志筑3112-14 799621516 淡路(洲健)第1-121 平成30年10月30日 令和6年11月30日 平成30年10月30日
000028 9000169871 やすらぎホール一宮 656-1511 淡路市郡家108 799851555 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社共同物産 代表取締役 小寺 義章 656-2131 兵庫県淡路市志筑3112-14 799621516 淡路(洲健)第1-119 平成30年10月30日 令和6年11月30日 平成30年10月30日
000028 9000169876 やすらぎホール津名 656-2132 淡路市志筑新島8-9 799625500 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社共同物産 代表取締役 小寺 義章 656-2131 兵庫県淡路市志筑3112-14 799621516 淡路(洲健)第1-120 平成30年10月30日 令和6年11月30日 平成30年10月30日
000028 9000169896 呑み処　ぜん。 656-2311 淡路市久留麻1999　2-A 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 前野 恵子 淡路(洲健)第1-122 平成30年10月31日 令和6年11月30日 平成30年10月31日
000028 9000169927 カラオケ喫茶　ももか 656-0025 洲本市本町1丁目7-6 飲食店営業(4)その他 一般 宮本 まさ子 淡路(洲健)第1-118 平成30年10月29日 令和6年11月30日 平成30年10月29日
000028 9000169940 かき小屋 あわじ 656-0331 南あわじ市湊里255-1 799204515 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社三野青果 代表取締役 三野 光弘 656-0332 兵庫県南あわじ市湊1433 799204491 淡路(洲健)第1-123 平成30年11月1日 令和6年11月30日 平成30年11月1日
000028 9000169968 高田酒店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 髙田 佐登美 淡路(洲健)第1-124 平成30年11月6日 令和5年11月30日 平成30年11月6日
000028 9000169970 野島とれとれ市場 656-1721 淡路市野島蟇浦500-1 魚介類販売業 一般 野島 靖千 淡路(洲健)第7-38 平成30年11月2日 令和6年11月30日 平成30年11月2日
000028 9000170012 木村屋旅館 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中元 文美 淡路(洲健)第1-128 平成30年11月9日 令和5年11月30日 平成30年11月9日
000028 9000170015 淡路ごちそう館　御食国 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 799261133 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社淡路島第一産業振興公社 代表取締役 上崎 勝規 656-0021 兵庫県洲本市塩屋1丁目1-8 799261133 淡路(洲健)第1-127 平成30年11月8日 令和5年11月30日 平成30年11月8日
000028 9000170016 三洋クリエイティブサービス株式会社  洲本本部第１・１F東外（ccw受託） 656-0017 洲本市上内膳221-1 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江4丁目25番24号 665359024 淡路(洲健)第12-29 平成30年11月8日 令和5年11月30日 平成30年11月8日
000028 9000170017 SIGNS&CAMP KITCHEN（ｻｲﾝｽﾞｷｬﾝﾌﾟｷｯﾁﾝ） 656-1343 洲本市五色町鳥飼中45-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 奥山 真樹 淡路(洲健)第1-125 平成30年11月7日 令和6年11月30日 平成30年11月7日
000028 9000170018 生ぷく 656-0051 洲本市物部1丁目9-6 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 竹中 巳智 淡路(洲健)第1-126 平成30年11月7日 令和6年11月30日 平成30年11月7日
000028 9000170060 イオンリテール(株)イオン淡路店　1Ｆ 656-2132 淡路市志筑新島10-2 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 淡路(洲健)第12-28 平成30年11月6日 令和5年11月30日 平成30年11月6日
000028 9000170069 PICCOLOTTO（ﾋﾟｯｺﾛｯﾄ） 656-0025 洲本市本町5丁目4-13 乳製品製造業 一般 藤原 紗央里 淡路(洲健)第5-1 平成30年11月12日 令和6年11月30日 平成30年11月12日
000028 9000170091 シティホール洲本 656-0054 洲本市宇原826番5 799224442 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社淡路島互助センター 代表取締役 岸本 均 656-0022 兵庫県洲本市海岸通1丁目2-8 799245511 淡路(洲健)第1-129 平成30年11月14日 令和7年11月30日 平成30年11月14日
000028 9000170124 ロゲイニングス 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社ティー・ツー・クリエイティブ 代表取締役 小林 雄二 105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号ヒューリック神谷ビル 357770330 淡路(洲健)第1-130 平成30年11月15日 令和5年11月30日 平成30年11月15日
000028 9000170229 丸ト食堂 656-2401 淡路市岩屋1414-25 799722079 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 市川 武良 淡路(洲健)第2-151 平成30年11月12日 令和6年11月30日 平成30年11月12日
000028 9000170345 カラオケ・居酒屋　あそび場 656-2131 淡路市志筑3113-1 799625775 飲食店営業(4)その他 一般 竹野 幸子 淡路(洲健)第1-132 平成30年11月27日 令和6年11月30日 平成30年11月27日
000028 9000170361 bookcafe　ANUY 656-2144 淡路市下司1521-21 799600011 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 横山 夕納 淡路(洲健)第1-133 平成30年11月29日 令和6年11月30日 平成30年11月29日
000028 9000170383 ボギゴルフ練習場 656-0122 南あわじ市広田広田1225 799451867 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 菊井 豊重 淡路(洲健)第1-134 平成30年11月29日 令和5年11月30日 平成30年11月29日
000028 9000170418 やさしや 656-0445 南あわじ市八木馬回111 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 厚美 美枝 淡路(洲健)第1-136 平成30年12月3日 令和7年2月28日 平成30年12月3日
000028 9000170441 ふくカラ 656-0431 南あわじ市八木野原214-3 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 福井 斉 淡路(洲健)第1-138 平成30年12月5日 令和7年2月28日 平成30年12月5日
000028 9000170454 トマト・ん 656-0051 洲本市物部1丁目9番16号 799384430 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社マッセル 代表取締役 岩﨑 範寛 656-0051 兵庫県洲本市物部一丁目9番16号 799384430 淡路(洲健)第10-13 平成30年12月3日 令和7年2月28日 平成30年12月3日
000028 9000170455 乃が美はなれ　淡路島店 656-0026 洲本市栄町2丁目3-30 799386755 菓子製造業 一般 株式会社レーベンサクセス 代表取締役 中田 久雄 666-0011 兵庫県川西市出在家町7-18 727431306 淡路(洲健)第3-36 平成30年12月4日 令和7年2月28日 平成30年12月4日
000028 9000170470 有限会社 富永製菓所 656-0501 南あわじ市福良甲1528-14 799520272 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社 富永製菓所 代表取締役 富永 益次 656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲1528-14 799520272 淡路(洲健)第1-139 平成30年12月5日 令和7年2月28日 平成30年12月5日
000028 9000170476 株式会社　ダイボウ 656-1325 洲本市五色町鮎原南谷97-2 799320542 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ダイボウ 代表取締役 大傍 明好 656-1325 兵庫県洲本市五色町鮎原南谷97-2 799320542 淡路(洲健)第1-137 平成30年12月4日 令和7年2月28日 平成30年12月4日
000028 9000170494 お好み焼き・ステーキ　北坂 656-1602 淡路市育波1505-5 799840727 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北坂 裕治 淡路(洲健)第1-140 平成30年12月10日 令和7年2月28日 平成30年12月10日
000028 9000170501 舞婀彌 656-0122 南あわじ市広田広田56-3 799450889 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 砂尾 一志 淡路(洲健)第1-142 平成30年12月10日 令和7年2月28日 平成30年12月10日
000028 9000170513 愛丸水産株式会社 656-0502 南あわじ市福良乙339-5 799523360 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 愛丸水産株式会社 藪 愛幸 656-0502 兵庫県南あわじ市福良乙339-5 799523360 淡路(洲健)第10-14 平成30年12月10日 令和7年2月28日 平成30年12月10日
000028 9000170546 青と白 656-2401 淡路市岩屋神前913番1 799707077 飲食店営業(3)旅館 一般 生駒 正文 淡路(洲健)第1-143 平成30年12月13日 令和7年2月28日 平成30年12月13日
000028 9000170560 山浩水産 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 魚介類販売業 自動車 山本 美穂 淡路(洲健)第7-44 平成30年12月14日 令和6年2月29日 平成30年12月14日
000028 9000170566 フレッシュふじおか 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 露店 藤岡 里江子 淡路(洲健)第1-144 平成30年12月14日 令和6年2月29日 平成30年12月14日
000028 9000170575 ＳＨＩＫＯＮ 656-0501 南あわじ市福良甲1327-6 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中尾 広大 淡路(洲健)第1-145 平成30年12月17日 令和7年2月28日 平成30年12月17日
000028 9000170576 SaVa？　BAKERY（ｻﾊﾞ? ﾍﾞｰｶﾘｰ） 656-1335 洲本市五色町広石下1459-1 799305908 菓子製造業 一般 谷口 誠 淡路(洲健)第3-37 平成30年12月17日 令和7年2月28日 平成30年12月17日
000028 9000170606 snack　Ｍ 656-2131 淡路市志筑3209三嶋ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂA棟102 799736665 飲食店営業(4)その他 一般 中川 美保 淡路(洲健)第1-146 平成30年12月19日 令和7年2月28日 平成30年12月19日
000028 9000170624 Tommy's　Coffee 000-0000 淡路島内一円 喫茶店営業 露店 株式会社タネノチカラ 代表取締役 金子 大輔 656-2401 兵庫県淡路市岩屋924番地1 淡路(洲健)第12-33 平成30年12月20日 令和6年2月29日 平成30年12月20日
000028 9000170670 白馬 656-1524 淡路市竹谷6-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山上 範子 淡路(洲健)第1-149 平成30年12月27日 令和7年2月28日 平成30年12月27日
000028 9000170678 ＧＲＥＥＮＡＲＩＵＭ　ＡＷＡＪＩＳＨＩＭＡ 656-1726 淡路市野島常盤1550-10 799705116 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社淡路の島菜園 代表取締役 大森 一輝 656-1726 兵庫県淡路市野島常盤1550番地11 799706463 淡路(洲健)第1-147 平成30年12月19日 令和8年2月28日 平成30年12月19日
000028 9000170679 ＧＲＥＥＮＡＲＩＵＭ　ＡＷＡＪＩＳＨＩＭＡ 656-1726 淡路市野島常盤1550-10 799705116 アイスクリーム類製造業 一般 株式会社淡路の島菜園 代表取締役 大森 一輝 656-1726 兵庫県淡路市野島常盤1550番地11 799706463 淡路(洲健)第14-19 平成30年12月19日 令和8年2月28日 平成30年12月19日
000028 9000170680 ＧＲＥＥＮＡＲＩＵＭ　ＡＷＡＪＩＳＨＩＭＡ 656-1726 淡路市野島常盤1550-10 799705116 菓子製造業 一般 株式会社淡路の島菜園 代表取締役 大森 一輝 656-1726 兵庫県淡路市野島常盤1550番地11 799706463 淡路(洲健)第3-38 平成30年12月19日 令和8年2月28日 平成30年12月19日
000028 9000170681 ＧＲＥＥＮＡＲＩＵＭ　ＡＷＡＪＩＳＨＩＭＡ 656-1726 淡路市野島常盤1550-10 799705116 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社淡路の島菜園 代表取締役 大森 一輝 656-1726 兵庫県淡路市野島常盤1550番地11 799706463 淡路(洲健)第10-15 平成30年12月19日 令和8年2月28日 平成30年12月19日



000028 9000170682 HELLO　KITTY　SMILE 656-1721 淡路市野島蟇浦985-1 799709037 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社パソナスマイル 代表取締役 山本 絹子 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦985番地1 799709037 淡路(洲健)第1-150 平成30年12月28日 令和7年2月28日 平成30年12月28日
000028 9000170683 ありまま 656-2131 淡路市志筑91-7 飲食店営業(4)その他 一般 城田 佳代 淡路(洲健)第1-148 平成30年12月25日 令和7年2月28日 平成30年12月25日
000028 9000170717 あわやん 656-0025 洲本市本町4丁目2-18 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 淡路 明弘 淡路(洲健)第1-151 平成30年12月28日 令和7年2月28日 平成30年12月28日
000028 9000170859 淡路ふるさと料理研究会 656-2131 淡路市志筑3519-8 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 松岡 和子 淡路(洲健)第1-152 平成31年1月24日 令和7年2月28日 平成31年1月24日
000028 9000170881 ごはん家 nana 656-0025 洲本市本町7丁目4-41廣田ビル1Ｆ 799535033 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 近藤 美香 淡路(洲健)第1-153 平成31年1月24日 令和7年2月28日 平成31年1月24日
000028 9000170983 下阪商店A 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 下阪 広幸 淡路(洲健)第1-154 平成31年1月28日 令和6年2月29日 平成31年1月28日
000028 9000170984 下阪商店B 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 下阪 恭兵 淡路(洲健)第1-155 平成31年1月28日 令和6年2月29日 平成31年1月28日
000028 9000170987 マーケットとくだ 656-1334 洲本市五色町広石中95-2 799350023 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 菅 泰良 淡路(洲健)第1-156 平成31年1月31日 令和7年2月28日 平成31年1月31日
000028 9000170988 マーケットとくだ 656-1334 洲本市五色町広石中95-2 799350023 食肉販売業 一般 菅 泰良 淡路(洲健)第17-35 平成31年1月31日 令和7年2月28日 平成31年1月31日
000028 9000170989 マーケットとくだ 656-1334 洲本市五色町広石中95-2 799350023 魚介類販売業 一般 菅 泰良 淡路(洲健)第7-46 平成31年1月31日 令和7年2月28日 平成31年1月31日
000028 9000171002 有限会社　漁場うお匠 656-0332 南あわじ市湊1129番地先 799380730 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 有限会社　漁場うお匠 代表取締役 横山 徹 656-0332 兵庫県南あわじ市湊1129番地先 799380730 淡路(洲健)第10-16 平成31年1月31日 令和7年2月28日 平成31年1月31日
000028 9000171036 五色OFG（五色オーガニックファーマー） 000-0000 淡路島内一円 799320259 飲食店営業(4)その他 露店 笹田 美次 淡路(洲健)第1-158 平成31年2月5日 令和6年2月29日 平成31年2月5日
000028 9000171067 ローソン洲本下内膳店 656-0016 洲本市下内膳158-1 799225331 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社清水商店 代表取締役 清水 比呂史 656-0046 兵庫県洲本市金屋1180-26 799452415 淡路(洲健)第1-157 平成31年2月1日 令和7年2月28日 平成31年2月1日
000028 9000171071 DA CICARETTA(ﾀﾞ ﾁｶﾚｯﾀ) 656-0026 洲本市栄町2丁目3-35HANAビル1F 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 櫻井 力 淡路(洲健)第1-160 平成31年2月8日 令和7年2月28日 平成31年2月8日
000028 9000171074 PICCOLOTTO（ﾋﾟｯｺﾛｯﾄ） 656-0025 洲本市本町5丁目4-13 菓子製造業 一般 藤原 紗央里 淡路(洲健)第3-40 平成31年2月8日 令和7年2月28日 平成31年2月8日
000028 9000171075 居酒家　楽笑 656-2311 淡路市久留麻1911-6 799704141 飲食店営業(4)その他 一般 桑名 栄次 淡路(洲健)第1-161 平成31年2月8日 令和7年2月28日 平成31年2月8日
000028 9000171076 かじた屋 656-2401 淡路市岩屋1352-3 799722157 菓子製造業 一般 梶田 儀一 淡路(洲健)第3-39 平成31年2月8日 令和7年2月28日 平成31年2月8日
000028 9000171085 会悠夢 656-0025 洲本市本町4丁目2-18 飲食店営業(4)その他 一般 加田 あゆこ 淡路(洲健)第1-162 平成31年2月12日 令和7年2月28日 平成31年2月12日
000028 9000171095 株式会社 神戸未来 南あわじ斎場 656-0322 南あわじ市志知鈩466-1 799360033 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社 神戸未来 代表取締役 池尻 明人 656-0322 兵庫県南あわじ市志知鈩466-1 799360033 淡路(洲健)第1-159 平成31年2月6日 令和7年2月28日 平成31年2月6日
000028 9000171119 ふくカフェ（露店） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 799536170 菓子製造業 露店 樫本 善嗣 淡路(洲健)第3-41 平成31年2月12日 令和6年2月29日 平成31年2月12日
000028 9000171125 売店喫茶 向日葵 656-0455 南あわじ市神代國衙1680-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ケアネットあわじ有限会社 代表取締役 片山 学 656-0478 兵庫県南あわじ市市福永363-1 799435077 淡路(洲健)第1-163 平成31年2月13日 令和7年2月28日 平成31年2月13日
000028 9000171217 ファミリーマート　室津ＰＡ上り店 656-1606 淡路市室津2223 799841119 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　マイ・マート 代表取締役 656-0101 兵庫県洲本市納85番地の1 799260416 淡路(洲健)第1-164 平成31年2月19日 令和7年2月28日 平成31年2月19日
000028 9000171281 前拓水産株式会社 656-0502 南あわじ市福良乙125地先 799523501 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 前拓水産株式会社 代表取締役 前田 竹司 656-0502 兵庫県南あわじ市福良乙1665-6 799523501 淡路(洲健)第10-19 平成31年2月21日 令和7年2月28日 平成31年2月21日
000028 9000171299 キャニー淡路店 656-1301 洲本市五色町都志1151 799331080 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社キャニー 代表取締役 中嶋 正巳 163-1417 東京都新宿区西新宿三丁目20番2号 362762410 淡路(洲健)第1-166 平成31年2月21日 令和7年2月28日 平成31年2月21日
000028 9000171305 pannomushi 656-1531 淡路市江井2592 799860139 菓子製造業 一般 山本 小百合 淡路(洲健)第3-45 平成31年2月21日 令和7年2月28日 平成31年2月21日
000028 9000171365 茶房　やますえ 656-2401 淡路市岩屋1745-19 799649811 飲食店営業(4)その他 一般 山本 みどり 淡路(洲健)第1-165 平成31年2月20日 令和7年2月28日 平成31年2月20日
000028 9000171366 ローソン　淡路生穂店 656-2223 淡路市生穂字近江ヶ原1992-1 799640880 飲食店営業(4)その他 一般 中谷 圭佑 淡路(洲健)第1-167 平成31年2月26日 令和8年2月28日 平成31年2月26日
000028 9000171388 草創自然農園 656-1554 淡路市深草818-4 みそ製造業 一般 田中 達也 淡路(洲健)第20-2 平成31年2月27日 令和7年2月28日 平成31年2月27日
000028 9000171399 長岡 000-0000 淡路島内一円 魚介類販売業 自動車 長岡 ひふみ 淡路(洲健)第7-60 平成31年2月27日 令和6年2月29日 平成31年2月27日
000028 9000171400 タケマル 000-0000 淡路島一円 魚介類販売業 自動車 網城 信子 淡路(洲健)第7-65 平成31年2月27日 令和6年2月29日 平成31年2月27日
000028 9000171401 福谷 000-0000 淡路島内一円 魚介類販売業 自動車 福谷 ユミコ 淡路(洲健)第7-63 平成31年2月27日 令和6年2月29日 平成31年2月27日
000028 9000171402 福竹組 000-0000 淡路島内一円 魚介類販売業 自動車 福岡 典子 淡路(洲健)第7-67 平成31年2月27日 令和6年2月29日 平成31年2月27日
000028 9000171403 中田　ふさ子 000-0000 淡路島内一円 魚介類販売業 自動車 中田 ふさ子 淡路(洲健)第7-64 平成31年2月27日 令和6年2月29日 平成31年2月27日
000028 9000171404 福谷寿美 000-0000 淡路島内一円 魚介類販売業 自動車 福谷 寿美 淡路(洲健)第7-62 平成31年2月27日 令和6年2月29日 平成31年2月27日
000028 9000171405 まゆみ  神戸586く525 000-0000 淡路島内一円 魚介類販売業 自動車 福谷 まゆみ 淡路(洲健)第7-61 平成31年2月27日 令和6年2月29日 平成31年2月27日
000028 9000171406 福谷登代美 000-0000 淡路島内一円 魚介類販売業 自動車 福谷 登代美 淡路(洲健)第7-66 平成31年2月27日 令和6年2月29日 平成31年2月27日
000028 9000171434 招福 656-0042 洲本市池内630 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 木場 加奈子 淡路(洲健)第1-168 平成31年3月4日 令和7年5月31日 平成31年3月4日
000028 9000171436 AMRITAN(ｱﾑﾘﾀﾝ) 656-0053 洲本市上物部1丁目3-8 799244312 菓子製造業 一般 西村 千賀子 淡路(洲健)第3-49 平成31年3月1日 令和7年5月31日 平成31年3月1日
000028 9000171453 うちのゴハン 656-0101 洲本市納321-7 799536636 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石濱 由紀 淡路(洲健)第1-169 平成31年3月5日 令和7年5月31日 平成31年3月5日
000028 9000171472 気ままな洋食屋さん Le chat noir(ﾙｼｬﾉﾜｰﾙ) 656-0051 洲本市物部3丁目11-52ﾏﾙｳﾒ物部ﾋﾞﾙ1FC号 799252930 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 加藤 涼 淡路(洲健)第1-173 平成31年3月6日 令和7年5月31日 平成31年3月6日
000028 9000171473 西友 656-1743 淡路市斗ノ内1407-20 799821782 魚介類販売業 一般 坂井 康則 淡路(洲健)第7-73 平成31年3月6日 令和7年5月31日 平成31年3月6日
000028 9000171492 ココロネ淡路 656-1736 淡路市小倉153 799820012 飲食店営業(4)その他 一般 医療法人社団　淡路平成会 理事長 北河 宏之 656-0442 兵庫県南あわじ市八木養宜中173 799425335 淡路(洲健)第1-171 平成31年3月5日 令和8年5月31日 平成31年3月5日
000028 9000171493 ノラ’Ｓ　Ｃａｆｅ 656-2161 淡路市池ノ内327 菓子製造業 一般 立原 瑞穂 淡路(洲健)第3-50 平成31年3月5日 令和7年5月31日 平成31年3月5日
000028 9000171494 ファミリーマート　室津ＰＡ下り店 656-1606 淡路市室津2154-2 799841129 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　マイ・マート 代表取締役 656-0101 兵庫県洲本市納85番地の1 799260416 淡路(洲健)第1-170 平成31年3月5日 令和7年5月31日 平成31年3月5日
000028 9000171498 別所水産有限会社 656-0502 南あわじ市福良乙1660-8 799520162 そうざい製造業 一般 別所水産有限会社 代表取締役 別所 伸治 656-0502 兵庫県南あわじ市福良乙343 799520162 淡路(洲健)第26-27 平成31年3月5日 令和7年5月31日 平成31年3月5日
000028 9000171499 別所水産有限会社 656-0502 南あわじ市福良乙1660-8 799520162 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 別所水産有限会社 代表取締役 別所 伸治 656-0502 兵庫県南あわじ市福良乙343 799520162 淡路(洲健)第10-20 平成31年3月5日 令和7年5月31日 平成31年3月5日
000028 9000171577 陽ざしや 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 露店 広川 敬訓 淡路(洲健)第1-175 平成31年3月13日 令和6年5月31日 平成31年3月13日
000028 9000171649 お好焼キッチン京子 656-0501 南あわじ市福良甲1300 799523749 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三島 綾子 淡路(洲健)第1-177 平成31年3月18日 令和7年5月31日 平成31年3月18日
000028 9000171654 チャレンジファーム淡路加工所 656-1721 淡路市野島蟇浦843 799802240 ソース類製造業 一般 株式会社パソナ農援隊 代表取締役 田中 康輔 100-0004 東京都千代田区大手町二丁目6番2号 367341260 淡路(洲健)第22-1 平成31年3月18日 令和7年5月31日 平成31年3月18日
000028 9000171700 淡路島リトリート 656-1501 淡路市尾崎3067-10 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Ｇａｙａｔｒｉ 代表取締役 萬 典子 656-1501 兵庫県淡路市尾崎3067-10 淡路(洲健)第1-179 平成31年3月19日 令和7年5月31日 平成31年3月19日
000028 9000171709 企業主導型保育事業やなぎオリーブ保育園 656-0022 洲本市海岸通2丁目4-7 799386881 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社FUTURO 代表取締役 貴島 優香 650-0003 兵庫県神戸市中央区山本通1丁目7-11 782308955 淡路(洲健)第1-178 平成31年3月18日 令和7年5月31日 平成31年3月18日
000028 9000171710 AMRITAN 656-1342 洲本市五色町鳥飼上48-1-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西村 千賀子 淡路(洲健)第1-181 平成31年3月20日 令和7年5月31日 平成31年3月20日
000028 9000171711 ヘルシーカフェ悠遊 656-0051 洲本市物部1丁目16-48 799242891 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 柴野 高志 淡路(洲健)第1-180 平成31年3月19日 令和7年5月31日 平成31年3月19日
000028 9000171712 辨天堂 656-2131 淡路市志筑3254番地 799620059 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 有限会社　辨天堂 代表取締役 桑名 寛和 656-2131 兵庫県淡路市志筑3254番地 799620059 淡路(洲健)第10-21 平成31年3月22日 令和8年5月31日 平成31年3月22日
000028 9000171832 お好み焼き（気まぐれ） 656-0121 南あわじ市山添167-1 799450314 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 爲須 秀子 淡路(洲健)第1-185 平成31年3月27日 令和7年5月31日 平成31年3月27日
000028 9000171845 住吉堂本舗 656-1301 洲本市五色町都志198-1 799330016 菓子製造業 一般 岩本 教嗣 淡路(洲健)第3-52 平成31年3月25日 令和7年5月31日 平成31年3月25日
000028 9000171846 四丁目売店 656-2541 洲本市由良4丁目1-10 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社鈴木海石 代表取締役 鈴木 成穂 656-2543 兵庫県洲本市由良町由良514-10 799270031 淡路(洲健)第1-183 平成31年3月27日 令和7年5月31日 平成31年3月27日
000028 9000171847 Bar HRM stars 656-0025 洲本市本町4丁目2-18JOYプラザビル105号 飲食店営業(4)その他 一般 佐藤 龍也 淡路(洲健)第1-184 平成31年3月27日 令和7年5月31日 平成31年3月27日
000028 9000171852 プティレストラン　エルミタージュ 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦774-4 799340480 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中橋 猛 淡路(洲健)第1-186 平成31年3月28日 令和7年5月31日 平成31年3月28日
000028 9000171853 ローソン洲本下加茂 656-0013 洲本市下加茂1丁目1-12 799239320 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社　清水商店 代表取締役 清水 比呂史 656-0046 兵庫県洲本市金屋1180-26 799452415 淡路(洲健)第1-187 平成31年3月28日 令和8年5月31日 平成31年3月28日
000028 9000171903 鑑定茶房　さくら 656-0026 洲本市栄町2-3-30栄町サンプラザ1F 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ShinJin.Japan 代表取締役 小川 三枝子 104-0061 東京都中央区銀座8-9-11-7F 362285730 淡路(洲健)第1-1 平成31年4月3日 令和7年5月31日 平成31年4月3日
000028 9000171904 BAR　マリブ 656-0022 洲本市海岸通2-4-35 799253020 飲食店営業(4)その他 一般 森本 舞 淡路(洲健)第1-2 平成31年4月3日 令和7年5月31日 平成31年4月3日
000028 9000171911 BAR MOSES（ﾊﾞｰ ﾓｰｾﾞ） 656-0322 南あわじ市志知鈩119-1 飲食店営業(4)その他 一般 松本 健 淡路(洲健)第1-3 平成31年4月3日 令和7年5月31日 平成31年4月3日
000028 9000171921 チャレンジファーム淡路　加工所 656-1721 淡路市野島蟇浦843 799802240 食肉製品製造業 一般 株式会社パソナ農援隊 代表取締役 田中 康輔 100-0004 東京都千代田区大手町2-6-2 367341260 淡路(洲健)第18-1 平成31年4月1日 令和7年5月31日 平成31年4月1日
000028 9000171924 IDELIA LISTA(イデリアリスタ） 656-0456 南あわじ市神代地頭方1518 799201235 飲食店営業(4)その他 一般 喜田 京子 淡路(洲健)第1-4 平成31年4月4日 令和7年5月31日 平成31年4月4日
000028 9000171966 一里庵 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 生田 政美 淡路(洲健)第1-7 平成31年4月10日 令和6年5月31日 平成31年4月10日
000028 9000171967 SUPER　CENTER　PLANT淡路店 656-2132 淡路市志筑新島9-7 799601270 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社　PLANT 代表取締役 三ツ田 佳史 919-0521 福井県坂井市坂井町下新庄15-8-1 776720300 淡路(洲健)第14-1 平成31年4月10日 令和6年5月31日 平成31年4月10日
000028 9000171968 ラーメン一楽 656-2301 淡路市楠本2425-2 飲食店営業(4)その他 一般 (株)ニジゲンノモリ 代表取締役 貞松 宏茂 656-2401 兵庫県淡路市岩屋924-1 799647061 淡路(洲健)第1-5 平成31年4月8日 令和7年5月31日 平成31年4月8日
000028 9000171992 ＲＥＡＬ（リアル） 656-0501 南あわじ市福良甲512ー43　サンハイツ102号室 飲食店営業(4)その他 一般 納 里枝 淡路(洲健)第1-6 平成31年4月9日 令和7年5月31日 平成31年4月9日
000028 9000172084 招福 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 露店 木場 加奈子 淡路(洲健)第1-9 平成31年4月17日 令和6年5月31日 平成31年4月17日
000028 9000172135 星の果実園 656-0021 洲本市塩屋2丁目1-45 799707300 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 播磨 典子 淡路(洲健)第10-1 平成31年4月19日 令和7年5月31日 平成31年4月19日
000028 9000172136 ぴかいち　こみち 656-0025 洲本市本町6丁目3番33号 飲食店営業(4)その他 一般 山崎 行雄 淡路(洲健)第1-11 平成31年4月22日 令和7年5月31日 平成31年4月22日
000028 9000172138 こみち食堂 656-0025 洲本市本町6丁目3-33 799221874 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 野口 純子 淡路(洲健)第1-12 平成31年4月22日 令和7年5月31日 平成31年4月22日
000028 9000172168 中野珈琲豆店 656-0011 洲本市炬口1-1-31 799227000 飲食店営業(4)その他 一般 中野 晴夫 淡路(洲健)第1-8 平成31年4月10日 令和7年5月31日 平成31年4月10日
000028 9000172170 GARB　COSTA　ORANGE（ｶﾞｰﾌﾞｺｽﾀｵﾚﾝｼﾞ） 656-1511 淡路市郡家1033-1 799851000 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社バルニバービオーガスト 代表取締役 田中 亮平 656-1501 兵庫県淡路市尾崎1798番地3 775269090 淡路(洲健)第1-10 平成31年4月18日 令和7年5月31日 平成31年4月18日
000028 9000172171 GARB　COSTA　ORANGE（ｶﾞｰﾌﾞｺｽﾀｵﾚﾝｼﾞ） 656-1511 淡路市郡家1033-1 799851000 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社バルニバービオーガスト 代表取締役 田中 亮平 656-1501 兵庫県淡路市尾崎1798番地3 775269090 淡路(洲健)第14-2 平成31年4月18日 令和6年5月31日 平成31年4月18日
000028 9000172176 鶏陽庵 656-1304 洲本市五色町都志万歳330-1 799331170 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北山 徳美 淡路(洲健)第1-14 平成31年4月23日 令和7年5月31日 平成31年4月23日
000028 9000172177 Awajibrewery 656-2305 淡路市浦1022-2 799740339 酒類製造業 一般 ユーアールエー(株) 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯6 799743257 淡路(洲健)第23-1 平成31年4月19日 令和7年5月31日 平成31年4月19日
000028 9000172178 由良町漁業協同組合　加工場 656-2541 洲本市由良2丁目地先 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 由良町漁業協同組合 代表理事 川野 正二 656-2543 兵庫県洲本市由良1-20-29 799270555 淡路(洲健)第1-13 平成31年4月22日 令和7年5月31日 平成31年4月22日
000028 9000172193 VIORIN 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 露店 大倉 知映 淡路(洲健)第1-15 平成31年4月24日 令和6年5月31日 平成31年4月24日
000028 9000172196 咲く楽 656-1511 淡路市郡家314-3 799707135 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 日浅 和江 淡路(洲健)第1-16 平成31年4月25日 令和7年5月31日 平成31年4月25日
000028 9000172349 アグリミュージアムNADA 656-0551 南あわじ市灘山本313 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社エコリカル 代表取締役 菊川 健一 656-0332 兵庫県南あわじ市湊1334 799330999 淡路(洲健)第1-19 令和1年5月16日 令和7年5月31日 令和1年5月16日
000028 9000172360 お山の商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 上山 達也 淡路(洲健)第3-1 令和1年5月13日 令和6年5月31日 令和1年5月13日
000028 9000172364 セブンイレブン洲本下加茂店 656-0013 洲本市下加茂1丁目626 799247518 飲食店営業(4)その他 一般 加田 辰次 淡路(洲健)第1-18 令和1年5月13日 令和7年5月31日 令和1年5月13日
000028 9000172412 ひだまり 656-2301 淡路市楠本2865-4 飲食店営業(4)その他 露店 西口 裕子 淡路(洲健)第1-17 令和1年5月10日 令和6年5月31日 令和1年5月10日
000028 9000172420 オステリア・デッラ・カパンナ 656-2212 淡路市佐野235 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 池田 敬之 淡路(洲健)第1-20 令和1年5月17日 令和7年5月31日 令和1年5月17日
000028 9000172432 カラオケラウンジ　浜辺の歌 656-0024 洲本市山手1-1-50 799220203 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　ＡＲインターナショナル 代表取締役 木下 紘一 656-0024 兵庫県洲本市山手1-1-50 799220203 淡路(洲健)第1-21 令和1年5月17日 令和7年5月31日 令和1年5月17日
000028 9000172433 アスパ五色パークゴルフ場管理棟 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦2613番地 799341177 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 一般社団法人五色ふるさと振興公社 理事長 浜辺 学 656-1301 兵庫県洲本市五色町都志1087番地 799331600 淡路(洲健)第14-4 令和1年5月17日 令和6年5月31日 令和1年5月17日
000028 9000172538 toneko 656-1322 洲本市五色町鮎原上23-1 799321408 菓子製造業 一般 池澄 純栄 淡路(洲健)第3-7 令和1年5月23日 令和7年5月31日 令和1年5月23日
000028 9000172539 toneko 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 池澄 純栄 淡路(洲健)第12-5 令和1年5月23日 令和6年5月31日 令和1年5月23日
000028 9000172616 のじまスコーラ　テラス 656-1721 淡路市野島蟇浦841-5 799821820 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社パソナふるさとインキュベーション 代表取締役 瀬川 康弘 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦841-5 799821820 淡路(洲健)第1-33 令和1年5月23日 令和7年5月31日 令和1年5月23日
000028 9000172618 ホタルカフェ 656-1605 淡路市生田田尻313 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福島 淳 淡路(洲健)第1-34 令和1年5月24日 令和7年5月31日 令和1年5月24日
000028 9000172620 ダリオ　カフェ 656-2225 淡路市生穂新島1-2 799642228 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 髙井 健一郎 淡路(洲健)第1-35 令和1年5月24日 令和7年5月31日 令和1年5月24日
000028 9000172662 ＬＵＣＵ　ＮＡＫＡＮＯ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中野 容子 淡路(洲健)第1-36 令和1年5月30日 令和6年5月31日 令和1年5月30日
000028 9000172699 L'ISOLETTA  （ﾘｿﾞﾚｯﾀ） 656-0024 洲本市山手1丁目882-6 799255260 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 L'ISOLETTA合同会社 代表社員 井壷 幸徳 656-0024 兵庫県洲本市山手1丁目1－37 799255260 淡路(洲健)第1-38 令和1年6月3日 令和7年8月31日 令和1年6月3日
000028 9000172700 L'ISOLETTA  (ﾘｿﾞﾚｯﾀ) 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 L'ISOLETTA合同会社 代表社員 井壷 幸徳 656-0024 兵庫県洲本市山手1丁目1－37 799255260 淡路(洲健)第1-39 令和1年6月3日 令和6年8月31日 令和1年6月3日
000028 9000172726 西商会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 西 正晃 淡路(洲健)第1-22 令和1年5月20日 令和6年5月31日 令和1年5月20日
000028 9000172727 西商会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 西 美千穂 淡路(洲健)第1-23 令和1年5月20日 令和6年5月31日 令和1年5月20日
000028 9000172728 西商会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 西 美千穂 淡路(洲健)第3-5 令和1年5月20日 令和6年5月31日 令和1年5月20日
000028 9000172729 西商会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 西 恵子 淡路(洲健)第1-25 令和1年5月20日 令和6年5月31日 令和1年5月20日
000028 9000172730 西商会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 常田 和美 淡路(洲健)第1-24 令和1年5月20日 令和6年5月31日 令和1年5月20日
000028 9000172731 西商会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 塚本 敬子 淡路(洲健)第1-26 令和1年5月20日 令和6年5月31日 令和1年5月20日
000028 9000172733 西商会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山本 真広 淡路(洲健)第1-27 令和1年5月20日 令和6年5月31日 令和1年5月20日
000028 9000172734 西商会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 酒井 知孝 淡路(洲健)第3-4 令和1年5月20日 令和6年5月31日 令和1年5月20日
000028 9000172751 ローソン南淡町福良店 656-0501 南あわじ市福良甲1528-4 799520745 飲食店営業(4)その他 一般 友地 義 淡路(洲健)第1-37 令和1年6月3日 令和8年8月31日 令和1年6月3日
000028 9000172791 有限会社肉の丸福　第2工場 656-2543 洲本市由良町由良2379-9 799272229 食肉製品製造業 一般 有限会社　肉の丸福 代表取締役 中山 忠秋 656-2541 兵庫県洲本市由良１－１９－２０ 799271080 淡路(洲健)第18-3 令和1年6月3日 令和7年8月31日 令和1年6月3日
000028 9000172793 遊楽～YOULUCK～ 656-0521 南あわじ市潮美台1-9-8 799523315 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤本 絹代 淡路(洲健)第1-41 令和1年6月7日 令和7年8月31日 令和1年6月7日
000028 9000172794 遊楽～YOULUCK～ 656-0521 南あわじ市潮美台1-9-8 799523315 菓子製造業 一般 藤本 絹代 淡路(洲健)第3-17 令和1年6月7日 令和7年8月31日 令和1年6月7日
000028 9000172799 マルヒラ商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 平井 いち子 淡路(洲健)第1-28 令和1年5月22日 令和6年5月31日 令和1年5月22日
000028 9000172802 カズナリ商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 平井 一成 淡路(洲健)第1-30 令和1年5月22日 令和6年5月31日 令和1年5月22日
000028 9000172803 ミツハシ商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 三橋 徹 淡路(洲健)第1-29 令和1年5月22日 令和6年5月31日 令和1年5月22日
000028 9000172804 川辺商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 川辺 恵二郎 淡路(洲健)第1-31 令和1年5月22日 令和6年5月31日 令和1年5月22日



000028 9000172805 (有)淡路ビーフ新谷カリヨン店 656-2132 淡路市志筑新島10-15 799626263 そうざい製造業 一般 (有)淡路ビーフ新谷 代表取締役 新谷 隆文 656-2142 兵庫県淡路市塩田新島3-4 799624567 淡路(洲健)第26-5 令和1年6月10日 令和7年8月31日 令和1年6月10日
000028 9000172806 的場商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 的場 達也 淡路(洲健)第12-7 令和1年6月7日 令和6年8月31日 令和1年6月7日
000028 9000172807 Cafeｽﾊﾟｲｽ　589 656-2311 淡路市久留麻1225-1 799744169 飲食店営業(4)その他 一般 村上 雅代 淡路(洲健)第1-42 令和1年6月7日 令和7年8月31日 令和1年6月7日
000028 9000172817 朱花 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 榮 典子 淡路(洲健)第1-44 令和1年6月11日 令和6年8月31日 令和1年6月11日
000028 9000172818 朱花(菓) 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 榮 典子 淡路(洲健)第3-18 令和1年6月11日 令和6年8月31日 令和1年6月11日
000028 9000172830 わたがし工房こっとんまうんてん  byヘアーサロンカド 000-0000 島内一円 喫茶店営業 露店 門 正典 淡路(洲健)第12-8 令和1年6月11日 令和6年8月31日 令和1年6月11日
000028 9000172864 志筑クラフトバーガー「あっくん」 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 SEEDS　BLEND合同会社 代表社員 大谷 直之 656-2131 兵庫県淡路市志筑1368番地7 淡路(洲健)第1-45 令和1年6月11日 令和6年8月31日 令和1年6月11日
000028 9000172889 山下商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山下 陽子 淡路(洲健)第1-46 令和1年6月17日 令和6年8月31日 令和1年6月17日
000028 9000172940 牛楽 656-0322 南あわじ市志知鈩120 799380289 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 SDフード合同会社 代表社員 福榮 絵里 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中3丁目7番16号ルフェリ1001号 799380289 淡路(洲健)第1-47 令和1年6月17日 令和7年8月31日 令和1年6月17日
000028 9000172989 道の駅あわじ　松帆アンカレージパーク  自販機コーナー(CCW単受) 656-2401 淡路市岩屋1873-1 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 淡路(洲健)第12-9 令和1年6月18日 令和6年8月31日 令和1年6月18日
000028 9000173010 竹屋食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 渡瀬 宏美 淡路(洲健)第1-53 令和1年6月21日 令和6年8月31日 令和1年6月21日
000028 9000173019 淡路ビーフ　とうげ 656-1511 淡路市郡家116-2 799850047 食肉販売業 一般 有限会社とうげ 代表取締役 原田 純嗣 656-1511 兵庫県淡路市郡家80-6 799850047 淡路(洲健)第17-13 令和1年6月19日 令和7年8月31日 令和1年6月19日
000028 9000173020 淡路ビーフ　とうげ 656-1511 淡路市郡家116-2 799850047 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 有限会社とうげ 代表取締役 原田 純嗣 656-1511 兵庫県淡路市郡家80-6 799850047 淡路(洲健)第10-5 令和1年6月19日 令和7年8月31日 令和1年6月19日
000028 9000173035 ハレノサラ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 小濱 二朗 淡路(洲健)第1-54 令和1年6月24日 令和6年8月31日 令和1年6月24日
000028 9000173077 アイビス 656-0025 洲本市本町4丁目3-10ﾕｷﾋﾞﾙ1F 飲食店営業(4)その他 一般 中村 友紀 淡路(洲健)第1-59 令和1年6月25日 令和7年8月31日 令和1年6月25日
000028 9000173078 Janga　Janga 656-0025 洲本市本町3丁目1-16ﾐｸﾆﾏﾝｼｮﾝ１B 飲食店営業(4)その他 一般 前田 英之 淡路(洲健)第1-65 令和1年6月26日 令和7年8月31日 令和1年6月26日
000028 9000173090 シェリ 656-0122 南あわじ市広田広田865 799452669 飲食店営業(4)その他 一般 赤井 嘉奈 淡路(洲健)第1-60 令和1年6月25日 令和7年8月31日 令和1年6月25日
000028 9000173141 野菜酒憾なみなみ 656-0502 南あわじ市福良乙1620-82 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 酒部 菜三 淡路(洲健)第1-68 令和1年6月28日 令和7年8月31日 令和1年6月28日
000028 9000173147 幸せのパンケーキ淡路島テラス 656-1501 淡路市尾崎42-1 799851111 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社エーステクノロジー 代表取締役 木色 久美子 651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通四丁目2番2号 782723000 淡路(洲健)第1-67 令和1年6月27日 令和7年8月31日 令和1年6月27日
000028 9000173148 幸せのパンケーキ淡路島テラス 656-1501 淡路市尾崎42-1 799851111 菓子製造業 一般 株式会社エーステクノロジー 代表取締役 木色 久美子 651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通四丁目2番2号 782723000 淡路(洲健)第3-19 令和1年6月27日 令和7年8月31日 令和1年6月27日
000028 9000173150 幸せのパンケーキ淡路島カフェ 656-1501 淡路市尾崎43-5 799851111 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社エーステクノロジー 代表取締役 木色 久美子 651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通四丁目2番2号 782723000 淡路(洲健)第1-66 令和1年6月27日 令和7年8月31日 令和1年6月27日
000028 9000173167 桔梗家 656-0332 南あわじ市湊110SCシーパ内 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 内原 直人 淡路(洲健)第1-64 令和1年6月26日 令和7年8月31日 令和1年6月26日
000028 9000173168 あわしま堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中本 恵美 淡路(洲健)第1-70 令和1年7月3日 令和6年8月31日 令和1年7月3日
000028 9000173188 あわじ浜離宮　別荘　鐸海 656-0304 南あわじ市松帆古津路970番地81 799363111 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社あわじ浜離宮 代表取締役 木下 紘一 656-0304 兵庫県南あわじ市松帆古津路970番地81 799363111 淡路(洲健)第1-63 令和1年6月26日 令和7年8月31日 令和1年6月26日
000028 9000173190 山本商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山本 みなみ 淡路(洲健)第1-58 令和1年6月25日 令和6年8月31日 令和1年6月25日
000028 9000173193 ゆい 656-0501 南あわじ市福良甲512-43　103号 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大西 文 淡路(洲健)第1-69 令和1年7月1日 令和7年8月31日 令和1年7月1日
000028 9000173194 山本静子 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山本 静子 淡路(洲健)第1-62 令和1年6月26日 令和6年8月31日 令和1年6月26日
000028 9000173201 海の家　たくみ 656-1521 淡路市多賀　多賀の浜海水浴場 飲食店営業(4)その他 露店 徳永 貴明 淡路(洲健)第1-71 令和1年7月4日 令和6年8月31日 令和1年7月4日
000028 9000173202 Sunset kitchen　Peaceセンタープラザ店 656-1304 洲本市五色町都志82-1五色センタープラザ 菓子製造業 一般 土井 崇史 淡路(洲健)第3-20 令和1年7月5日 令和7年8月31日 令和1年7月5日
000028 9000173219 Stand　Wave 656-2305 淡路市浦681-4 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社立野建装 取締役 立野 康文 661-0951 兵庫県尼崎市田能6-9-17 淡路(洲健)第1-72 令和1年7月4日 令和6年8月31日 令和1年7月4日
000028 9000173220 山口農園 656-2223 淡路市生穂2601 菓子製造業 一般 山口 幸二 淡路(洲健)第3-21 令和1年7月5日 令和7年8月31日 令和1年7月5日
000028 9000173230 ナチュラルセラピーカフェ青空海 656-2305 淡路市浦73番地 飲食店営業(4)その他 一般 川野辺 明子 淡路(洲健)第1-74 令和1年7月5日 令和7年8月31日 令和1年7月5日
000028 9000173231 Ｖ－リトリート 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社グリーンフィールド 代表取締役 角田 敏生 530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-1-3-900大阪駅前第3ﾋﾞﾙ9F 663451789 淡路(洲健)第1-73 令和1年7月4日 令和6年8月31日 令和1年7月4日
000028 9000173239 あわじジビエ販売 656-0484 南あわじ市志知佐礼尾370-1 799424700 食肉販売業 一般 株式会社アスカ 代表取締役 難波 克哲 654-0039 兵庫県神戸市須磨区鷹取町2丁目1番12号 787391122 淡路(洲健)第17-14 令和1年7月2日 令和7年8月31日 令和1年7月2日
000028 9000173294 慶野松原観光開発組合 656-0306 南あわじ市松帆慶野地先 799362820 飲食店営業(4)その他 露店 岡本 務 淡路(洲健)第1-76 令和1年7月10日 令和6年8月31日 令和1年7月10日
000028 9000173296 KUSAKA　HOUSE 656-1554 淡路市深草949-3 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 名手 けい子 淡路(洲健)第14-7 令和1年6月26日 令和6年8月31日 令和1年6月26日
000028 9000173304 WHIRLPOOL（ワールプール） 656-0502 南あわじ市福良乙63 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西澤 昌美 淡路(洲健)第1-77 令和1年7月12日 令和7年8月31日 令和1年7月12日
000028 9000173329 島らーめん太陽亭 656-2131 淡路市志筑91-3 799600025 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社サンデサン 代表取締役 増田 誠子 656-2132 兵庫県淡路市志筑新島3111-32 799600025 淡路(洲健)第1-75 令和1年7月9日 令和7年8月31日 令和1年7月9日
000028 9000173330 島らーめん太陽亭 656-2131 淡路市志筑91-3 799600025 そうざい製造業 一般 株式会社サンデサン 代表取締役 増田 誠子 656-2132 兵庫県淡路市志筑新島3111-32 799600025 淡路(洲健)第26-6 令和1年7月9日 令和7年8月31日 令和1年7月9日
000028 9000173331 クッキングサロン打越 656-2141 淡路市塩尾223 799622425 菓子製造業 一般 打越 奉代 淡路(洲健)第3-22 令和1年7月9日 令和7年8月31日 令和1年7月9日
000028 9000173340 岩屋海水浴場　海の家SUN 656-2401 淡路市岩屋884-7 飲食店営業(4)その他 一般 長野 晶朗 淡路(洲健)第1-79 令和1年7月16日 令和7年8月31日 令和1年7月16日
000028 9000173365 のんき 656-0306 南あわじ市松帆慶野401-1 799362870 そうざい製造業 一般 丹羽 孝治 淡路(洲健)第26-07 令和1年7月18日 令和7年8月31日 令和1年7月18日
000028 9000173397 グリナリウム　蔵 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社淡路の島菜園 代表取締役 大森 一輝 656-1726 兵庫県淡路市野島常盤1550番地11 淡路(洲健)第1-82 令和1年7月18日 令和6年8月31日 令和1年7月18日
000028 9000173398 まほろばの家 656-1541 淡路市柳沢甲546 799707273 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 辻川 美佐子 淡路(洲健)第1-83 令和1年7月22日 令和7年8月31日 令和1年7月22日
000028 9000173399 ルッソリゾート 656-1606 淡路市室津字小川2289-2 799706632 飲食店営業(4)その他 一般 谷池 一真 淡路(洲健)第1-80 令和1年7月16日 令和7年8月31日 令和1年7月16日
000028 9000173519 圓 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 露店 片平 紘嗣 淡路(洲健)第1-84 令和1年7月31日 令和6年8月31日 令和1年7月31日
000028 9000173528 日吉丸水産 656-0961 南あわじ市沼島877－1 799570009 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 山岡 弥生 淡路(洲健)第14-11 令和1年7月30日 令和6年8月31日 令和1年7月30日
000028 9000173529 キッチンユーカリが丘 656-0443 南あわじ市八木養宜上1408 799432626 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 南淡路農業公園株式会社 代表取締役 馬部 総一郎 656-0443 兵庫県南あわじ市八木養宜上1401 799432626 淡路(洲健)第14-10 令和1年7月30日 令和6年8月31日 令和1年7月30日
000028 9000173550 ふれあい 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 露店 中尾 和幸 淡路(洲健)第1-86 令和1年8月2日 令和6年8月31日 令和1年8月2日
000028 9000173551 ふれあい 000-0000 淡路島内一円 菓子製造業 露店 中尾 和幸 淡路(洲健)第3-25 令和1年8月2日 令和6年8月31日 令和1年8月2日
000028 9000173557 和食　天 656-0121 南あわじ市山添167-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西山 浩二 淡路(洲健)第1-85 令和1年7月31日 令和7年8月31日 令和1年7月31日
000028 9000173586 セブンイレブン洲本下加茂店 656-0013 洲本市下加茂1丁目626 799247518 菓子製造業 一般 加田 辰次 淡路(洲健)第3-26 令和1年8月5日 令和7年8月31日 令和1年8月5日
000028 9000173627 ９９９－スリーナイン－ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 石神 智子 淡路(洲健)第1-88 令和1年8月8日 令和6年8月31日 令和1年8月8日
000028 9000173632 安田豆腐店 656-0531 南あわじ市北阿万伊賀野1465-2 799551434 豆腐製造業 一般 安田 礼子 淡路(洲健)第24-1 令和1年8月7日 令和7年8月31日 令和1年8月7日
000028 9000173641 (株)マッセル 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社マッセル 代表取締役 岩﨑 範寛 656-0051 兵庫県洲本市物部一丁目9番16号 799384430 淡路(洲健)第1-89 令和1年8月8日 令和6年8月31日 令和1年8月8日
000028 9000173642 白truck　菓子製造所 656-1325 洲本市五色町鮎原南谷434 菓子製造業 一般 西岡 友香 淡路(洲健)第3-27 令和1年8月9日 令和7年8月31日 令和1年8月9日
000028 9000173731 セレモニーホールなごみ　南あわじ店 656-0425 南あわじ市榎列小榎列422-1 799435088 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　斎藤 代表取締役 齋藤 義之 656-0306 兵庫県南あわじ市松帆慶野416 799362813 淡路(洲健)第1-91 令和1年8月20日 令和7年8月31日 令和1年8月20日
000028 9000173732 HANAMOMO 656-0025 洲本市本町4丁目2-23山しなビル101 799536277 飲食店営業(4)その他 一般 清水 孝 淡路(洲健)第1-90 令和1年8月19日 令和7年8月31日 令和1年8月19日
000028 9000173780 中村食料品店 656-0332 南あわじ市湊1093 799363227 飲食店営業(4)その他 一般 中村 加代子 淡路(洲健)第1-94 令和1年8月23日 令和6年8月31日 令和1年8月23日
000028 9000173791 菜友館 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 合同会社　菜友館 代表社員 松村 博行 925-0576 石川県羽咋郡志賀町鹿頭寅の81 淡路(洲健)第1-92 令和1年8月21日 令和6年8月31日 令和1年8月21日
000028 9000173811 森漁業協同組合 656-2311 淡路市久留麻2205-5地先 799742105 魚介類販売業 一般 森漁業協同組合 代表理事組合長 森 義政 656-2311 兵庫県淡路市久留麻2205-5 799742105 淡路(洲健)第7-15 令和1年8月21日 令和7年8月31日 令和1年8月21日
000028 9000173812 森漁業協同組合 656-2311 淡路市久留麻2205-5地先 799742105 飲食店営業(4)その他 露店 森漁業協同組合 代表理事組合長 森 義政 656-2311 兵庫県淡路市久留麻2205-5 799742105 淡路(洲健)第1-95 令和1年8月27日 令和6年8月31日 令和1年8月27日
000028 9000173815 カフェ　ヨッテマンズ　ラボ 656-2311 淡路市久留麻2231-3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 相田 義輝 淡路(洲健)第1-96 令和1年8月27日 令和7年8月31日 令和1年8月27日
000028 9000173845 愛歌夢 656-0521 南あわじ市潮美台1丁目23-5 飲食店営業(4)その他 一般 島田 文子 淡路(洲健)第1-93 令和1年8月21日 令和7年8月31日 令和1年8月21日
000028 9000173881 ちょっちょ商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 伊丹 真也 淡路(洲健)第1-97 令和1年9月3日 令和6年11月30日 令和1年9月3日
000028 9000173890 わらびカフェ 656-0001 洲本市中川原町厚浜1110-1 799281480 そうざい製造業 一般 株式会社　協生学園 代表取締役 柿原 孝司 656-0001 兵庫県洲本市中川原町厚浜714-9 799280246 淡路(洲健)第26-9 令和1年9月2日 令和7年11月30日 令和1年9月2日
000028 9000173891 どんぐりさん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 塩道 波美恵 淡路(洲健)第12-18 令和1年9月2日 令和6年11月30日 令和1年9月2日
000028 9000173918 オルガノ食堂 656-2131 淡路市志筑111番地7 799647706 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社オルガノ 代表取締役 岡本 照美 656-2131 兵庫県淡路市志筑111番地7 799647706 淡路(洲健)第1-98 令和1年9月4日 令和7年11月30日 令和1年9月4日
000028 9000173921 森のオト 656-2143 淡路市里573-201 799701885 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＫＯＺＯＲＡＳＯＵ 代表取締役 藤江 麻有子 656-2143 兵庫県淡路市里573-201 799701885 淡路(洲健)第1-99 令和1年9月5日 令和7年11月30日 令和1年9月5日
000028 9000173923 焼肉・海鮮　幸 656-1301 洲本市五色町都志165-1 799330429 そうざい製造業 一般 原口 幸久 淡路(洲健)第26-10 令和1年9月5日 令和7年11月30日 令和1年9月5日
000028 9000173930 ふくら手延べ製麺所 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社八勝長谷製麺 代表取締役 里村 修治 656-0502 兵庫県南あわじ市福良乙1093－7 799521900 淡路(洲健)第1-102 令和1年9月6日 令和6年11月30日 令和1年9月6日
000028 9000173943 kozora　cafe　house 656-0424 南あわじ市榎列西川113-1 799206482 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＫＯＺＯＲＡＳＯＵ 代表取締役 藤江 麻有子 656-2143 兵庫県淡路市里573-201 799701885 淡路(洲健)第1-103 令和1年9月9日 令和7年11月30日 令和1年9月9日
000028 9000174004 ラーメンどさん子 656-0021 洲本市塩屋１丁目1-8号 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　きとらフードサービス 代表取締役 橋本 満仁 656-0101 兵庫県洲本市納85-1 799262867 淡路(洲健)第1-104 令和1年9月10日 令和7年11月30日 令和1年9月10日
000028 9000174011 Camp　Food　Bothy 656-2131 淡路市志筑1368番地7 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 SEEDS　BLEND合同会社 代表社員 大谷 直之 656-2131 兵庫県淡路市志筑1368番地7 淡路(洲健)第1-105 令和1年9月12日 令和7年11月30日 令和1年9月12日
000028 9000174046 やきとり大吉洲本店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 武田 賢二 淡路(洲健)第1-106 令和1年9月18日 令和6年11月30日 令和1年9月18日
000028 9000174060 Jyo's　Curry 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 大條 拓弥 淡路(洲健)第1-110 令和1年9月18日 令和6年11月30日 令和1年9月18日
000028 9000174062 BAILEY'S(ﾍﾞｲﾘｰｽﾞ) 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦1506-2 飲食店営業(4)その他 一般 岡林 あかね 淡路(洲健)第1-108 令和1年9月18日 令和7年11月30日 令和1年9月18日
000028 9000174127 やまびこ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 伊都 将司 淡路(洲健)第1-112 令和1年9月25日 令和6年11月30日 令和1年9月25日
000028 9000174128 やまびこ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 伊都 将司 淡路(洲健)第3-39 令和1年9月25日 令和6年11月30日 令和1年9月25日
000028 9000174132 鮨光 656-2401 淡路市岩屋1-32 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩城 光 淡路(洲健)第1-111 令和1年9月20日 令和7年11月30日 令和1年9月20日
000028 9000174144 白頭山 656-0332 南あわじ市湊1000-1 799363175 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 高本 義勝 淡路(洲健)第1-113 令和1年9月25日 令和7年11月30日 令和1年9月25日
000028 9000174163 まりも 656-0502 南あわじ市福良乙711 799522055 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 片井 康弘 淡路(洲健)第1-114 令和1年9月25日 令和7年11月30日 令和1年9月25日
000028 9000174164 ＡＮＤ　ＨＡＷＡＩＩ　（アンド　ハワイ） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 喫茶店営業 露店 岩本 幸代 淡路(洲健)第12-21 令和1年9月26日 令和6年11月30日 令和1年9月26日
000028 9000174175 Le.Blanche 656-0322 南あわじ市志知鈩108-3 799386585 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社レイズ 代表取締役 高原 佐緒里 543-0018 大阪府大阪市天王寺区空清町6番8号VITA空清701号 674932664 淡路(洲健)第1-116 令和1年9月26日 令和7年11月30日 令和1年9月26日
000028 9000174186 特別養護老人ホーム　太陽の家 656-0443 南あわじ市八木養宜上1018 799433100 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 332873613 淡路(洲健)第1-115 令和1年9月25日 令和8年11月30日 令和1年9月25日
000028 9000174202 Ross on wye 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 松尾 由香 淡路(洲健)第1-123 令和1年9月30日 令和6年11月30日 令和1年9月30日
000028 9000174227 梅木屋 656-1301 洲本市五色町都志226 飲食店営業(3)旅館 一般 北川 太一郎 淡路(洲健)第1-117 令和1年9月26日 令和7年11月30日 令和1年9月26日
000028 9000174228 中華バル　GEN 656-0021 洲本市塩屋1-2-15 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 沖野 陽一 淡路(洲健)第1-118 令和1年9月26日 令和7年11月30日 令和1年9月26日
000028 9000174230 HAMBURG&STEAK WORKS AWAJISHIMA 656-0021 洲本市塩屋1-1-17 799263660 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 吉良 光則 淡路(洲健)第1-120 令和1年9月27日 令和7年11月30日 令和1年9月27日
000028 9000174238 イオンリテール株式会社イオンスタイル洲本 656-0021 洲本市塩屋1丁目1番8号 799232150 飲食店営業(4)その他 自動販売機 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目5番地1 432126500 淡路(洲健)第1-122 令和1年9月30日 令和6年11月30日 令和1年9月30日
000028 9000174253 まるさん 656-2141 淡路市塩尾695 799622234 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中川 博士 淡路(洲健)第1-124 令和1年10月2日 令和7年11月30日 令和1年10月2日
000028 9000174330 我流遊食　笑に志。 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中野 昌佳 淡路(洲健)第1-128 令和1年10月10日 令和6年11月30日 令和1年10月10日
000028 9000174331 我流遊食　笑に志。 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 中野 昌佳 淡路(洲健)第3-40 令和1年10月10日 令和6年11月30日 令和1年10月10日
000028 9000174352 中国料理　味仙 656-2131 淡路市志筑1624-4 799622278 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 池上 明憲 淡路(洲健)第1-129 令和1年10月11日 令和7年11月30日 令和1年10月11日
000028 9000174356 スナック香蓮（カレン） 656-0025 洲本市本町4丁目3-10 飲食店営業(4)その他 一般 KOMATSU IMELDA 淡路(洲健)第1-126 令和1年10月4日 令和7年11月30日 令和1年10月4日
000028 9000174360 桑島食料品店 656-0026 洲本市栄町3丁目 3-29 799220257 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 淡路(洲健)第1-125 令和1年10月3日 令和7年11月30日 令和1年10月3日
000028 9000174378 Ｎｏｏｋ（ヌーク） 656-0551 南あわじ市灘土生297番地 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｎｏｏｋ 代表取締役 大西 奈央 656-0551 兵庫県南あわじ市灘土生297番地 淡路(洲健)第1-127 令和1年10月10日 令和7年11月30日 令和1年10月10日
000028 9000174419 長手長栄堂 656-0025 洲本市本町1-4-14 アイスクリーム類製造業 一般 株式会社　長手長栄堂 代表取締役 長手 康祐 656-0025 兵庫県洲本市本町1-4-8 799221050 淡路(洲健)第14-15 令和1年10月10日 令和7年11月30日 令和1年10月10日
000028 9000174420 B-Rサーティワンアイスクリーム  イオンスタイル洲本店 656-0021 洲本市塩屋1-1-8イオンスタイル洲本店 799221031 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ニッケ・マーキュリー 代表取締役 浅井 武史 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町3丁目5-6ﾅｶﾋﾛﾋﾞﾙ6F 662650205 淡路(洲健)第1-131 令和1年10月17日 令和7年11月30日 令和1年10月17日
000028 9000174421 居酒屋　うたげ 656-0025 洲本市本町3丁目2-10 799222036 飲食店営業(4)その他 一般 川野 良識 淡路(洲健)第1-132 令和1年10月18日 令和7年11月30日 令和1年10月18日
000028 9000174423 ら福 656-0501 南あわじ市福良甲1529-3 飲食店営業(4)その他 一般 金山 守良 淡路(洲健)第1-130 令和1年10月16日 令和7年11月30日 令和1年10月16日
000028 9000174428 志知ジビエ 656-0484 南あわじ市志知佐礼尾370-1吉備国際大学南あわじ志知キャンパス 799424700 食肉処理業 一般 学校法人　順正学園 理事長 加計 美也子 700-0022 岡山県岡山市北区岩田町2番5号 862313517 淡路(洲健)第16-2 令和1年10月17日 令和7年11月30日 令和1年10月17日
000028 9000174445 ２ＮＤ　ＢＡＳＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中山 奈美 淡路(洲健)第1-133 令和1年10月21日 令和6年11月30日 令和1年10月21日
000028 9000174475 肉の丸福 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 有限会社　肉の丸福 代表取締役 中山 忠秋 656-2541 兵庫県洲本市由良1-19-20 799271080 淡路(洲健)第1-134 令和1年10月23日 令和6年11月30日 令和1年10月23日
000028 9000174510 あずき堂 656-0502 南あわじ市福良乙555－1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 澤田 満洲子 淡路(洲健)第1-135 令和1年10月24日 令和7年11月30日 令和1年10月24日
000028 9000174511 丸山魚彩カフェ 656-0661 南あわじ市阿那賀1506－1　丸山漁業活性化センター内 799391200 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佐古 生代 淡路(洲健)第1-136 令和1年10月24日 令和7年11月30日 令和1年10月24日
000028 9000174512 三原　うっどぺっかあ 656-0428 南あわじ市榎列掃守376－1 799433330 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 片岡 純子 淡路(洲健)第1-137 令和1年10月24日 令和7年11月30日 令和1年10月24日
000028 9000174556 亙 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 799623003 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社亙 代表取締役 坂本 亙生 656-2131 兵庫県淡路市志筑1871番地15 799624040 淡路(洲健)第1-142 令和1年10月25日 令和6年11月30日 令和1年10月25日
000028 9000174557 長澤自然薯食堂 656-2221 淡路市長澤620-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 坂本 茂樹 淡路(洲健)第1-141 令和1年10月25日 令和7年11月30日 令和1年10月25日
000028 9000174565 マルナカ東浦店 656-2311 淡路市久留麻27-2 799752235 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第1-139 令和1年10月24日 令和7年11月30日 令和1年10月24日
000028 9000174566 マルナカ東浦店 656-2311 淡路市久留麻27-2 799752235 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第1-140 令和1年10月24日 令和7年11月30日 令和1年10月24日
000028 9000174567 マルナカ東浦店 656-2311 淡路市久留麻27-2 799752235 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第3-43 令和1年10月24日 令和8年11月30日 令和1年10月24日



000028 9000174569 マルナカ東浦店 656-2311 淡路市久留麻27-2 799752235 菓子製造業 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第3-42 令和1年10月24日 令和8年11月30日 令和1年10月24日
000028 9000174570 マルナカ東浦店 656-2311 淡路市久留麻27-2 799752235 飲食店営業(4)その他 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第1-138 令和1年10月24日 令和8年11月30日 令和1年10月24日
000028 9000174571 マルナカ東浦店 656-2311 淡路市久留麻27-2 799752235 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区1丁目3番52号 825358500 淡路(洲健)第14-16 令和1年10月24日 令和7年11月30日 令和1年10月24日
000028 9000174602 cafe　maaru 656-0022 洲本市海岸通1-7-19 799205624 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 三宅 英樹 淡路(洲健)第14-17 令和1年10月31日 令和6年11月30日 令和1年10月31日
000028 9000174661 パティスリープリュス 656-0472 南あわじ市市善光寺99-27 799205121 飲食店営業(4)その他 一般 田浦 直 淡路(洲健)第1-147 令和1年11月5日 令和7年11月30日 令和1年11月5日
000028 9000174662 パティスリープリュス 656-0472 南あわじ市市善光寺99-27 799205121 菓子製造業 一般 田浦 直 淡路(洲健)第3-44 令和1年11月5日 令和7年11月30日 令和1年11月5日
000028 9000174664 ロシアンキッチン　イリーナ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 太田 直也 淡路(洲健)第1-148 令和1年11月7日 令和6年11月30日 令和1年11月7日
000028 9000174678 193 656-0025 洲本市本町4-5-3洲本商工会議所1F大ホールB 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社マークファイン 代表取締役 久井 康平 656-0455 兵庫県南あわじ市神代國衙1571-1 淡路(洲健)第1-145 令和1年11月5日 令和8年11月30日 令和1年11月5日
000028 9000174708 魚竹鮮魚店 656-1602 淡路市育波584-1 魚介類販売業 一般 清水 邦昭 淡路(洲健)第7-24 令和1年11月5日 令和7年11月30日 令和1年11月5日
000028 9000174709 焼肉　牛島 656-1602 淡路市育波582-5 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 清水 智也 淡路(洲健)第1-146 令和1年11月5日 令和7年11月30日 令和1年11月5日
000028 9000174725 Share　Horse　Cafe&馬場BAR 656-1331 洲本市五色町都志大日398 飲食店営業(4)その他 一般 山下 勉 淡路(洲健)第1-149 令和1年11月11日 令和7年11月30日 令和1年11月11日
000028 9000174738 クミーズキッチン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 三谷 久美子 淡路(洲健)第1-150 令和1年11月11日 令和6年11月30日 令和1年11月11日
000028 9000174739 クミーズキッチン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 三谷 久美子 淡路(洲健)第3-45 令和1年11月11日 令和6年11月30日 令和1年11月11日
000028 9000174761 あわから 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 PC淡路株式会社 代表取締役 太田 達雄 656-2305 兵庫県淡路市浦657東浦物産館2F 799701644 淡路(洲健)第1-154 令和1年11月14日 令和6年11月30日 令和1年11月14日
000028 9000174767 BUCHI 656-2401 淡路市岩屋1871番地MOONJELLY　AWAJI　RESORT1F 799720034 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社セレクトビューティー 代表取締役 楢崎 浩也 104-0061 東京都中央区銀座二丁目12番3号 362263393 淡路(洲健)第1-151 令和1年11月12日 令和7年11月30日 令和1年11月12日
000028 9000174772 fuku 656-0462 南あわじ市市青木110-13アワジ花ホテル本館1F 799420029 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＨＡＮＡ 代表取締役 服部 洋志 656-0462 兵庫県南あわじ市市青木114-5 799420029 淡路(洲健)第1-153 令和1年11月13日 令和7年11月30日 令和1年11月13日
000028 9000174780 カフェ613 656-2224 淡路市大谷444-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 堀川 美智留 淡路(洲健)第1-155 令和1年11月15日 令和7年11月30日 令和1年11月15日
000028 9000174781 ます美 656-2305 淡路市浦1016 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 柏田 眞澄美 淡路(洲健)第1-156 令和1年11月15日 令和7年11月30日 令和1年11月15日
000028 9000174815 アワジ花ホテル 656-0462 南あわじ市市青木110-13、114-1、114－5 799420029 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社　HANA 代表取締役 服部 洋志 656-0462 兵庫県南あわじ市市青木114－5 799420029 淡路(洲健)第1-152 令和1年11月13日 令和7年11月30日 令和1年11月13日
000028 9000174819 ワードショップ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 和田 良聖 淡路(洲健)第1-159 令和1年11月18日 令和6年11月30日 令和1年11月18日
000028 9000174820 ワードショップ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 和田 良聖 淡路(洲健)第3-49 令和1年11月18日 令和6年11月30日 令和1年11月18日
000028 9000174825 鍋奉行　たへえ 656-0025 洲本市本町5丁目3-24 799201332 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 髙田 祥平 淡路(洲健)第1-160 令和1年11月20日 令和7年11月30日 令和1年11月20日
000028 9000174850 ギャラリー遊・遊 656-0502 南あわじ市福良乙941 飲食店営業(4)その他 一般 阿萬野 徳子 淡路(洲健)第1-158 令和1年11月18日 令和7年11月30日 令和1年11月18日
000028 9000174853 tapiking　イオン洲本店 656-0021 洲本市塩屋1-1-8イオン洲本1階フードコート 799384333 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社池島 代表取締役 池島 広志 617-0003 京都府向日市森本町佃15番地7号 7026709155 淡路(洲健)第1-157 令和1年11月18日 令和7年11月30日 令和1年11月18日
000028 9000174854 清水商事 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 清水 博之 淡路(洲健)第1-161 令和1年11月21日 令和6年11月30日 令和1年11月21日
000028 9000174856 ホテルアナガ　阿那賀 656-0661 南あわじ市阿那賀1109 799391111 魚介類販売業 一般 塩屋土地株式会社 代表取締役 井植 貞雄 655-0873 兵庫県神戸市垂水区青山台一丁目22番１号 787511121 淡路(洲健)第7-27 令和1年11月18日 令和7年11月30日 令和1年11月18日
000028 9000174890 下田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 下田 正徳 淡路(洲健)第1-162 令和1年11月22日 令和6年11月30日 令和1年11月22日
000028 9000174891 下田商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 下田 正徳 淡路(洲健)第3-50 令和1年11月22日 令和6年11月30日 令和1年11月22日
000028 9000174892 若林商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 若林 リカ 淡路(洲健)第3-51 令和1年11月22日 令和6年11月30日 令和1年11月22日
000028 9000174929 喫茶　姫 656-1332 洲本市五色町広石北636 飲食店営業(4)その他 一般 志水 ありさ 淡路(洲健)第1-169 令和1年11月26日 令和7年11月30日 令和1年11月26日
000028 9000174930 Jyo's　Curry 656-0025 洲本市本町6丁目4-36 飲食店営業(4)その他 一般 大條 拓弥 淡路(洲健)第1-168 令和1年11月26日 令和7年11月30日 令和1年11月26日
000028 9000174945 恵留夢 656-2311 淡路市久留麻3024 799744084 飲食店営業(4)その他 一般 日野 多美子 淡路(洲健)第1-165 令和1年11月26日 令和7年11月30日 令和1年11月26日
000028 9000174961 和菓子処　だるま堂 656-1711 淡路市富島1970 799820118 菓子製造業 一般 高田 賢哉 淡路(洲健)第3-55 令和1年11月25日 令和7年11月30日 令和1年11月25日
000028 9000174992 カラオケ処 京 656-2311 淡路市久留麻12-1 799753175 飲食店営業(4)その他 一般 竹谷 京子 淡路(洲健)第1-170 令和1年11月28日 令和7年11月30日 令和1年11月28日
000028 9000175048 お好み焼　さかみち 656-0307 南あわじ市松帆檪田261 799221943 飲食店営業(4)その他 一般 下淵 彩希 淡路(洲健)第1-163 令和1年11月25日 令和7年11月30日 令和1年11月25日
000028 9000175049 鮨居酒屋　ながお 656-0513 南あわじ市賀集野田30－1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 長尾 謙太郎 淡路(洲健)第1-164 令和1年11月25日 令和7年11月30日 令和1年11月25日
000028 9000175092 天羽商店 656-0501 南あわじ市福良甲1528番4地先 799520780 飲食店営業(4)その他 一般 天羽 徹 淡路(洲健)第1-171 令和1年12月2日 令和8年2月28日 令和1年12月2日
000028 9000175101 フレッシュきたの 656-0484 南あわじ市志知佐礼尾字馬場256－1、255－3 飲食店営業(4)その他 一般 北野 信司 淡路(洲健)第1-174 令和1年12月5日 令和8年2月28日 令和1年12月5日
000028 9000175102 フレッシュきたの 656-0484 南あわじ市志知佐礼尾字馬場256－1、255－3 魚介類販売業 一般 北野 信司 淡路(洲健)第7-33 令和1年12月5日 令和8年2月28日 令和1年12月5日
000028 9000175103 満天 656-0025 洲本市本町4-2-14 飲食店営業(4)その他 一般 竹中 巳智 淡路(洲健)第1-173 令和1年12月4日 令和8年2月28日 令和1年12月4日
000028 9000175104 ログカフェ 656-1741 淡路市浅野南27-2 799704164 菓子製造業 一般 鹿山 泰子 淡路(洲健)第3-58 令和1年12月5日 令和8年2月28日 令和1年12月5日
000028 9000175153 Chillfood　Hutte 656-1336 洲本市五色町上堺2003-1 799202002 飲食店営業(4)その他 一般 植竹 素雅子 淡路(洲健)第1-175 令和1年12月12日 令和8年2月28日 令和1年12月12日
000028 9000175157 お山の商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 上山 達也 淡路(洲健)第1-176 令和1年12月13日 令和7年2月28日 令和1年12月13日
000028 9000175173 山勝 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 山本 幸男 淡路(洲健)第1-178 令和1年12月16日 令和7年2月28日 令和1年12月16日
000028 9000175185 Giroｄ’Awaji（ジロデアワジ） 656-0501 南あわじ市福良甲1529－3 799502411 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社FPJ淡路 代表取締役 原 拓生 656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲1529－3 799502411 淡路(洲健)第1-177 令和1年12月16日 令和8年2月28日 令和1年12月16日
000028 9000175335 竹屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 竹中 祐司 淡路(洲健)第3-59 令和1年12月19日 令和7年2月28日 令和1年12月19日
000028 9000175425 39　PAHUNA 656-2401 淡路市岩屋1079-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ネパリフードデザイン合同会社 業務執行社員 タパ・ マヌジュ 656-2401 兵庫県淡路市岩屋925-5メゾン岩屋302 淡路(洲健)第1-179 令和1年12月16日 令和8年2月28日 令和1年12月16日
000028 9000175437 ＧＲＥＥＮＡＲＩＵＭ　ＡＷＡＪＩＳＨＩＭＡ  イチゴピクニック 656-1726 淡路市野島常盤1550-1 799704179 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社淡路の島菜園 代表取締役 大森 一輝 656-1726 兵庫県淡路市野島常盤1550番地11 799706463 淡路(洲健)第1-181 令和1年12月16日 令和8年2月28日 令和1年12月16日
000028 9000175438 海のホテル島花レジデンスヴィラ 656-0023 洲本市小路谷1280-6 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社島花 代表取締役 木下 学 656-0023 兵庫県洲本市小路谷1277-5 799243800 淡路(洲健)第1-180 令和1年12月16日 令和8年2月28日 令和1年12月16日
000028 9000175441 casual　dining　縁 656-0055 洲本市大野691-1 飲食店営業(4)その他 一般 尾田 絵梨奈 淡路(洲健)第1-183 令和1年12月20日 令和8年2月28日 令和1年12月20日
000028 9000175444 あ・じゃぽん 656-2311 淡路市久留麻54-3 799707290 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社L’Orchidee 代表取締役 寺前 祐子 656-2311 兵庫県淡路市久留麻54-3 799707290 淡路(洲健)第1-184 令和1年12月23日 令和8年2月28日 令和1年12月23日
000028 9000175454 Sunset kitchen　Peaceセンタープラザ店 656-1304 洲本市五色町都志382-1五色センタープラザ 魚介類販売業 一般 土井 崇史 淡路(洲健)第7-34 令和1年12月20日 令和8年2月28日 令和1年12月20日
000028 9000175519 The　traveling　kitchen　ＹＵＭ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 川西 史宏 淡路(洲健)第1-186 令和1年12月24日 令和7年2月28日 令和1年12月24日
000028 9000175558 ペッパーランチ　イオンスタイル洲本店 656-0021 洲本市塩屋2-4-5　イオンスタイル洲本店1Fフードコート 799384829 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社丸三島根 代表取締役 野上 満輝 693-0004 島根県出雲市渡橋町1227番地 853250333 淡路(洲健)第1-189 令和2年1月7日 令和8年2月28日 令和2年1月7日
000028 9000175563 GREENARIUM　GRANARY 656-2305 淡路市浦545 799701320 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社淡路の島菜園 代表取締役 大森 一輝 656-1726 兵庫県淡路市野島常盤1550番地11 799706463 淡路(洲健)第1-188 令和1年12月26日 令和8年2月28日 令和1年12月26日
000028 9000175564 cuisine　cafe　椛　～Momiji～ 656-2311 淡路市久留麻185-1　ﾗ･ﾌﾟﾙﾐｴｰﾙ久留麻1F 799753338 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 照山 美希 淡路(洲健)第1-187 令和1年12月26日 令和8年2月28日 令和1年12月26日
000028 9000175573 大坪加工直売施設 656-1603 淡路市生田大坪字中島297-1 799705229 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社大坪営農 代表取締役 岡田 昭男 656-1603 兵庫県淡路市生田大坪139-1 799705229 淡路(洲健)第1-190 令和2年1月8日 令和8年2月28日 令和2年1月8日
000028 9000175574 大坪加工直売施設 656-1603 淡路市生田大坪字中島297-1 799705229 菓子製造業 一般 株式会社大坪営農 代表取締役 岡田 昭男 656-1603 兵庫県淡路市生田大坪139-1 799705229 淡路(洲健)第3-60 令和2年1月8日 令和8年2月28日 令和2年1月8日
000028 9000175627 円生デコポン園 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 佐藤 真佐司 淡路(洲健)第1-192 令和2年1月17日 令和7年2月28日 令和2年1月17日
000028 9000175639 心に風 656-1336 洲本市五色町上堺2460 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社心に風 代表取締役 加藤 賢一 656-1336 兵庫県洲本市五色町上堺1758番地 799350052 淡路(洲健)第1-194 令和2年1月21日 令和8年2月28日 令和2年1月21日
000028 9000175643 淡旬料理ぢろけん 656-2163 淡路市中田5480-2-102 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 地藏 健太郎 淡路(洲健)第1-195 令和2年1月21日 令和8年2月28日 令和2年1月21日
000028 9000175652 aoie 656-1501 淡路市尾崎4112 飲食店営業(4)その他 一般 松井 紀子 淡路(洲健)第1-196 令和2年1月21日 令和8年2月28日 令和2年1月21日
000028 9000175671 喫茶ローレン 656-0472 南あわじ市市善光寺25-10 799420601 飲食店営業(4)その他 一般 土肥 一二 淡路(洲健)第1-193 令和2年1月20日 令和8年2月28日 令和2年1月20日
000028 9000175729 淡路島　炭火焼鳥　kampai 656-2224 淡路市大谷844-2 799705231 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 林 征宏 淡路(洲健)第1-200 令和2年1月28日 令和8年2月28日 令和2年1月28日
000028 9000175730 こぞらのおやつ 656-2143 淡路市里610-107 799705482 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ＫＯＺＯＲＡＳＯＵ 代表取締役 藤江 麻有子 656-2143 兵庫県淡路市里573-201 799701885 淡路(洲健)第1-199 令和2年1月28日 令和8年2月28日 令和2年1月28日
000028 9000175731 こぞらのおやつ 656-2143 淡路市里610-107 799705482 菓子製造業 一般 株式会社ＫＯＺＯＲＡＳＯＵ 代表取締役 藤江 麻有子 656-2143 兵庫県淡路市里573-201 799701885 淡路(洲健)第3-62 令和2年1月28日 令和8年2月28日 令和2年1月28日
000028 9000175746 ピザロイヤルハット洲本店 656-0021 洲本市本町1-1-38 799260355 飲食店営業(4)その他 一般 吉良 光則 淡路(洲健)第1-198 令和2年1月28日 令和8年2月28日 令和2年1月28日
000028 9000175748 淡路島勘太郎ピザ 656-0021 洲本市本町1-1-38 799539033 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 北島 英志 淡路(洲健)第10-10 令和2年1月28日 令和8年2月28日 令和2年1月28日
000028 9000175752 Bar Seven7 (ﾊﾞｰｾﾌﾞﾝ） 656-0121 南あわじ市山添167-1 2F 飲食店営業(4)その他 一般 淡路(洲健)第1-197 令和2年1月27日 令和8年2月28日 令和2年1月27日
000028 9000175759 ファミリーマート淡路こえなみ店 656-0425 南あわじ市榎列小榎列408番1 飲食店営業(4)その他 一般 西 徹也 淡路(洲健)第1-201 令和2年1月29日 令和8年2月28日 令和2年1月29日
000028 9000175831 ヴィーガンスイーツ研究所 656-2306 淡路市夢舞台2番地淡路夢舞台展望ﾃﾗｽﾚｽﾄﾗﾝ&ｼｮｯﾌﾟC区画 菓子製造業 一般 株式会社パソナふるさとインキュベーション 代表取締役 瀬川 康弘 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦841-5 799821820 淡路(洲健)第3-63 令和2年1月31日 令和8年2月28日 令和2年1月31日
000028 9000175867 榎本製菓 656-0544 南あわじ市阿万下町561-2 799550329 菓子製造業 一般 榎本 英樹 淡路(洲健)第3-61 令和2年1月20日 令和8年2月28日 令和2年1月20日
000028 9000175905 ありがとう村 656-1503 淡路市遠田3103 飲食店営業(4)その他 一般 村上 さゆみ 淡路(洲健)第1-203 令和2年2月10日 令和8年2月28日 令和2年2月10日
000028 9000175953 楽鳥茶屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 家本 麻里 淡路(洲健)第1-206 令和2年2月17日 令和7年2月28日 令和2年2月17日
000028 9000175958 菓子工房ルミエール 656-0122 南あわじ市広田広田1202-18 799451819 飲食店営業(4)その他 一般 志保 明史 淡路(洲健)第1-205 令和2年2月13日 令和8年2月28日 令和2年2月13日
000028 9000175967 おあしすキッチン 656-2401 淡路市岩屋2674-3淡路ハイウェイオアシス 799720220 菓子製造業 一般 ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯6番地 799743257 淡路(洲健)第3-65 令和2年2月12日 令和9年2月28日 令和2年2月12日
000028 9000175969 デリカキッチン　みやび 656-1602 淡路市育波588-5 799705117 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 来田 和江 淡路(洲健)第1-204 令和2年2月13日 令和8年2月28日 令和2年2月13日
000028 9000175970 美流おひさまの里 656-1522 淡路市下河合670 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 免田 有紀 淡路(洲健)第1-207 令和2年2月17日 令和8年2月28日 令和2年2月17日
000028 9000176005 ふくカラ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 福井 斉 淡路(洲健)第1-208 令和2年2月19日 令和7年2月28日 令和2年2月19日
000028 9000176048 花房商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 花房 孝紀 淡路(洲健)第1-214 令和2年2月20日 令和7年2月28日 令和2年2月20日
000028 9000176049 花房商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 花房 真奈 淡路(洲健)第1-213 令和2年2月20日 令和7年2月28日 令和2年2月20日
000028 9000176050 宮崎商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 宮崎 勝秀 淡路(洲健)第3-68 令和2年2月20日 令和7年2月28日 令和2年2月20日
000028 9000176051 田村商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 田村 幸子 淡路(洲健)第1-212 令和2年2月20日 令和7年2月28日 令和2年2月20日
000028 9000176054 マーちゃんのくき煮 656-0332 南あわじ市湊1059 799362618 そうざい製造業 一般 大濱 正子 淡路(洲健)第26-14 令和2年2月19日 令和8年2月28日 令和2年2月19日
000028 9000176092 神戸・長田　お好み焼　まぁちゃん 656-1734 淡路市舟木433 飲食店営業(4)その他 一般 春日 柾紀 淡路(洲健)第1-211 令和2年2月19日 令和8年2月28日 令和2年2月19日
000028 9000176094 株式会社廣田商店 656-2301 淡路市楠本24 799743025 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社廣田商店 代表取締役 廣田 儀直 656-2301 兵庫県淡路市楠本24 799743025 淡路(洲健)第1-210 令和2年2月19日 令和8年2月28日 令和2年2月19日
000028 9000176112 淡路島の恵み 656-0021 洲本市本町1-1-38 799539033 そうざい製造業 一般 北島 英志 淡路(洲健)第26-16 令和2年2月21日 令和8年2月28日 令和2年2月21日
000028 9000176130 カラオケスナックBar　AI 656-2311 淡路市久留麻2000-1 799743155 飲食店営業(4)その他 一般 森 エバンジェリン　バヤ 淡路(洲健)第1-215 令和2年2月25日 令和8年2月28日 令和2年2月25日
000028 9000176132 あわじビーフ　こまつ 656-0332 南あわじ市湊110番地　シーパ内 799360165 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　淡路ビーフ小松 代表取締役 小松 明彦 656-0304 兵庫県南あわじ市松帆古津路180-1 799362307 淡路(洲健)第1-202 令和2年2月4日 令和8年2月28日 令和2年2月4日
000028 9000176133 あわじビーフ　こまつ 656-0332 南あわじ市湊110番地　シーパ内 799360165 食肉販売業 一般 株式会社　淡路ビーフ小松 代表取締役 小松 明彦 656-0304 兵庫県南あわじ市松帆古津路180-1 799362307 淡路(洲健)第17-39 令和2年2月4日 令和8年2月28日 令和2年2月4日
000028 9000176139 銀麺 656-2121 洲本市安乎町平安浦1979-1 799281507 飲食店営業(4)その他 一般 合同会社銀麺 代表社員 出雲 立真 656-2131 兵庫県淡路市志筑1569-9 799701052 淡路(洲健)第1-216 令和2年2月26日 令和8年2月28日 令和2年2月26日
000028 9000176163 べるそ・もんど 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 白水 宏明 淡路(洲健)第3-80 令和2年2月27日 令和7年2月28日 令和2年2月27日
000028 9000176186 毎日食堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 石井 美也子 淡路(洲健)第1-217 令和2年2月27日 令和7年2月28日 令和2年2月27日
000028 9000176224 兵庫県立淡路三原高等学校食堂 656-0461 南あわじ市市円行寺345-1 799420048 飲食店営業(4)その他 一般 中井 伸二 淡路(洲健)第1-218 令和2年3月3日 令和8年5月31日 令和2年3月3日
000028 9000176241 ダイニング　もへいじ 656-0025 洲本市本町4丁目2-17弁天マーケット21号 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 エソラクリエイト合同会社 代表社員 舛田 一夫 656-0025 兵庫県洲本市本町五丁目1番38号 7056570799 淡路(洲健)第1-221 令和2年3月5日 令和8年5月31日 令和2年3月5日
000028 9000176252 ユーアールエー株式会社淡路ハイウエイオアシス  自販機コーナー（ｃｃｗ単受） 656-2401 淡路市岩屋大林2674-3 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 664455518 淡路(洲健)第12-41 令和2年2月27日 令和7年2月28日 令和2年2月27日
000028 9000176253 高田水産 656-2212 淡路市佐野2817-2 799650038 そうざい製造業 一般 高田 敬三 淡路(洲健)第26-25 令和2年3月3日 令和8年5月31日 令和2年3月3日
000028 9000176255 淡路島タコステ 656-2401 淡路市岩屋1414-27 799647551 魚介類販売業 一般 株式会社恵美寿 代表取締役 東根 寿 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1414-1 799723046 淡路(洲健)第7-044 令和2年3月3日 令和9年5月31日 令和2年3月3日
000028 9000176257 島の恵みジェラートのら 656-2144 淡路市下司118 アイスクリーム類製造業 一般 奥田 真衣 淡路(洲健)第14-24 令和2年3月4日 令和8年5月31日 令和2年3月4日
000028 9000176375 花屋敷　喫茶 656-2301 淡路市楠本2131-3 799725067 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯6 799743257 淡路(洲健)第14-26 令和2年3月16日 令和7年5月31日 令和2年3月16日
000028 9000176376 あわじ花さじき産地直売所 656-2301 淡路市楠本2805-7 799746428 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 淡路日の出農業協同組合 代表理事組合長 相坂 有俊 656-2131 兵庫県淡路市志筑3112-14 799626200 淡路(洲健)第14-25 令和2年3月13日 令和7年5月31日 令和2年3月13日
000028 9000176379 練物屋　道の駅あわじ店 656-2401 淡路市岩屋1873-1 飲食店営業(4)その他 一般 ㈱オキフーズ 代表取締役 沖 裕文 656-0502 兵庫県南あわじ市福良乙1158 799520114 淡路(洲健)第1-224 令和2年3月13日 令和8年5月31日 令和2年3月13日
000028 9000176423 ファミリーマート　南あわじ国衙店 656-0455 南あわじ市神代國衙1294-1 799433310 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　ファミリーマート 代表取締役 細見 研介 108-0023 東京都港区芝浦三丁目1番21号 淡路(洲健)第1-223 令和2年3月12日 令和8年5月31日 令和2年3月12日
000028 9000176432 マイマート洲本店　寿司加工場 656-0101 洲本市納85-1 799260080 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社マイ・マート 代表取締役 橋本 琢万 656-0101 兵庫県洲本市納85-1 799262866 淡路(洲健)第1-227 令和2年3月17日 令和8年5月31日 令和2年3月17日
000028 9000176435 たねさん　釜焼きチャーシューと中国茶 656-0025 洲本市本町5丁目4-18 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 種市 陽介 淡路(洲健)第1-228 令和2年3月19日 令和8年5月31日 令和2年3月19日
000028 9000176438 聖隷ライフサポート津名 656-2131 淡路市志筑1424-1 799625115 飲食店営業(4)その他 一般 社会福祉法人　聖隷福祉事業団 理事長 山本 敏博 430-0906 静岡県浜松市中区住吉2-12-12 534133296 淡路(洲健)第1-229 令和2年3月19日 令和9年5月31日 令和2年3月19日
000028 9000176445 内藤商店 656-0012 洲本市宇山1-5-29 799220083 あん類製造業 一般 内藤 英五 淡路(洲健)第13-3 令和2年3月23日 令和8年5月31日 令和2年3月23日
000028 9000176459 農畜産物処理施設・おいしい工房 656-0443 南あわじ市八木養宜上1401 799432626 飲食店営業(4)その他 一般 南淡路農業公園株式会社 代表取締役 馬部 総一郎 656-0443 兵庫県南あわじ市八木養宜上1401 799432626 淡路(洲健)第1-226 令和2年3月17日 令和9年5月31日 令和2年3月17日
000028 9000176460 農畜産物処理施設・おいしい工房 656-0443 南あわじ市八木養宜上1401 799432626 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 南淡路農業公園株式会社 代表取締役 馬部 総一郎 656-0443 兵庫県南あわじ市八木養宜上1401 799432626 淡路(洲健)第10-12 令和2年3月17日 令和9年5月31日 令和2年3月17日
000028 9000176477 BAILEY'S(ﾍﾞｲﾘｰｽﾞ) 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦1506-2 菓子製造業 一般 岡林 あかね 淡路(洲健)第3-85 令和2年3月26日 令和8年5月31日 令和2年3月26日
000028 9000176528 mappee　coffee　works 656-2163 淡路市中田4080-4 菓子製造業 一般 松平 隼知 淡路(洲健)第3-86 令和2年3月27日 令和8年5月31日 令和2年3月27日
000028 9000176529 mappee　coffee　works 656-2163 淡路市中田4080-4 飲食店営業(4)その他 一般 松平 隼知 淡路(洲健)第1-231 令和2年3月27日 令和8年5月31日 令和2年3月27日



000028 9000176546 株式会社　濵西商店 656-1602 淡路市育波2081-2 799840247 食肉販売業 一般 株式会社　濵西商店 代表取締役 濵西 宣行 656-1602 兵庫県淡路市育波2081-2 799840247 淡路(洲健)第17-49 令和2年3月27日 令和8年5月31日 令和2年3月27日
000028 9000176553 five　circles 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 束田 裕美 淡路(洲健)第1-230 令和2年3月27日 令和7年5月31日 令和2年3月27日
000028 9000176570 マルケイ食堂　洲本高等学校店 656-0053 洲本市上物部二丁目8-5 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 番所 義則 淡路(洲健)第1-233 令和2年3月30日 令和8年5月31日 令和2年3月30日
000028 9000176633 １００まん＄ 656-2131 淡路市志筑1867-2-2F 799620018 飲食店営業(4)その他 一般 中村 ヤス子 淡路(洲健)第1-1 令和2年4月6日 令和8年5月31日 令和2年4月6日
000028 9000176648 秘密基地　akari 656-0054 洲本市宇原77-1 799204721 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 花野 博 淡路(洲健)第1-2 令和2年4月8日 令和8年5月31日 令和2年4月8日
000028 9000176682 ｙｋ．．． 656-0502 南あわじ市福良乙534-2 菓子製造業 一般 阿部 有貴 淡路(洲健)第3-1 令和2年4月13日 令和8年5月31日 令和2年4月13日
000028 9000176688 Barr　Carnel 656-0025 洲本市本町5丁目4-29 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 久米 崇文 淡路(洲健)第1-3 令和2年4月10日 令和8年5月31日 令和2年4月10日
000028 9000176700 mong　curry(モンカレ―） 656-0025 洲本市本町2－3－11　1F 飲食店営業(4)その他 一般 西村 基樹 淡路(洲健)第1-4 令和2年4月13日 令和8年5月31日 令和2年4月13日
000028 9000176703 幸せの一杯 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 自動車 井添 幸一 淡路(洲健)第1-5 令和2年4月14日 令和7年5月31日 令和2年4月14日
000028 9000176726 コパンじとほ 656-0456 南あわじ市神代地頭方943-4 799427203 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 社会福祉法人淡路島福祉会 理事長 八木 康公 656-0446 兵庫県南あわじ市八木寺内373-1 799426006 淡路(洲健)第1-6 令和2年4月16日 令和8年5月31日 令和2年4月16日
000028 9000176739 福良マルシェ 656-0501 南あわじ市福良甲1530-2 799521244 飲食店営業(4)その他 一般 ジョイポート南淡路株式会社 代表取締役 鎌田 勝義 656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲1528番地4地先 799520054 淡路(洲健)第1-7 令和2年4月17日 令和8年5月31日 令和2年4月17日
000028 9000176740 岸上堂 656-0541 南あわじ市阿万上町347-1 799550024 菓子製造業 一般 岸上 良子 淡路(洲健)第3-3 令和2年4月17日 令和8年5月31日 令和2年4月17日
000028 9000176792 優大 000-0000 淡路島内一円 魚介類販売業 自動車 内海 明大 淡路(洲健)第7-3 令和2年4月21日 令和7年5月31日 令和2年4月21日
000028 9000176793 淡路島ラーメン 656-2401 淡路市岩屋594-13 799724732 めん類製造業 一般 東根 巧 淡路(洲健)第25-1 令和2年4月21日 令和8年5月31日 令和2年4月21日
000028 9000176856 友明丸 656-2401 淡路市岩屋1414-49 799720055 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橋本 友明 淡路(洲健)第1-9 令和2年4月27日 令和8年5月31日 令和2年4月27日
000028 9000176884 支那ソバ天空 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 税所 政美 淡路(洲健)第1-10 令和2年4月27日 令和7年5月31日 令和2年4月27日
000028 9000176920 ＣＯＬＯＲＩＳ 656-0427 南あわじ市榎列松田733-24　クリスタルパレス202号室 799386262 菓子製造業 一般 池田 彩子 淡路(洲健)第3-6 令和2年5月1日 令和8年5月31日 令和2年5月1日
000028 9000176922 竹原物産㈱野田工場 656-0513 南あわじ市賀集野田明神520-2 799540318 そうざい製造業 一般 竹原物産株式会社 代表取締役 竹原 正記 656-0514 兵庫県南あわじ市賀集975 799540318 淡路(洲健)第26-2 令和2年4月30日 令和8年5月31日 令和2年4月30日
000028 9000176934 No.One 656-0501 南あわじ市福良甲512-128 飲食店営業(4)その他 一般 澤田 和泉 淡路(洲健)第1-13 令和2年5月8日 令和8年5月31日 令和2年5月8日
000028 9000176948 ニコニコ食堂 656-1602 淡路市育波460-8 799804255 飲食店営業(4)その他 一般 石岡 慎平 淡路(洲健)第1-11 令和2年5月7日 令和8年5月31日 令和2年5月7日
000028 9000176949 Ｌａ　ｍｅｒ 656-2401 淡路市岩屋1863-2 799704367 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 前川 依里香 淡路(洲健)第10-1 令和2年4月30日 令和8年5月31日 令和2年4月30日
000028 9000176950 らうんじ　独楽 656-2131 淡路市志筑2840-25 799621537 飲食店営業(4)その他 一般 片濱 まや 淡路(洲健)第1-12 令和2年5月7日 令和8年5月31日 令和2年5月7日
000028 9000176951 創作うどん家ぜん丸 656-2131 淡路市志筑1170-1 799624834 そうざい製造業 一般 株式会社膳丸 代表取締役 取田 和起 656-2131 兵庫県淡路市志筑1170-1 799624834 淡路(洲健)第26-6 令和2年5月8日 令和8年5月31日 令和2年5月8日
000028 9000176971 なむ 656-0307 南あわじ市松帆檪田233 飲食店営業(4)その他 一般 寺内 宥孝 淡路(洲健)第1-15 令和2年5月12日 令和8年5月31日 令和2年5月12日
000028 9000176972 小料理なかお 656-0425 南あわじ市榎列小榎列183-102 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中尾 翔希 淡路(洲健)第1-17 令和2年5月13日 令和8年5月31日 令和2年5月13日
000028 9000177002 Toko　Toko 656-0304 南あわじ市松帆古津路577-60 菓子製造業 一般 道上 敏子 淡路(洲健)第3-7 令和2年5月11日 令和8年5月31日 令和2年5月11日
000028 9000177039 日々ーあきおやつー 656-2131 淡路市志筑1147-2 菓子製造業 一般 木元 亜紀 淡路(洲健)第3-11 令和2年5月18日 令和8年5月31日 令和2年5月18日
000028 9000177065 ETHICA　（ｴﾁｶ) 656-0025 洲本市本町5丁目4-15 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤岡 宏太 淡路(洲健)第1-19 令和2年5月20日 令和8年5月31日 令和2年5月20日
000028 9000177088 あじろ鮮魚店 656-1531 淡路市江井3039 799860024 魚介類販売業 一般 網代 はま子 淡路(洲健)第7-7 令和2年5月18日 令和8年5月31日 令和2年5月18日
000028 9000177093 キャベツバタケ 656-0051 洲本市物部1-12-74 799231715 飲食店営業(4)その他 一般 赤坂 美岐 淡路(洲健)第1-20 令和2年5月20日 令和8年5月31日 令和2年5月20日
000028 9000177121 季楽酒肴　りんどう 656-0025 洲本市本町5丁目4-28 799536855 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　リンドベル 代表取締役 安部 祐介 656-0025 兵庫県洲本市本町5丁目4-28 799536855 淡路(洲健)第1-21 令和2年5月21日 令和8年5月31日 令和2年5月21日
000028 9000177122 季楽酒肴　りんどう 656-0025 洲本市本町5丁目4-28 799536855 そうざい製造業 一般 株式会社　リンドベル 代表取締役 安部 祐介 656-0025 兵庫県洲本市本町5丁目4-28 799536855 淡路(洲健)第26-7 令和2年5月21日 令和8年5月31日 令和2年5月21日
000028 9000177127 富士通淡路荘 656-1501 淡路市尾崎字前田1421-1 799851174 飲食店営業(3)旅館 一般 コンパスグループ・ジャパン株式会社 代表取締役社長 石田 隆嗣 104-0045 東京都中央区築地5丁目5番12号 淡路(洲健)第1-22 令和2年5月22日 令和9年5月31日 令和2年5月22日
000028 9000177176 クミーズ　キッチン 656-2401 淡路市岩屋11-23 飲食店営業(4)その他 一般 淡路島ぐるめ屋株式会社 代表取締役 三谷 久美子 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1901-5 淡路(洲健)第1-23 令和2年5月25日 令和8年5月31日 令和2年5月25日
000028 9000177188 子ども食堂「みんなの朝ごはん」 656-2131 淡路市志筑1578番地 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 出雲 容子 淡路(洲健)第1-25 令和2年5月29日 令和8年5月31日 令和2年5月29日
000028 9000177197 pick up 580 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 原 侑次 淡路(洲健)第1-26 令和2年6月1日 令和7年8月31日 令和2年6月1日
000028 9000177225 旧製造 656-2401 淡路市岩屋1873-1道の駅あわじ 799720001 そうざい製造業 一般 株式会社淡路観光開発公社 代表取締役 西田 利行 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1187-1 799722040 淡路(洲健)第26-8 令和2年5月25日 令和8年5月31日 令和2年5月25日
000028 9000177226 ハンバーガー店 656-2401 淡路市岩屋1873-1道の駅あわじ 799720201 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社淡路観光開発公社 西田 利行 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1187-1 799722040 淡路(洲健)第14-3 令和2年5月25日 令和7年5月31日 令和2年5月25日
000028 9000177240 OKASHILABO　KUKULU 656-2212 淡路市佐野1641-1 菓子製造業 一般 西堀 美由紀 淡路(洲健)第3-16 令和2年6月4日 令和8年8月31日 令和2年6月4日
000028 9000177241 OKASHILABO　KUKULU 656-2212 淡路市佐野1641-1 飲食店営業(4)その他 一般 西堀 美由紀 淡路(洲健)第1-28 令和2年6月4日 令和8年8月31日 令和2年6月4日
000028 9000177276 ＪＵＮＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 西郷 美奈子 淡路(洲健)第1-30 令和2年6月8日 令和7年8月31日 令和2年6月8日
000028 9000177286 Bridge 656-2161 淡路市池ノ内1407 799622007 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社アズ 代表取締役 関 拓真 656-2161 兵庫県淡路市池ノ内1407番地 799622007 淡路(洲健)第1-31 令和2年6月8日 令和8年8月31日 令和2年6月8日
000028 9000177287 淡路ﾋﾞｰﾌ新谷 656-2131 淡路市志筑1706 799620107 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社淡路ビーフ新谷 代表取締役 新谷 隆文 656-2142 兵庫県淡路市塩田新島3-4 799624567 淡路(洲健)第1-29 令和2年6月5日 令和8年8月31日 令和2年6月5日
000028 9000177305 Empress 656-0322 南あわじ市志知鈩120-1鈩銀座D 飲食店営業(4)その他 一般 藤岡 晶 淡路(洲健)第1-33 令和2年6月9日 令和8年8月31日 令和2年6月9日
000028 9000177312 lilla 656-2311 淡路市久留麻2587-3 799707258 菓子製造業 一般 株式会社carino 代表取締役 辻本 まり 659-0012 兵庫県芦屋市朝日ケ丘町15番10-334号 797807755 淡路(洲健)第3-17 令和2年6月4日 令和8年8月31日 令和2年6月4日
000028 9000177313 lilla 656-2311 淡路市久留麻2587-3 799707258 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社carino 代表取締役 辻本 まり 659-0012 兵庫県芦屋市朝日ケ丘町15番10-334号 797807755 淡路(洲健)第10-6 令和2年6月4日 令和8年8月31日 令和2年6月4日
000028 9000177314 CAFE＆bar　トカイ 656-2132 淡路市志筑新島10-35 飲食店営業(4)その他 一般 夏川 雄介 淡路(洲健)第1-34 令和2年6月9日 令和8年8月31日 令和2年6月9日
000028 9000177337 ハッピーメイト 656-1726 淡路市野島常盤1547の117 799802108 飲食店営業(3)旅館 一般 下浦 トヨ 淡路(洲健)第1-36 令和2年6月11日 令和8年8月31日 令和2年6月11日
000028 9000177345 酒馬 656-0025 洲本市本町7-4-41　廣田ビル2F 799386386 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 原 庸子 淡路(洲健)第1-35 令和2年6月11日 令和8年8月31日 令和2年6月11日
000028 9000177348 cafe　maaru 656-0022 洲本市海岸通1-7-19 799205624 菓子製造業 一般 三宅 英樹 淡路(洲健)第3-18 令和2年6月10日 令和8年8月31日 令和2年6月10日
000028 9000177351 寿庵 656-2301 淡路市楠本字入道684番1 799705248 飲食店営業(3)旅館 一般 田浦 弘之 淡路(洲健)第1-37 令和2年6月12日 令和8年8月31日 令和2年6月12日
000028 9000177353 淡路島タコステ 656-2401 淡路市岩屋1414-27 799647551 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社恵美寿 代表取締役 東根 壽 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1414-1 799723046 淡路(洲健)第1-38 令和2年6月15日 令和7年8月31日 令和2年6月15日
000028 9000177366 ブルーベリーヒル淡路 656-1726 淡路市野島常盤1015-18 喫茶店営業 露店 林田 雅行 淡路(洲健)第12-9 令和2年6月15日 令和7年8月31日 令和2年6月15日
000028 9000177367 友明丸 656-2401 淡路市岩屋1414-49 799720055 魚介類販売業 一般 橋本 友明 淡路(洲健)第7-11 令和2年6月15日 令和8年8月31日 令和2年6月15日
000028 9000177372 魚棚工場 656-0025 洲本市本町1丁目665-1 799220283 魚肉ねり製品製造業 一般 株式会社淡路あきやま 代表取締役 梅原 雅之 656-0025 兵庫県洲本市本町一丁目4番5号 799220283 淡路(洲健)第9-2 令和2年6月16日 令和8年8月31日 令和2年6月16日
000028 9000177373 PROM　NEXT 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 水上 真哉 淡路(洲健)第1-39 令和2年6月16日 令和7年8月31日 令和2年6月16日
000028 9000177411 BY　THE　SEA 656-2401 淡路市岩屋1871番地 799723113 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社Cavalleria. 代表取締役 谷川 泰隆 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1871番地 799723113 淡路(洲健)第1-40 令和2年6月19日 令和8年8月31日 令和2年6月19日
000028 9000177413 ほっかほっか亭国衙店 656-0455 南あわじ市神代國衙1085 799425801 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 森 友保 淡路(洲健)第1-41 令和2年6月19日 令和8年8月31日 令和2年6月19日
000028 9000177432 アワカジ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 木下 安正 淡路(洲健)第1-43 令和2年6月23日 令和7年8月31日 令和2年6月23日
000028 9000177453 ほっかほっか亭桑間店 656-0014 洲本市桑間820 799231062 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 田中 小夜子 淡路(洲健)第1-44 令和2年6月26日 令和8年8月31日 令和2年6月26日
000028 9000177482 ファミリーマート洲本海岸通店 656-0026 洲本市栄町1-1-22 799252577 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　尋 代表取締役 沖田 浩史 656-0023 兵庫県洲本市小路谷1281-5 799244155 淡路(洲健)第1-42 令和2年6月23日 令和8年8月31日 令和2年6月23日
000028 9000177501 カラオケ喫茶同窓会Ⅱ 656-0015 洲本市上加茂116-5JKKﾋﾞﾙ1F 799251588 飲食店営業(4)その他 一般 時枝 早苗 淡路(洲健)第1-45 令和2年6月29日 令和8年8月31日 令和2年6月29日
000028 9000177506 GURUDOG × THE BAR infinity 656-0501 南あわじ市福良甲1526-2 チャレンジモールCAP C棟-1 飲食店営業(4)その他 一般 榊 邦和 淡路(洲健)第1-48 令和2年6月30日 令和8年8月31日 令和2年6月30日
000028 9000177507 志麻 656-2401 淡路市岩屋1515-10 799724010 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 埴原 加奈 淡路(洲健)第1-47 令和2年6月29日 令和8年8月31日 令和2年6月29日
000028 9000177540 淡波家 656-1602 淡路市育波855-2 799840004 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 上田 寛己 淡路(洲健)第1-49 令和2年7月1日 令和8年8月31日 令和2年7月1日
000028 9000177541 淡波家 656-1602 淡路市育波855-2 799840004 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 上田 寛己 淡路(洲健)第14-5 令和2年7月1日 令和7年8月31日 令和2年7月1日
000028 9000177550 KAMOME　SLOW　HOTEL 656-1511 淡路市郡家字大谷北1111番地 799851900 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社バルニバービオーガスト 代表取締役 田中 亮平 656-1501 兵庫県淡路市尾崎1798番地3 775269090 淡路(洲健)第1-50 令和2年7月2日 令和8年8月31日 令和2年7月2日
000028 9000177567 Plants　Cafe　コハルビヨリ 656-2311 淡路市久留麻3-1 799701913 菓子製造業 一般 西口 晶代 淡路(洲健)第3-21 令和2年7月3日 令和8年8月31日 令和2年7月3日
000028 9000177646 Sea　Blue 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦2001-1 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社幾章住研 代表取締役 渡邊 耕作 663-8113 兵庫県西宮市甲子園口5丁目8-21 798634940 淡路(洲健)第1-53 令和2年7月9日 令和8年8月31日 令和2年7月9日
000028 9000177660 与すけ 656-2543 洲本市由良町由良2924-54 799270330 魚介類販売業 一般 除補 保文 淡路(洲健)第7-13 令和2年7月14日 令和8年8月31日 令和2年7月14日
000028 9000177664 etoile the terrace 656-0025 洲本市本町6丁目1-38 飲食店営業(4)その他 一般 豊田 真暢 淡路(洲健)第1-55 令和2年7月10日 令和8年8月31日 令和2年7月10日
000028 9000177677 マートキクカワ 656-0533 南あわじ市北阿万新田中43-1 799552006 魚介類販売業 一般 マートキクカワ㈲ 代表取締役 菊川 尚志 656-0533 兵庫県南あわじ市北阿万新田中43-1 799552006 淡路(洲健)第7-14 令和2年7月15日 令和8年8月31日 令和2年7月15日
000028 9000177706 ペンションkimiハウス 656-0543 南あわじ市阿万塩屋町757-180 飲食店営業(3)旅館 一般 山﨑 濱幸 淡路(洲健)第1-59 令和2年7月15日 令和8年8月31日 令和2年7月15日
000028 9000177720 桂林 656-2131 淡路市志筑1868-4　パックスつな1F 799625658 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 東林株式会社 代表取締役 劉 偉 762-0003 香川県坂出市久米町一丁目1番32号 淡路(洲健)第1-57 令和2年7月14日 令和8年8月31日 令和2年7月14日
000028 9000177721 みやづ食堂 656-1606 淡路市室津2312 799840055 飲食店営業(3)旅館 一般 凪 義教 淡路(洲健)第1-56 令和2年7月14日 令和8年8月31日 令和2年7月14日
000028 9000177722 Awajishima　Dining　暁 656-1501 淡路市尾崎4399-1 799705232 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 三木 健太 淡路(洲健)第1-60 令和2年7月16日 令和8年8月31日 令和2年7月16日
000028 9000177723 cheriｰｼｪﾘｰ 656-2131 淡路市志筑3209　三島ｸﾞﾘｰﾝﾊｲﾂAｰ101 799647930 飲食店営業(4)その他 一般 武久 美幸 淡路(洲健)第1-61 令和2年7月16日 令和8年8月31日 令和2年7月16日
000028 9000177724 ありい亭 656-2163 淡路市中田72 799626260 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 打越 朝規 淡路(洲健)第1-58 令和2年7月15日 令和8年8月31日 令和2年7月15日
000028 9000177725 ありい亭 656-2163 淡路市中田72 799626260 食肉販売業 一般 打越 朝規 淡路(洲健)第17-16 令和2年7月15日 令和8年8月31日 令和2年7月15日
000028 9000177726 あわじ花さじき産地直売所 656-2301 淡路市楠本2805-7 799740511 喫茶店営業 一般 淡路日の出農業協同組合 代表理事 相坂 有俊 656-2131 兵庫県淡路市志筑3112-14 799626200 淡路(洲健)第12-10 令和2年7月16日 令和9年8月31日 令和2年7月16日
000028 9000177757 ありがとう　mahalo 656-0026 洲本市栄町2丁目3-43 飲食店営業(4)その他 一般 佐野 めぐみ 淡路(洲健)第1-62 令和2年7月21日 令和8年8月31日 令和2年7月21日
000028 9000177771 あん 656-0051 洲本市物部1丁目12-74 799223962 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 中川 勝也 淡路(洲健)第1-63 令和2年7月27日 令和8年8月31日 令和2年7月27日
000028 9000177772 あん 656-0051 洲本市物部1丁目12-74 799223962 そうざい製造業 一般 中川 勝也 淡路(洲健)第26-10 令和2年7月27日 令和8年8月31日 令和2年7月27日
000028 9000177775 南あわじ漁業協同組合直販施設魚彩館 656-0661 南あわじ市阿那賀1506-2地先 799390237 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 南あわじ漁業協同組合 代表理事組合長 小磯 富男 656-0661 兵庫県南あわじ市阿那賀1463-6 799390005 淡路(洲健)第10-8 令和2年7月17日 令和8年8月31日 令和2年7月17日
000028 9000177814 BAR MK 656-0025 洲本市本町4-3-10　ﾏﾙｳﾒ新開地ﾋﾞﾙ 飲食店営業(4)その他 一般 吉田 健二 淡路(洲健)第1-64 令和2年7月30日 令和8年8月31日 令和2年7月30日
000028 9000177833 淡路島氷菓  (CANDY　SHOP　ICEｰUP) 656-2131 淡路市志筑3423 アイスクリーム類製造業 一般 多田 健造 淡路(洲健)第14-8 令和2年7月31日 令和8年8月31日 令和2年7月31日
000028 9000177834 淡路島氷菓  (CANDY　SHOP　ICEｰUP) 656-2131 淡路市志筑3423 飲食店営業(4)その他 一般 多田 健造 淡路(洲健)第1-68 令和2年7月31日 令和8年8月31日 令和2年7月31日
000028 9000177836 青海波　青の舎 656-1723 淡路市野島大川70 799709020 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社パソナふるさとインキュベーション 代表取締役 瀬川 康弘 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦841-5 799824838 淡路(洲健)第1-67 令和2年7月30日 令和9年8月31日 令和2年7月30日
000028 9000177837 青海波　海の舎 656-1723 淡路市野島大川70 799709020 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社パソナふるさとインキュベーション 代表取締役 瀬川 康弘 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦841-5 799821820 淡路(洲健)第1-66 令和2年7月30日 令和9年8月31日 令和2年7月30日
000028 9000177871 Minori 656-0022 洲本市海岸通2丁目6-15 799221474 飲食店営業(4)その他 一般 廣地 惠 淡路(洲健)第1-69 令和2年8月3日 令和8年8月31日 令和2年8月3日
000028 9000177899 ウエディングベル 656-0425 南あわじ市榎列小榎列435-1 飲食店営業(4)その他 一般 曽我 雅人 淡路(洲健)第1-70 令和2年8月7日 令和8年8月31日 令和2年8月7日
000028 9000177920 きっさ久留麻 656-2311 淡路市久留麻1867番地 799740503 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社メディス 代表取締役 小谷 みゆき 654-0161 兵庫県神戸市須磨区弥栄台三丁目15番地1 787948822 淡路(洲健)第1-73 令和2年8月11日 令和9年8月31日 令和2年8月11日
000028 9000177923 ケアファーム　ついどはん 656-1326 洲本市五色町鮎原下511 799320073 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社IRC 代表取締役 岩見 洋佑 656-1326 兵庫県洲本市五色町鮎原下674 799320073 淡路(洲健)第1-72 令和2年8月7日 令和8年8月31日 令和2年8月7日
000028 9000177934 EPiSPa 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 鷲田 晃大 淡路(洲健)第1-71 令和2年8月7日 令和7年8月31日 令和2年8月7日
000028 9000177935 EPiSPa 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 鷲田 晃大 淡路(洲健)第3-27 令和2年8月7日 令和7年8月31日 令和2年8月7日
000028 9000177972 GREEN　HOUSE 656-1725 淡路市野島江崎599 飲食店営業(3)旅館 一般 大橋 佳子 淡路(洲健)第1-74 令和2年8月17日 令和8年8月31日 令和2年8月17日
000028 9000177995 chillaxxx 656-0305 南あわじ市松帆北浜10-3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 新田 海斗 淡路(洲健)第1-75 令和2年8月18日 令和8年8月31日 令和2年8月18日
000028 9000178017 チャレンジレストラン福助亭 656-0025 洲本市本町5丁目4-8 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橋本 裕美 淡路(洲健)第1-78 令和2年8月19日 令和8年8月31日 令和2年8月19日
000028 9000178029 高級芋菓子しみず淡路店 656-2121 洲本市安乎町平安浦40番地6 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社かいげつ 代表取締役 齋藤 敦夫 656-0022 兵庫県洲本市海岸通1丁目3番11号 799221100 淡路(洲健)第1-76 令和2年8月19日 令和8年8月31日 令和2年8月19日
000028 9000178030 高級芋菓子しみず淡路店 656-2121 洲本市安乎町平安浦40番地6 菓子製造業 一般 株式会社かいげつ 代表取締役 齋藤 敦夫 656-0022 兵庫県洲本市海岸通1丁目3番11号 799221100 淡路(洲健)第3-30 令和2年8月19日 令和8年8月31日 令和2年8月19日
000028 9000178033 高級芋菓子しみず淡路店 656-2121 洲本市安乎町平安浦40番地6 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社かいげつ 代表取締役 齋藤 敦夫 656-0022 兵庫県洲本市海岸通1丁目3番11号 799221100 淡路(洲健)第14-11 令和2年8月19日 令和7年8月31日 令和2年8月19日
000028 9000178092 グランドニッコー淡路 656-2306 淡路市夢舞台2番地 799741111 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社夢舞台 代表取締役 水埜　浩 656-2306 兵庫県淡路市夢舞台1番地 799741000 淡路(洲健)第10-14 令和2年8月27日 令和9年8月31日 令和2年8月27日
000028 9000178152 レストランシーサイド 656-0023 洲本市小路谷20番地 799222444 菓子製造業 一般 株式会社ホテルニューアワジ 代表取締役 木下 紘一 656-0023 兵庫県洲本市小路谷20番地 799222444 淡路(洲健)第3-33 令和2年8月31日 令和9年8月31日 令和2年8月31日
000028 9000178172 vägen till havet(ｳﾞｪｰｹﾞﾝ ﾃｨﾙ　ﾊｰﾍﾞｯﾄ） 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦614 菓子製造業 一般 髙谷 寛子 淡路(洲健)第3-34 令和2年9月3日 令和8年11月30日 令和2年9月3日
000028 9000178209 まほろば　淡路島店 656-1721 淡路市野島蟇浦168-1 799820829 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社アンカー 代表取締役 横山 伯 542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋二丁目8番4号 647086699 淡路(洲健)第1-80 令和2年9月8日 令和8年11月30日 令和2年9月8日
000028 9000178231 GOOD　BENTO 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社　良屋 代表取締役 島田 竜 656-0516 兵庫県南あわじ市賀集福井1806 淡路(洲健)第1-81 令和2年9月10日 令和7年11月30日 令和2年9月10日
000028 9000178232 GOOD　BENTO 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 自動車 株式会社　良屋 代表取締役 島田 竜 656-0516 兵庫県南あわじ市賀集福井1806 淡路(洲健)第3-35 令和2年9月10日 令和7年11月30日 令和2年9月10日
000028 9000178245 ふれあいサロン 656-1501 淡路市尾崎1786 菓子製造業 一般 粟田 務 淡路(洲健)第3-36 令和2年9月11日 令和8年11月30日 令和2年9月11日
000028 9000178246 ふれあいサロン 656-1501 淡路市尾崎1786 飲食店営業(4)その他 一般 粟田 務 淡路(洲健)第1-82 令和2年9月11日 令和8年11月30日 令和2年9月11日
000028 9000178296 森食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 森 鈴夫 淡路(洲健)第1-86 令和2年9月17日 令和7年11月30日 令和2年9月17日
000028 9000178297 森食品 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 森 鈴夫 淡路(洲健)第3-37 令和2年9月17日 令和7年11月30日 令和2年9月17日
000028 9000178317 淡路島カフェ 656-1501 淡路市尾崎3067-10 799707227 飲食店営業(4)その他 一般 金子 洋子 淡路(洲健)第1-84 令和2年9月16日 令和8年11月30日 令和2年9月16日



000028 9000178350 山田屋 656-2331 淡路市仮屋91 799704022 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 山田 修平 淡路(洲健)第14-14 令和2年9月23日 令和7年11月30日 令和2年9月23日
000028 9000178386 旬の音(TOKINONE) 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 ハートスフードクリエーツ株式会社 代表取締役 西脇 章 658-0045 兵庫県神戸市東灘区御影石町四丁目15番15号 788915401 淡路(洲健)第1-88 令和2年9月29日 令和7年11月30日 令和2年9月29日
000028 9000178405 婕ちゃん 656-0025 洲本市本町4丁目5－14 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鄭 家勇 淡路(洲健)第1-87 令和2年9月28日 令和8年11月30日 令和2年9月28日
000028 9000178444 淡路島仲野水産株式会社 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 仲野 英明 淡路(洲健)第1-91 令和2年10月2日 令和7年11月30日 令和2年10月2日
000028 9000178445 ローソン南あわじ養宜上店 656-0443 南あわじ市八木養宜上1029-5 799420390 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ベクトル 代表取締役 喜田 修司 656-0517 兵庫県南あわじ市賀集生子355-2 799531382 淡路(洲健)第1-90 令和2年10月2日 令和9年11月30日 令和2年10月2日
000028 9000178455 RYOKO　OKUMURA 656-2311 淡路市久留麻183-1 799745030 菓子製造業 一般 奥村 良子 淡路(洲健)第3-38 令和2年10月6日 令和8年11月30日 令和2年10月6日
000028 9000178456 RYOKO　OKUMURA 656-2311 淡路市久留麻183-1 799745030 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 奥村 良子 淡路(洲健)第10-15 令和2年10月6日 令和8年11月30日 令和2年10月6日
000028 9000178509 淡路島ピザ　石原商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 石原 諭 淡路(洲健)第1-92 令和2年10月12日 令和7年11月30日 令和2年10月12日
000028 9000178522 木村ＳＨＯＫＵＤＯ 656-0302 南あわじ市松帆塩浜9-5 799362223 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木村 浩己 淡路(洲健)第1-93 令和2年10月13日 令和8年11月30日 令和2年10月13日
000028 9000178573 パタジェウミソラ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社イディアルデコ 代表取締役 中村 勇一 650-0003 兵庫県神戸市中央区山本通4-26-14 淡路(洲健)第1-95 令和2年10月19日 令和7年11月30日 令和2年10月19日
000028 9000178579 きとら家 656-0121 南あわじ市山添94-1 799452002 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社きとらフードサービス 代表取締役 橋本 満仁 656-0121 兵庫県南あわじ市山添308-3 799443030 淡路(洲健)第1-96 令和2年10月19日 令和9年11月30日 令和2年10月19日
000028 9000178580 きとら家 656-0121 南あわじ市山添94-1 799452002 そうざい製造業 一般 株式会社きとらフードサービス 代表取締役 橋本 満仁 656-0121 兵庫県南あわじ市山添308-3 799443030 淡路(洲健)第26-18 令和2年10月19日 令和9年11月30日 令和2年10月19日
000028 9000178613 肉のやまじ 656-0513 南あわじ市賀集野田36-15 799520697 食肉販売業 一般 片山 理之 淡路(洲健)第17-30 令和2年10月21日 令和8年11月30日 令和2年10月21日
000028 9000178625 ゆめの浜 656-2305 淡路市浦657　東浦物産館１F 799752268 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社吹き戻しの里 代表取締役 藤村 良男 656-2323 兵庫県淡路市河内333番地の1 799743560 淡路(洲健)第1-97 令和2年10月20日 令和8年11月30日 令和2年10月20日
000028 9000178626 日月長 656-1521 淡路市多賀485-5 飲食店営業(4)その他 一般 大前 夏子 淡路(洲健)第1-98 令和2年10月21日 令和8年11月30日 令和2年10月21日
000028 9000178629 ワンコインバー　ＭｅｅＫ 656-2131 淡路市志筑91-7ツナポート2B 飲食店営業(4)その他 一般 地藏 健太郎 淡路(洲健)第1-99 令和2年10月22日 令和8年11月30日 令和2年10月22日
000028 9000178630 Ｈａａａ．．Ｙａ 656-2132 淡路市志筑新島10-33 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 片浜 大輔 淡路(洲健)第1-100 令和2年10月22日 令和8年11月30日 令和2年10月22日
000028 9000178704 洲本商工会議所　青年部 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 中川 貴博 淡路(洲健)第1-102 令和2年10月28日 令和7年11月30日 令和2年10月28日
000028 9000178705 洲本商工会議所　青年部 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 菓子製造業 露店 中川 貴博 淡路(洲健)第3-41 令和2年10月28日 令和7年11月30日 令和2年10月28日
000028 9000178796 炭火やきとりtoitoi 656-2311 淡路市久留麻1999 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社メンタルサポートサービス 代表取締役 足利 学 656-2301 兵庫県淡路市楠本378 淡路(洲健)第1-104 令和2年11月4日 令和8年11月30日 令和2年11月4日
000028 9000178799 ＲＥＤ　ＷＡＧＯＮ 656-0501 南あわじ市福良甲1562-2 飲食店営業(4)その他 一般 村上 勇奨 淡路(洲健)第1-105 令和2年11月4日 令和8年11月30日 令和2年11月4日
000028 9000178801 Rocca　shop 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社　六家 代表取締役 桑原 貴寛 578-0973 大阪府東大阪市東鴻池町一丁目4番32号 729269251 淡路(洲健)第1-107 令和2年11月5日 令和7年11月30日 令和2年11月5日
000028 9000178808 いちこ 656-1501 淡路市尾崎1636-3 799850153 飲食店営業(4)その他 一般 上田 厚子 淡路(洲健)第1-106 令和2年11月5日 令和8年11月30日 令和2年11月5日
000028 9000178846 プラット 656-2132 淡路市志筑新島10-41 菓子製造業 一般 中谷 益美 淡路(洲健)第3-43 令和2年11月10日 令和8年11月30日 令和2年11月10日
000028 9000178876 栄家食品株式会社 656-0011 洲本市炬口1丁目2-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 栄家食品株式会社 代表取締役 下家 俊治 559-0015 大阪府大阪市住之江区南加賀屋4丁目6番8号 666851358 淡路(洲健)第1-108 令和2年11月13日 令和8年11月30日 令和2年11月13日
000028 9000178931 風南カフェ 656-2334 淡路市釜口1839 飲食店営業(4)その他 一般 加藤 真帆 淡路(洲健)第1-109 令和2年11月18日 令和8年11月30日 令和2年11月18日
000028 9000178932 古酒の舎 656-1723 淡路市野島大川85-1大川ProjectD棟2階 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社匠創生 代表取締役 安村 亮彦 656-2401 兵庫県淡路市岩屋924-1 368327363 淡路(洲健)第1-110 令和2年11月18日 令和9年11月30日 令和2年11月18日
000028 9000178964 マイマルシェ　あわ津名市場 656-2163 淡路市中田299-6 799625561 そうざい製造業 一般 株式会社　マイ・マート 代表取締役 橋本 琢万 656-0101 兵庫県洲本市納85-1 799262866 淡路(洲健)第26-23 令和2年11月19日 令和8年11月30日 令和2年11月19日
000028 9000178974 淡路島Canned Foods株式会社 656-0012 洲本市宇山3丁目10-2　D号 799386684 かん詰又はびん詰食品製造業 一般 淡路島Canned Foods株式会社 代表取締役 秋間 潔 656-0012 兵庫県洲本市宇山3丁目10-2　D号 799386684 淡路(洲健)第11-5 令和2年11月19日 令和8年11月30日 令和2年11月19日
000028 9000179055 クボタ水産 656-0503 南あわじ市福良丙356-20 799520484 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 窪田 耕一 淡路(洲健)第1-112 令和2年11月26日 令和8年11月30日 令和2年11月26日
000028 9000179056 焼肉・ホルモン　福一 656-0501 南あわじ市福良甲1529-5　サンハイツ103 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 平岡 雄也 淡路(洲健)第1-113 令和2年11月26日 令和8年11月30日 令和2年11月26日
000028 9000179074 株式会社橋詰鮮魚 656-0503 南あわじ市福良丙1-21 799522587 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 ㈱橋詰鮮魚 代表取締役 片岡 永幸 656-0503 兵庫県南あわじ市福良丙1-21 799522587 淡路(洲健)第10-19 令和2年11月26日 令和8年11月30日 令和2年11月26日
000028 9000179078 ベーカリーカフェ　ミサキ 656-0341 南あわじ市津井1457-9 799365970 飲食店営業(4)その他 一般 ウエストビルサービス株式会社 代表取締役 小北 治光 540-0035 大阪府大阪市中央区釣鐘町2丁目2番8号ＤＤＣ釣鐘ビル 799365970 淡路(洲健)第1-115 令和2年12月1日 令和9年2月28日 令和2年12月1日
000028 9000179079 ベーカリーカフェ　ミサキ 656-0341 南あわじ市津井1457-9 799365970 菓子製造業 一般 ウエストビルサービス株式会社 代表取締役 小北 治光 540-0035 大阪府大阪市中央区釣鐘町2丁目2番8号ＤＤＣ釣鐘ビル 799365970 淡路(洲健)第3-49 令和2年12月1日 令和9年2月28日 令和2年12月1日
000028 9000179088 淡路小町 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店 大霜 光秀 淡路(洲健)第1-114 令和2年12月1日 令和8年2月28日 令和2年12月1日
000028 9000179112 寺千代水産 656-0502 南あわじ市福良乙1658-8 魚介類販売業 一般 寺岡 弘貴 淡路(洲健)第7-32 令和2年12月3日 令和9年2月28日 令和2年12月3日
000028 9000179113 木馬軒 656-0475 南あわじ市市三條1161-1 799425268 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 小畠 由成 淡路(洲健)第10-20 令和2年12月3日 令和9年2月28日 令和2年12月3日
000028 9000179122 縁たこ 656-0005 洲本市中川原町市原223-2 799281041 飲食店営業(4)その他 一般 西谷 茂子 淡路(洲健)第1-116 令和2年12月4日 令和9年2月28日 令和2年12月4日
000028 9000179123 縁たこ 656-0005 洲本市中川原町市原223-2 799281041 菓子製造業 一般 西谷 茂子 淡路(洲健)第3-50 令和2年12月4日 令和9年2月28日 令和2年12月4日
000028 9000179150 ザ・ミュージック 656-0026 洲本市栄町2丁目3-43 799241307 飲食店営業(4)その他 一般 細見 千里 淡路(洲健)第1-117 令和2年12月8日 令和9年2月28日 令和2年12月8日
000028 9000179153 玉屋旅館 656-0025 洲本市本町6丁目4-2 799220641 飲食店営業(3)旅館 一般 井口 公子 淡路(洲健)第1-118 令和2年12月8日 令和9年2月28日 令和2年12月8日
000028 9000179188 street cafe 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 黒田 真世 淡路(洲健)第1-123 令和2年12月17日 令和8年2月28日 令和2年12月17日
000028 9000179195 tworoga 656-2131 淡路市志筑1184-1 飲食店営業(4)その他 一般 藤本 知花 淡路(洲健)第1-119 令和2年12月11日 令和9年2月28日 令和2年12月11日
000028 9000179196 Gamy's　port 656-2131 淡路市志筑2844-3 799705291 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 池上 美加 淡路(洲健)第1-120 令和2年12月11日 令和9年2月28日 令和2年12月11日
000028 9000179197 農園レストラン夢蔵 656-1317 洲本市五色町鮎原小山田89 799302260 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 堀井 孟 淡路(洲健)第1-121 令和2年12月14日 令和9年2月28日 令和2年12月14日
000028 9000179214 肉の小畑 656-0025 洲本市本町4丁目5番19号 799220183 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社淡路小畑 代表取締役 小畑 義文 656-0054 兵庫県洲本市宇原1344番地 799242929 淡路(洲健)第1-122 令和2年12月14日 令和9年2月28日 令和2年12月14日
000028 9000179215 肉の小畑 656-0025 洲本市本町4丁目5番19号 799220183 食肉販売業 一般 有限会社淡路小畑 代表取締役 小畑 義文 656-0054 兵庫県洲本市宇原1344番地 799242929 淡路(洲健)第17-40 令和2年12月14日 令和9年2月28日 令和2年12月14日
000028 9000179221 彩翔 656-2305 淡路市浦890番地1 799752758 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 安田 誉志也 淡路(洲健)第1-125 令和2年12月17日 令和9年2月28日 令和2年12月17日
000028 9000179222 株式会社　濵西商店 656-1602 淡路市育波2081番地2 799840247 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　濵西商店 代表取締役 濵西 宣行 656-1602 兵庫県淡路市育波2081番地2 799840247 淡路(洲健)第1-124 令和2年12月17日 令和9年2月28日 令和2年12月17日
000028 9000179223 株式会社　濵西商店 656-1602 淡路市育波2081番地2 799840247 食肉処理業 一般 株式会社　濵西商店 代表取締役 濵西 宣行 656-1602 兵庫県淡路市育波2081番地2 799840247 淡路(洲健)第16-3 令和2年12月17日 令和9年2月28日 令和2年12月17日
000028 9000179237 カリコバーベキューガーデン 656-0341 南あわじ市津井1480-3 799365970 飲食店営業(4)その他 一般 ウエストビルサービス株式会社 代表取締役 小北 治光 540-0035 大阪府大阪市中央区釣鐘町2丁目2番8号ＤＤＣ釣鐘ビル 669466541 淡路(洲健)第1-126 令和2年12月21日 令和9年2月28日 令和2年12月21日
000028 9000179251 dog　park　and　resort　Coba 656-2221 淡路市長沢字南谷1203他14筆 799708583 飲食店営業(3)旅館 一般 増田 賀子 淡路(洲健)第1-127 令和2年12月22日 令和9年2月28日 令和2年12月22日
000028 9000179268 淡旬料理　ぢろけん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 地藏 健太郎 淡路(洲健)第1-128 令和2年12月23日 令和8年2月28日 令和2年12月23日
000028 9000179270 学校法人　関西看護医療大学 656-2131 淡路市志筑1456-4 799601200 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 学校法人　関西看護医療大学 理事長 粟原 栄治 656-2131 兵庫県淡路市志筑1456番4号 799601200 淡路(洲健)第1-129 令和2年12月23日 令和9年2月28日 令和2年12月23日
000028 9000179312 焼王 656-2331 淡路市仮屋184 飲食店営業(4)その他 一般 藤井 香居 淡路(洲健)第1-130 令和2年12月24日 令和9年2月28日 令和2年12月24日
000028 9000179313 TAIYO　COFFEE 656-2132 淡路市志筑3111-32 799600266 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社サンデサン 代表取締役 増田 誠子 656-2132 兵庫県淡路市志筑新島3111-32 799600266 淡路(洲健)第1-132 令和2年12月28日 令和9年2月28日 令和2年12月28日
000028 9000179317 ホームラン 656-0472 南あわじ市市善光寺25番地10-103号 799206094 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 山田 全美 淡路(洲健)第1-134 令和3年1月4日 令和9年2月28日 令和3年1月4日
000028 9000179318 淡路島愛カフェ 656-0661 南あわじ市阿那賀1649-16 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 濟藤 ひとみ 淡路(洲健)第1-135 令和3年1月4日 令和9年2月28日 令和3年1月4日
000028 9000179319 高橋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 高橋 直晃 淡路(洲健)第1-133 令和2年12月28日 令和8年2月28日 令和2年12月28日
000028 9000179323 米田家食堂 656-0025 洲本市本町7丁目2-25 799240081 菓子製造業 一般 一般社団法人洲本福祉朋和会 代表理事 木田 京志 656-0021 兵庫県洲本市塩屋二丁目1番57号 799240500 淡路(洲健)第3-52 令和3年1月5日 令和9年2月28日 令和3年1月5日
000028 9000179347 釣り宿　海英 656-2543 洲本市由良町由良161 飲食店営業(3)旅館 一般 二宮 美和 淡路(洲健)第1-136 令和3年1月6日 令和9年2月28日 令和3年1月6日
000028 9000179348 釣り宿　海英 656-2543 洲本市由良町由良161 魚介類販売業 一般 二宮 美和 淡路(洲健)第7-34 令和3年1月6日 令和9年2月28日 令和3年1月6日
000028 9000179364 PEACE 656-0025 洲本市本町3丁目1-18神和荘101号 799386766 飲食店営業(4)その他 一般 高畠 諒 淡路(洲健)第1-137 令和3年1月8日 令和9年2月28日 令和3年1月8日
000028 9000179377 麦笑 656-0473 南あわじ市市小井451-37 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井上 秀人 淡路(洲健)第1-138 令和3年1月12日 令和9年2月28日 令和3年1月12日
000028 9000179421 ありがとう　キッチン 656-2311 淡路市久留麻54-3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 坪倉 正明 淡路(洲健)第1-141 令和3年1月14日 令和9年2月28日 令和3年1月14日
000028 9000179422 いず美 656-0046 洲本市金屋1180 飲食店営業(4)その他 一般 和泉 喜美子 淡路(洲健)第1-139 令和3年1月14日 令和9年2月28日 令和3年1月14日
000028 9000179456 まほろば 656-2223 淡路市生穂1478 799641236 そうざい製造業 一般 辻川 美佐子 淡路(洲健)第26-26 令和3年1月15日 令和9年2月28日 令和3年1月15日
000028 9000179458 awatsumugi 656-1322 洲本市五色町鮎原上664-5 そうざい製造業 一般 坂本 祐美子 淡路(洲健)第26-25 令和3年1月14日 令和9年2月28日 令和3年1月14日
000028 9000179465 株式会社　米田 656-0101 洲本市納265番地1 799220469 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社　米田 代表取締役 有賀 雄一 656-0021 兵庫県洲本市塩屋1丁目2-15 799220469 淡路(洲健)第1-140 令和3年1月14日 令和9年2月28日 令和3年1月14日
000028 9000179466 株式会社　米田 656-0101 洲本市納265番地1 799220469 そうざい製造業 一般 株式会社　米田 代表取締役 有賀 雄一 656-0021 兵庫県洲本市塩屋1丁目2-15 799220469 淡路(洲健)第26-24 令和3年1月14日 令和9年2月28日 令和3年1月14日
000028 9000179488 淡路マルマサ・フード株式会社 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 799551777 飲食店営業(4)その他 自動車 淡路マルマサ・フード株式会社 代表取締役 高川 元太郎 656-0531 兵庫県南あわじ市北阿万伊賀野473-1 799551777 淡路(洲健)第1-144 令和3年1月21日 令和8年2月28日 令和3年1月21日
000028 9000179497 良屋 656-0516 南あわじ市賀集福井1806 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社良屋 代表取締役 島田 竜 656-0516 兵庫県南あわじ市賀集福井1806 淡路(洲健)第1-145 令和3年1月21日 令和9年2月28日 令和3年1月21日
000028 9000179563 洲本家 656-0025 洲本市本町6丁目1-38 菓子製造業 一般 境 学 淡路(洲健)第3-54 令和3年1月27日 令和9年2月28日 令和3年1月27日
000028 9000179568 谷口商店 656-1343 洲本市五色町鳥飼中327 799340448 魚介類販売業 一般 谷口 弘純 淡路(洲健)第7-35 令和3年1月21日 令和9年2月28日 令和3年1月21日
000028 9000179581 潮 656-0021 洲本市塩屋1丁目 3- 3 799240140 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 津川 佳幸 淡路(洲健)第1-142 令和3年1月19日 令和9年2月28日 令和3年1月19日
000028 9000179584 コメダ珈琲店　淡路志筑店 656-2131 淡路市志筑1731-2 799621030 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社鈴木商店 代表取締役 鈴木 順也 656-2131 兵庫県淡路市志筑1720番地の1 799621681 淡路(洲健)第1-147 令和3年1月29日 令和9年2月28日 令和3年1月29日
000028 9000179585 イオンリテール株式会社イオン淡路店 656-2132 淡路市志筑新島10-2 799626300 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1 432116110 淡路(洲健)第1-148 令和3年1月29日 令和10年2月29日 令和3年1月29日
000028 9000179613 ベーカリーカフェ　ミサキ 656-0341 南あわじ市津井1457-9 799365970 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー ウエストビルサービス株式会社 代表取締役 小北 治光 540-0035 大阪府大阪市中央区釣鐘町2丁目2番8号ＤＤＣ釣鐘ビル 799365970 淡路(洲健)第14-16 令和3年2月1日 令和8年2月28日 令和3年2月1日
000028 9000179615 ギャラクシーキッチン 656-0341 南あわじ市津井1457-9 799365970 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ウエストビルサービス株式会社 代表取締役 小北 治光 540-0035 大阪府大阪市中央区釣鐘町2丁目2番8号ＤＤＣ釣鐘ビル 799365970 淡路(洲健)第1-149 令和3年2月1日 令和9年2月28日 令和3年2月1日
000028 9000179617 ＭＥＡＴ　２９ 656-0427 南あわじ市榎列松田210-1 799384129 食肉製品製造業 一般 ｏｎｌｙ　ｏｎｅ　ｍｅａｔ株式会社 代表取締役 前川 広志 656-0455 兵庫県南あわじ市神代國衙860 799384129 淡路(洲健)第18-1 令和3年2月1日 令和9年2月28日 令和3年2月1日
000028 9000179623 清中 656-0501 南あわじ市福良甲250-2 799522643 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中野 康人 淡路(洲健)第1-146 令和3年1月26日 令和9年2月28日 令和3年1月26日
000028 9000179654 ｽﾅｯｸ 彩 656-2131 淡路市志筑2840-25光清ﾌｧｰｽﾄﾋﾞﾙ1-C 799626809 飲食店営業(4)その他 一般 中尾 瑞穂 淡路(洲健)第1-152 令和3年2月5日 令和9年2月28日 令和3年2月5日
000028 9000179661 洲本オリオン 656-0025 洲本市本町5-4-8 799220265 喫茶店営業 一般 (有)オリオン 取締役 野口 仁 656-0025 兵庫県洲本市本町5-4-8 淡路(洲健)第12-35 令和3年2月5日 令和9年2月28日 令和3年2月5日
000028 9000179673 アグリミュージアムNADA　DINING　BAR　ADAN 656-0551 南あわじ市灘山本313-2F 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社エコリカル 代表取締役 菊川 健一 656-0332 兵庫県南あわじ市湊1334 799330999 淡路(洲健)第1-151 令和3年2月4日 令和9年2月28日 令和3年2月4日
000028 9000179681 鳥文 656-0025 洲本市本町4丁目5番17号 799221183 飲食店営業(4)その他 一般 増田 正文 淡路(洲健)第1-155 令和3年2月9日 令和9年2月28日 令和3年2月9日
000028 9000179682 鳥文 656-0025 洲本市本町4丁目5番17号 799221183 食肉販売業 一般 増田 正文 淡路(洲健)第17-51 令和3年2月9日 令和9年2月28日 令和3年2月9日
000028 9000179690 Shima　Casino(島カジノ) 656-0025 洲本市本町5丁目2-4　ﾗﾑｰﾙ洲本2F 飲食店営業(4)その他 一般 木下 安正 淡路(洲健)第1-153 令和3年2月8日 令和9年2月28日 令和3年2月8日
000028 9000179692 mappee　coffee　works 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 松平 あかね 淡路(洲健)第1-154 令和3年2月9日 令和8年2月28日 令和3年2月9日
000028 9000179715 第八戎丸 656-0025 洲本市本町5丁目1-18 魚介類販売業 一般 杉本 由美恵 淡路(洲健)第7-48 令和3年2月12日 令和9年2月28日 令和3年2月12日
000028 9000179716 第八戎丸 656-0025 洲本市本町5丁目1-18 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 杉本 由美恵 淡路(洲健)第10-23 令和3年2月12日 令和9年2月28日 令和3年2月12日
000028 9000179747 miele　the　garden  (ﾐｴﾚ･ｻﾞ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ) 656-1721 淡路市野島蟇浦816 799821907 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社パソナふるさとインキュベーション 代表取締役 瀬川 康弘 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦841-5 799821820 淡路(洲健)第1-156 令和3年2月16日 令和10年2月29日 令和3年2月16日
000028 9000179748 miele　the　garden  (ﾐｴﾚ･ｻﾞ･ｶﾞｰﾃﾞﾝ) 656-1721 淡路市野島蟇浦816 799821907 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社パソナふるさとインキュベーション 代表取締役 瀬川 康弘 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦841-5 799821820 淡路(洲健)第14-18 令和3年2月16日 令和9年2月28日 令和3年2月16日
000028 9000179798 オレンジペコ 656-0017 洲本市上内膳1391-1 799230362 飲食店営業(4)その他 一般 片山 幸子 淡路(洲健)第1-157 令和3年2月18日 令和9年2月28日 令和3年2月18日
000028 9000179816 West-takeover 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 西胤 諒 淡路(洲健)第1-160 令和3年2月22日 令和8年2月28日 令和3年2月22日
000028 9000179824 有限会社新家青果 656-1321 洲本市五色町鮎原中邑1005 799320024 そうざい製造業 一般 有限会社新家青果 代表取締役 新家 春輝 656-1321 兵庫県洲本市五色町鮎原中邑1005 799320024 淡路(洲健)第26-33 令和3年2月22日 令和9年2月28日 令和3年2月22日
000028 9000179825 PATRASCHE 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 臼井 孝雄 淡路(洲健)第1-159 令和3年2月22日 令和8年2月28日 令和3年2月22日
000028 9000179838 有限会社　浜口商店 656-2401 淡路市岩屋1843-7 799722442 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 有限会社浜口商店 代表取締役 濵口 昌克 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1842番地の9 799722123 淡路(洲健)第10-24 令和3年2月19日 令和9年2月28日 令和3年2月19日
000028 9000179882 米田家食堂 656-0025 洲本市本町七丁目2番25号 799240082 飲食店営業(4)その他 一般 一般社団法人洲本福祉朋和会 代表理事 木田 京志 656-0021 兵庫県洲本市塩屋二丁目1番57号 799240500 淡路(洲健)第1-161 令和3年2月24日 令和9年2月28日 令和3年2月24日
000028 9000179904 cuisine　cafe　椛　～Momiji～ 656-2311 淡路市久留麻185-1　ﾗ･ﾌﾟﾙﾐｴｰﾙ久留麻1階 799753338 菓子製造業 一般 照山 美希 淡路(洲健)第3-64 令和3年2月25日 令和9年2月28日 令和3年2月25日
000028 9000179905 KUMI'S　KITCHEN 656-2401 淡路市岩屋11-23 菓子製造業 一般 淡路島ぐるめ屋株式会社 代表取締役 三谷 久美子 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1901-5 淡路(洲健)第3-63 令和3年2月25日 令和9年2月28日 令和3年2月25日
000028 9000179907 すし富 656-2401 淡路市岩屋2674-3 799720220 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯6番地 799743257 淡路(洲健)第1-162 令和3年2月25日 令和9年2月28日 令和3年2月25日
000028 9000179974 Cafe　ｽﾊﾟｲｽ　589 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 村上 雅代 淡路(洲健)第1-164 令和3年3月5日 令和8年5月31日 令和3年3月5日
000028 9000179978 ＧＲＥＥＮＡＲＩＵＭ　ＡＷＡＪＩＳＨＩＭＡ  いちごピクニック 656-1726 淡路市野島常盤1550-1 799705116 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社淡路の島菜園 代表取締役 大森 一輝 656-1726 兵庫県淡路市野島常盤1550番地11 799706463 淡路(洲健)第14-20 令和3年3月4日 令和8年5月31日 令和3年3月4日
000028 9000179994 maaru factory 656-0122 南あわじ市広田広田865-1 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社カタドル 代表取締役 三宅 英樹 656-0121 兵庫県南あわじ市山添624番地5 799452486 淡路(洲健)第1-166 令和3年3月8日 令和9年5月31日 令和3年3月8日
000028 9000179995 maaru factory 656-0122 南あわじ市広田広田865-1 菓子製造業 一般 株式会社カタドル 代表取締役 三宅 英樹 656-0121 兵庫県南あわじ市山添624番地5 799452486 淡路(洲健)第3-67 令和3年3月8日 令和9年5月31日 令和3年3月8日
000028 9000179996 ＧＲＥＥＮＡＲＩＵＭ　ＡＷＡＪＩＳＨＩＭＡ  いちごピクニック 656-1726 淡路市野島常盤1550-1 799705116 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社淡路の島菜園 代表取締役 大森 一輝 656-1726 兵庫県淡路市野島常盤1550番地11 799706463 淡路(洲健)第1-165 令和3年3月5日 令和8年5月31日 令和3年3月5日
000028 9000180006 森果樹園 656-1313 洲本市五色町鮎原西368 799320909 菓子製造業 一般 森 知宏 淡路(洲健)第3-66 令和3年3月5日 令和9年5月31日 令和3年3月5日
000028 9000180052 鳥ロマン　一秀家 656-0026 洲本市栄町二丁目3番40号プロシード1 799233339 飲食店営業(4)その他 一般 グッドピープル(株) 河崎 秀典 656-0012 兵庫県洲本市宇山1丁目4-56 799233000 淡路(洲健)第1-168 令和3年3月9日 令和9年5月31日 令和3年3月9日
000028 9000180066 海の家　けいの松原 656-0304 南あわじ市松帆古津路577-116 799365434 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 増田 弘 淡路(洲健)第1-169 令和3年3月12日 令和9年5月31日 令和3年3月12日
000028 9000180073 KUMI'S　KITCHEN 656-2401 淡路市岩屋11-23 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 淡路島ぐるめ屋株式会社 代表取締役 三谷 久美子 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1901-5 淡路(洲健)第10-28 令和3年3月11日 令和9年5月31日 令和3年3月11日
000028 9000180075 円生デコポン園 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 佐藤 真佐司 淡路(洲健)第1-170 令和3年3月12日 令和8年5月31日 令和3年3月12日
000028 9000180101 有限会社くろだ 656-0004 洲本市中川原町安坂762 799281999 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 有限会社くろだ 代表取締役 黒田 拓哉 656-0004 兵庫県洲本市中川原町安坂762 799281999 淡路(洲健)第10-27 令和3年3月10日 令和10年5月31日 令和3年3月10日



000028 9000180157 特別養護老人ホーム　くにうみの里 656-0013 洲本市下加茂1丁目6-6 799223344 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 332873611 淡路(洲健)第1-173 令和3年3月19日 令和10年5月31日 令和3年3月19日
000028 9000180199 琥珀の雫 656-0651 南あわじ市伊加利775-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山田 孝夫 淡路(洲健)第1-176 令和3年3月24日 令和9年5月31日 令和3年3月24日
000028 9000180203 しあわせ島ごはん　まどみ 656-0025 洲本市本町5丁目2-23 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Awaji&Co. 代表取締役 網城 恵子 656-0023 兵庫県洲本市小路谷1276 799220358 淡路(洲健)第1-174 令和3年3月23日 令和9年5月31日 令和3年3月23日
000028 9000180284 Rarth 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 細川 亮 淡路(洲健)第1-183 令和3年3月29日 令和8年5月31日 令和3年3月29日
000028 9000180285 Cafe　Rocca 656-2144 淡路市下司1591-6 729269251 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社六家 代表取締役 桑原 貴寛 578-0973 大阪府東大阪市東鴻池町一丁目4番32号 729269251 淡路(洲健)第1-182 令和3年3月29日 令和9年5月31日 令和3年3月29日
000028 9000180286 ファミリーマート淡路岩屋店 656-2401 淡路市岩屋1730-3 799732307 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ファミリーマート 代表取締役 細見 研介 108-0023 東京都港区芝浦三丁目1番21号 339896600 淡路(洲健)第1-179 令和3年3月26日 令和9年5月31日 令和3年3月26日
000028 9000180293 GREENARIUM　GRANARY 656-2305 淡路市浦545 799701320 菓子製造業 一般 株式会社淡路の島菜園 代表取締役 大森 一輝 656-1726 兵庫県淡路市野島常盤1550番地11 799706463 淡路(洲健)第3-68 令和3年3月26日 令和9年5月31日 令和3年3月26日
000028 9000180294 韓食家飯　まさにぃ 656-1741 淡路市浅野南字田の脇776 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 穂坂 昌幸 淡路(洲健)第1-178 令和3年3月26日 令和9年5月31日 令和3年3月26日
000028 9000180302 淡路島海上ホテル 656-0501 南あわじ市福良甲21-1 799521175 そうざい製造業 一般 南淡路観光開発㈱ 代表取締役 滝川 加恵子 656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲21-1 799521175 淡路(洲健)第26-35 令和3年3月29日 令和9年5月31日 令和3年3月29日
000028 9000180303 淡路島海上ホテル 656-0501 南あわじ市福良甲21-1 799521175 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 南淡路観光開発㈱ 代表取締役 滝川 加恵子 656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲21-1 799521175 淡路(洲健)第10-29 令和3年3月29日 令和9年5月31日 令和3年3月29日
000028 9000180307 Bar Via Costa 656-0022 洲本市海岸通2丁目6-22 飲食店営業(4)その他 一般 L'ISOLETTA合同会社 代表取締役 井壷 幸徳 656-0024 兵庫県洲本市山手1丁目1番37号 799255260 淡路(洲健)第1-185 令和3年3月29日 令和9年5月31日 令和3年3月29日
000028 9000180311 NAKAYA 656-0012 洲本市宇山3-6-17 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中舎 慎太郎 淡路(洲健)第1-184 令和3年3月29日 令和9年5月31日 令和3年3月29日
000028 9000180313 シフォンケーキMint 656-0051 洲本市物部3丁目10-8 799230886 飲食店営業(4)その他 一般 岸本 光代 淡路(洲健)第1-181 令和3年3月26日 令和9年5月31日 令和3年3月26日
000028 9000180314 シフォンケーキMint 656-0051 洲本市物部3丁目10-8 799230886 菓子製造業 一般 岸本 光代 淡路(洲健)第3-69 令和3年3月26日 令和9年5月31日 令和3年3月26日
000028 9000180317 チーズ＆ピザワークス  アワジシマ 656-0021 洲本市塩屋1-1-8 799251500 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社アルファビア 代表取締役 北島 英志 656-0025 兵庫県洲本市本町1丁目1番38号 799251500 淡路(洲健)第1-186 令和3年3月29日 令和9年5月31日 令和3年3月29日
000028 9000180318 チーズ＆ピザワークス  アワジシマ 656-0021 洲本市塩屋1-1-8 799251500 菓子製造業 一般 株式会社アルファビア 代表取締役 北島 英志 656-0025 兵庫県洲本市本町1丁目1番38号 799251500 淡路(洲健)第3-70 令和3年3月29日 令和9年5月31日 令和3年3月29日
000028 9000180319 チーズ＆ピザワークス  アワジシマ 656-0021 洲本市塩屋1-1-8 799251500 乳製品製造業 一般 株式会社アルファビア 代表取締役 北島 英志 656-0025 兵庫県洲本市本町1丁目1番38号 799251500 淡路(洲健)第5-1 令和3年3月29日 令和9年5月31日 令和3年3月29日
000028 9000180321 GREENARIUM　GRANARY　直売所 656-2305 淡路市浦545 799701320 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社淡路の島菜園 代表取締役 大森 一輝 656-1726 兵庫県淡路市野島常盤1550番地11 799706463 淡路(洲健)第1-180 令和3年3月26日 令和9年5月31日 令和3年3月26日
000028 9000180322 GREENARIUM　GRANARY　直売所 656-2305 淡路市浦545 799701320 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社淡路の島菜園 代表取締役 大森 一輝 656-1726 兵庫県淡路市野島常盤1550番地11 799706463 淡路(洲健)第14-21 令和3年3月26日 令和8年5月31日 令和3年3月26日
000028 9000180326 ごはん処　和 656-2305 淡路市浦1178-14 799707700 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 節和 香詩 淡路(洲健)第1-187 令和3年3月31日 令和9年5月31日 令和3年3月31日
000028 9000180409 金慶屋　焼王 656-2331 淡路市仮屋184 飲食店営業(4)その他 一般 金子 慶多 淡路(洲健)第1-2 令和3年4月7日 令和9年5月31日 令和3年4月7日
000028 9000180410 ふろやのよこっちょ 656-2401 淡路市岩屋1470 飲食店営業(4)その他 一般 一般社団法人島風呂隊 代表理事 松本 康治 673-0878 兵庫県明石市山下町７番27-402号 淡路(洲健)第1-1 令和3年4月6日 令和9年5月31日 令和3年4月6日
000028 9000180417 APOLLO 656-0025 洲本市本町4-3-4ライフビル1F右 飲食店営業(4)その他 一般 大下 和也 淡路(洲健)第1-4 令和3年4月8日 令和9年5月31日 令和3年4月8日
000028 9000180426 むらや 656-2131 淡路市志筑3267-3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 村上 勝洋 淡路(洲健)第1-5 令和3年4月9日 令和9年5月31日 令和3年4月9日
000028 9000180431 太伸 656-1332 洲本市五色町広石北636-1 飲食店営業(4)その他 一般 武田 里美 淡路(洲健)第1-3 令和3年4月8日 令和9年5月31日 令和3年4月8日
000028 9000180483 道楽 656-0025 洲本市本町4-3-7 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 池島 要 淡路(洲健)第1-7 令和3年4月12日 令和9年5月31日 令和3年4月12日
000028 9000180485 Studio Lodge 656-0017 洲本市上内膳1337 飲食店営業(4)その他 一般 神田 敦司 淡路(洲健)第1-9 令和3年4月13日 令和9年5月31日 令和3年4月13日
000028 9000180501 怜和製菓 656-0021 洲本市塩屋1丁目1番8号 菓子製造業 一般 怜和製菓株式会社 代表取締役 原口 怜 656-0026 兵庫県洲本市栄町四丁目1番3号 799221470 淡路(洲健)第3-1 令和3年4月9日 令和9年5月31日 令和3年4月9日
000028 9000180502 はやしお 656-2401 淡路市岩屋2942番地33 799725566 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社　はやしお 代表取締役 西田 満治 656-2401 兵庫県淡路市岩屋2942番地33 799725566 淡路(洲健)第1-11 令和3年4月14日 令和9年5月31日 令和3年4月14日
000028 9000180503 志麻 656-2401 淡路市岩屋1515-10 799724010 菓子製造業 一般 埴原 加奈 淡路(洲健)第3-3 令和3年4月14日 令和9年5月31日 令和3年4月14日
000028 9000180505 興隆寺ジビエ処理加工施設 656-2211 淡路市興隆寺940-1 食肉販売業 一般 合同会社興隆寺 代表社員 藤岡 淳二 656-2211 兵庫県淡路市興隆寺626番地 淡路(洲健)第17-2 令和3年4月12日 令和9年5月31日 令和3年4月12日
000028 9000180506 ルイ―ダの酒場 656-2301 淡路市楠本2425-2 799647061 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 (株)ニジゲンノモリ 代表取締役 貞松 宏茂 656-2401 兵庫県淡路市岩屋924番地1 799647061 淡路(洲健)第1-6 令和3年4月12日 令和9年5月31日 令和3年4月12日
000028 9000180507 ルイ―ダの酒場 656-2301 淡路市楠本2425-2 799647061 菓子製造業 一般 (株)ニジゲンノモリ 代表取締役 貞松 宏茂 656-2401 兵庫県淡路市岩屋924番地1 799647061 淡路(洲健)第3-2 令和3年4月12日 令和9年5月31日 令和3年4月12日
000028 9000180509 焼肉　あらき 656-0446 南あわじ市八木寺内1304番地 799432911 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＡＲＡＫＩ 代表取締役 舛田 一夫 656-0446 兵庫県南あわじ市八木寺内1304番地 799432911 淡路(洲健)第1-13 令和3年4月16日 令和9年5月31日 令和3年4月16日
000028 9000180510 淡路島・隠れ家Bar Wanny＆Manabee 656-0502 南あわじ市福良乙742番地1 飲食店営業(4)その他 一般 保坂 卓也 淡路(洲健)第1-12 令和3年4月16日 令和9年5月31日 令和3年4月16日
000028 9000180515 キャプティブ 656-0025 洲本市本町7丁目4-45 飲食店営業(4)その他 一般 吉田 康輔 淡路(洲健)第1-10 令和3年4月13日 令和9年5月31日 令和3年4月13日
000028 9000180530 ありがとうキッチン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 坪倉 正明 淡路(洲健)第1-14 令和3年4月16日 令和8年5月31日 令和3年4月16日
000028 9000180542 ハレノサラ 656-2152 淡路市木曽上324 799647433 菓子製造業 一般 小濱 妙 淡路(洲健)第3-5 令和3年4月20日 令和9年5月31日 令和3年4月20日
000028 9000180543 まんまる 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 嶋本 秀和 淡路(洲健)第1-15 令和3年4月20日 令和8年5月31日 令和3年4月20日
000028 9000180548 怜和製菓 656-0026 洲本市栄町四丁目1番3号 799221470 菓子製造業 一般 怜和製菓株式会社 代表取締役 原口 怜 656-0026 兵庫県洲本市栄町四丁目1番3号 799221470 淡路(洲健)第3-6 令和3年4月20日 令和9年5月31日 令和3年4月20日
000028 9000180549 怜和製菓 656-0026 洲本市栄町四丁目1番3号 799221470 アイスクリーム類製造業 一般 怜和製菓株式会社 代表取締役 原口 怜 656-0026 兵庫県洲本市栄町四丁目1番3号 799221470 淡路(洲健)第14-1 令和3年4月20日 令和9年5月31日 令和3年4月20日
000028 9000180550 怜和製菓 656-0026 洲本市栄町四丁目1番3号 799221470 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 怜和製菓株式会社 代表取締役 原口 怜 656-0026 兵庫県洲本市栄町四丁目1番3号 799221470 淡路(洲健)第10-1 令和3年4月20日 令和9年5月31日 令和3年4月20日
000028 9000180554 うずの丘　スカイテラス工房 656-0503 南あわじ市福良丙936-3 799522888 菓子製造業 一般 株式会社うずのくに南あわじ 代表取締役 飛田 俊紀 656-0503 兵庫県南あわじ市福良字鳥取丙947番地の22 799521157 淡路(洲健)第3-7 令和3年4月22日 令和9年5月31日 令和3年4月22日
000028 9000180555 うずの丘　スカイテラスキッチン 656-0503 南あわじ市福良丙936-3 799522888 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社うずのくに南あわじ 代表取締役 飛田 俊紀 656-0503 兵庫県南あわじ市福良字鳥取丙947番地の22 799521157 淡路(洲健)第1-16 令和3年4月22日 令和9年5月31日 令和3年4月22日
000028 9000180556 うずの丘　スカイテラスキッチン 656-0503 南あわじ市福良丙936-3 799522888 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 株式会社うずのくに南あわじ 代表取締役 飛田 俊紀 656-0503 兵庫県南あわじ市福良字鳥取丙947番地の22 799521157 淡路(洲健)第10-2 令和3年4月22日 令和9年5月31日 令和3年4月22日
000028 9000180557 うずの丘　スカイテラスキッチン 656-0503 南あわじ市福良丙936-3 799522888 そうざい製造業 一般 株式会社うずのくに南あわじ 代表取締役 飛田 俊紀 656-0503 兵庫県南あわじ市福良字鳥取丙947番地の22 799521157 淡路(洲健)第26-1 令和3年4月22日 令和9年5月31日 令和3年4月22日
000028 9000180564 エムエージー 656-0051 洲本市物部1丁目12-50 魚介類販売業 一般 谷 涼平 淡路(洲健)第7-2 令和3年4月20日 令和9年5月31日 令和3年4月20日
000028 9000180574 akiyama。 656-0025 洲本市本町5丁目3-4 飲食店営業(4)その他 一般 秋山 唯 淡路(洲健)第1-17 令和3年4月20日 令和9年5月31日 令和3年4月20日
000028 9000180587 中尾糀店 656-0455 南あわじ市神代國衙657-1 799420363 みそ製造業 一般 中尾 寬 淡路(洲健)第20-1 令和3年4月27日 令和9年5月31日 令和3年4月27日
000028 9000180589 和久羅 656-0455 南あわじ市神代國衙1092 799421939 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 下賀 大悟 淡路(洲健)第1-19 令和3年4月27日 令和9年5月31日 令和3年4月27日
000028 9000180593 farm studio テーブルと燕 656-0025 洲本市本町7丁目1－32 799384416 飲食店営業(4)その他 一般 富田 祥子 淡路(洲健)第1-18 令和3年4月20日 令和9年5月31日 令和3年4月20日
000028 9000180594 farm studio テーブルと燕 656-0025 洲本市本町7丁目1－32 799384416 菓子製造業 一般 富田 祥子 淡路(洲健)第3-8 令和3年4月20日 令和9年5月31日 令和3年4月20日
000028 9000180616 高級鮮魚卸　いわの水産直営  あわじしま海鮮ちらし桜の木 656-2401 淡路市岩屋2942-39　③号 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩野 司 淡路(洲健)第1-25 令和3年4月23日 令和9年5月31日 令和3年4月23日
000028 9000180617 スパイスボックス　ナラムマサラ 656-2401 淡路市岩屋2942-39　④号 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社シンクロニシティ・コーポレーション 代表取締役 稲次 知己 630-8114 奈良県奈良市芝辻町二丁目8番12号 742340220 淡路(洲健)第1-26 令和3年4月23日 令和9年5月31日 令和3年4月23日
000028 9000180651 浜の屋 656-0025 洲本市本町4丁目2-11 799240438 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 渡 新介 淡路(洲健)第1-8 令和3年4月12日 令和9年5月31日 令和3年4月12日
000028 9000180658 BonBons 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 みなみ総合販売合同会社 代表社員 田村 伸也 656-0473 兵庫県南あわじ市市小井329-2 淡路(洲健)第1-20 令和3年4月22日 令和8年5月31日 令和3年4月22日
000028 9000180679 PICNIC　GARDEN(ﾋﾟｸﾆｯｸｶﾞｰﾃﾞﾝ) 656-1511 淡路市郡家1028-1 799850316 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社バルニバービオーガスト 代表取締役 田中 亮平 656-1501 兵庫県淡路市尾崎1798番地3 淡路(洲健)第1-39 令和3年4月23日 令和9年5月31日 令和3年4月23日
000028 9000180680 GOOD　MORNING　BURGER，SIMA-LEMON 656-1511 淡路市郡家1028-1 799850316 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社バルニバービオーガスト 代表取締役 田中 亮平 656-1501 兵庫県淡路市尾崎1798番地3 淡路(洲健)第1-40 令和3年4月23日 令和9年5月31日 令和3年4月23日
000028 9000180681 GOOD　MORNING　BURGER，SIMA-LEMON 656-1511 淡路市郡家1028-1 799850316 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社バルニバービオーガスト 代表取締役 田中 亮平 656-1501 兵庫県淡路市尾崎1798番地3 淡路(洲健)第14-2 令和3年4月23日 令和8年5月31日 令和3年4月23日
000028 9000180682 Glamping　Resort　Awaji 656-2401 淡路市岩屋2604 799723233 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社キコークリエイト 代表取締役 笹倉 光雄 540-0028 大阪府大阪市中央区常盤町二丁目1番13号 667050789 淡路(洲健)第1-38 令和3年4月23日 令和9年5月31日 令和3年4月23日
000028 9000180684 ゆいまーる淡路 656-1512 淡路市北山796番地3 799850788 喫茶店営業 一般 株式会社光企画 代表取締役 橋本 光弘 656-1512 兵庫県淡路市北山796番地3 799850788 淡路(洲健)第12-1 令和3年4月23日 令和9年5月31日 令和3年4月23日
000028 9000180687 別館グランドホテル2 656-0023 洲本市小路谷23番地1 799232200 魚肉ねり製品製造業 一般 株式会社ホテルニューアワジ 代表取締役 木下 紘一 656-0023 兵庫県洲本市小路谷20番地 799232200 淡路(洲健)第9-1 令和3年4月20日 令和10年5月31日 令和3年4月20日
000028 9000180705 656-0031 洲本市千草己2番地1 799252588 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 社会福祉法人洲本たちばな福祉会 理事長 伊富貴 幸廣 656-2541 兵庫県洲本市由良1丁目6番7号 799270146 淡路(洲健)第1-41 令和3年4月23日 令和9年5月31日 令和3年4月23日
000028 9000180735 Restro　Le　5　Mai  (ﾚｽﾄﾛ　ﾙ･ｻﾝｸ･ﾒ) 656-2131 淡路市志筑1386-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷 直樹 淡路(洲健)第1-42 令和3年4月28日 令和9年5月31日 令和3年4月28日
000028 9000180736 ニコニコBEACH 656-1606 淡路市室津字小川2289-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福田 優作 淡路(洲健)第1-44 令和3年4月28日 令和9年5月31日 令和3年4月28日
000028 9000180738 La　Rose 656-2301 淡路市楠本字場中2593番8 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社パソナふるさとインキュベーション 代表取締役 瀬川 康弘 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦841-5 799821820 淡路(洲健)第1-43 令和3年4月28日 令和9年5月31日 令和3年4月28日
000028 9000180739 ｳﾞｨｰｶﾞﾝｶﾌｪ　lilla 656-2311 淡路市久留麻2587-3 799707258 アイスクリーム類製造業 一般 株式会社carino 代表取締役 辻本 まり 659-0012 兵庫県芦屋市朝日ケ丘町15番10-334号 797807755 淡路(洲健)第14-3 令和3年4月30日 令和9年5月31日 令和3年4月30日
000028 9000180740 Glamping　Resort　Awaji  Pool　Bar 656-2401 淡路市岩屋2604 799723233 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社キコークリエイト 代表取締役 笹倉 光雄 540-0028 大阪府大阪市中央区常盤町二丁目1番13号 667050789 淡路(洲健)第1-46 令和3年4月30日 令和9年5月31日 令和3年4月30日
000028 9000180741 Glamping　Resort　Awaji  Pool　Bar 656-2401 淡路市岩屋2604 799723233 アイスクリーム類製造業 ソフトクリームフリーザー 株式会社キコークリエイト 代表取締役 笹倉 光雄 540-0028 大阪府大阪市中央区常盤町二丁目1番13号 667050789 淡路(洲健)第14-4 令和3年4月30日 令和8年5月31日 令和3年4月30日
000028 9000180742 creperie oriton 656-0501 南あわじ市福良甲1526-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 下戸 宏始 淡路(洲健)第1-45 令和3年5月6日 令和9年5月31日 令和3年5月6日
000028 9000180743 creperie oriton 656-0501 南あわじ市福良甲1526-2 菓子製造業 一般 下戸 宏始 淡路(洲健)第3-10 令和3年5月6日 令和9年5月31日 令和3年5月6日
000028 9000180744 パパンがパン屋さん 656-0041 洲本市新村211-1 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社LIB 代表取締役 延原 直樹 656-0002 兵庫県洲本市中川原町中川原92-1 淡路(洲健)第1-21 令和3年4月23日 令和9年5月31日 令和3年4月23日
000028 9000180745 パパンがパン屋さん 656-0041 洲本市新村211-1 菓子製造業 一般 株式会社LIB 代表取締役 延原 直樹 656-0002 兵庫県洲本市中川原町中川原92-1 淡路(洲健)第3-9 令和3年4月23日 令和9年5月31日 令和3年4月23日
000028 9000180746 あおば 656-0443 南あわじ市八木養宜上1114-14 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森永 明代 淡路(洲健)第1-48 令和3年5月7日 令和9年5月31日 令和3年5月7日
000028 9000180757 ハローキティスマイル 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社パソナスマイル 代表取締役 山本 絹子 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦985番地１ 799709037 淡路(洲健)第1-50 令和3年5月7日 令和8年5月31日 令和3年5月7日
000028 9000180780 TOMMY COFFEE STAND 656-0025 洲本市本町5丁目3番地4号 飲食店営業(4)その他 一般 富田 夢子 淡路(洲健)第1-49 令和3年5月6日 令和9年5月31日 令和3年5月6日
000028 9000180786 炙りＢａｒ あるこっこ 656-0025 洲本市本町4丁目5-18 799246061 食品の冷凍又は冷蔵業 一般 矢野 亨 淡路(洲健)第10-3 令和3年5月6日 令和9年5月31日 令和3年5月6日
000028 9000180804 acusu(あくしゅ) 656-2322 淡路市白山490-1 菓子製造業 一般 山口 久美 淡路(洲健)第3-11 令和3年5月10日 令和9年5月31日 令和3年5月10日
000028 9000180808 Blossom　St... 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦2599-72 飲食店営業(4)その他 一般 Blossom St株式会社 代表取締役 西川 みどり 656-1344 兵庫県洲本市五色町鳥飼浦2599-72 淡路(洲健)第1-47 令和3年4月30日 令和9年5月31日 令和3年4月30日
000028 9000180838 春昌 656-2401 淡路市岩屋2910-212　2階 そうざい製造業 一般 春藤 昌嗣 淡路(洲健)第26-6 令和3年5月13日 令和9年5月31日 令和3年5月13日
000028 9000180839 FUNFUN 656-2401 淡路市岩屋1531-2 飲食店営業(4)その他 一般 長島 優子 淡路(洲健)第1-52 令和3年5月13日 令和9年5月31日 令和3年5月13日
000028 9000180840 FUNFUN 656-2401 淡路市岩屋1531-2 菓子製造業 一般 長島 優子 淡路(洲健)第3-14 令和3年5月13日 令和9年5月31日 令和3年5月13日
000028 9000180844 中華バル　GEN 656-0021 洲本市塩屋1-2-15 そうざい製造業 一般 沖野 陽一 淡路(洲健)第26-2 令和3年5月11日 令和9年5月31日 令和3年5月11日
000028 9000180854 アイエン 656-0055 洲本市大野691-1 799240600 飲食店営業(4)その他 一般 野口 佐知 淡路(洲健)第1-51 令和3年5月11日 令和9年5月31日 令和3年5月11日
000028 9000180858 鳥まさ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 自動車 株式会社インセントコーポレーション 代表取締役 山本 直史 639-0241 奈良県香芝市高１９２番地７ 淡路(洲健)第1-54 令和3年5月14日 令和8年5月31日 令和3年5月14日
000028 9000180890 さっつん食堂 656-1512 淡路市北山2069 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ランドシステム 代表取締役 柿原 洋美 656-2221 兵庫県淡路市長澤1054番地 799641039 淡路(洲健)第1-55 令和3年5月17日 令和9年5月31日 令和3年5月17日
000028 9000180891 ＮＩＰＰＥＲ 656-2334 淡路市釜口1311-4 飲食店営業(4)その他 一般 植野 鈴佳 淡路(洲健)第1-56 令和3年5月17日 令和9年5月31日 令和3年5月17日
000028 9000180918 平見製麺所 656-0025 洲本市本町7丁目3-22 799220030 めん類製造業 一般 平見 公一 淡路(洲健)第25-2 令和3年5月19日 令和9年5月31日 令和3年5月19日
000028 9000180932 ＧＲＥＥＮＡＲＩＵＭ　ＡＷＡＪＩＳＨＩＭＡ  ＢＢＱ 656-1726 淡路市野島常盤1550番地11 799705116 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社淡路の島菜園 代表取締役 大森 一輝 656-2311 兵庫県淡路市久留麻2674番地11 799706463 淡路(洲健)第1-58 令和3年5月18日 令和9年5月31日 令和3年5月18日
000028 9000180934 魚竹鮮魚店やけんど海鮮どんや 656-1602 淡路市育波584-1 799841120 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 清水 邦昭 淡路(洲健)第1-59 令和3年5月18日 令和9年5月31日 令和3年5月18日
000028 9000180944 芳山荘 656-0001 洲本市中川原町厚浜745-2 799280840 飲食店営業(3)旅館 一般 芳山 不二雄 淡路(洲健)第1-60 令和3年5月18日 令和9年5月31日 令和3年5月18日
000028 9000180957 Tsuna　cafeteria 656-2131 淡路市志筑249-1津名高校内 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 髙井 健一郎 淡路(洲健)第1-62 令和3年5月19日 令和10年5月31日 令和3年5月19日
000028 9000180962 チャルラール 656-0025 洲本市本町6丁目1-7 799536677 そうざい製造業 一般 岡本 和也 淡路(洲健)第26-11 令和3年5月21日 令和9年5月31日 令和3年5月21日
000028 9000180981 神戸淡路鳴門自動車道  淡路南PA上り自販機コーナー（カップ） 656-0661 南あわじ市阿那賀731-8 喫茶店営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359022 淡路(洲健)第12-2 令和3年5月17日 令和8年5月31日 令和3年5月17日
000028 9000180985 マレーナ 656-0306 南あわじ市松帆慶野409-5 799373337 飲食店営業(4)その他 露店 リーガル地所株式会社 馬場 良一 530-0047 大阪府大阪市北区西天満四丁目6番3号 661310229 淡路(洲健)第1-57 令和3年5月17日 令和8年5月31日 令和3年5月17日
000028 9000180986 ＨＯＫＡＧＥ 656-0542 南あわじ市阿万吹上町1367-4 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 武政 彰吾 淡路(洲健)第1-65 令和3年5月24日 令和9年5月31日 令和3年5月24日
000028 9000180987 はがね 656-0514 南あわじ市賀集431-2 799540794 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 武岡 恵子 淡路(洲健)第1-64 令和3年5月24日 令和9年5月31日 令和3年5月24日
000028 9000180988 萌蘖/ｈｏｕｇｅｔｓｕ 656-0341 南あわじ市津井2066 799363078 飲食店営業(4)その他 一般 清岡 まなみ 淡路(洲健)第1-63 令和3年5月21日 令和9年5月31日 令和3年5月21日
000028 9000180996 兵庫県立淡路医療センター日清事務所 656-0021 洲本市塩屋1-1-137 799221200 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 332873611 淡路(洲健)第1-61 令和3年5月18日 令和10年5月31日 令和3年5月18日
000028 9000181034 別邸　仙久 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦2095番 飲食店営業(4)その他 一般 久繼 仁美 淡路(洲健)第1-69 令和3年5月26日 令和9年5月31日 令和3年5月26日
000028 9000181035 Meiseido　ﾍﾞﾋﾞｰｶｽﾃﾗ工房 656-1606 淡路市室津1931　明盛堂内 799840319 喫茶店営業 一般 漁 盛三 淡路(洲健)第12-6 令和3年5月25日 令和9年5月31日 令和3年5月25日
000028 9000181036 淡路島珈琲157 656-1734 淡路市舟木557-28 飲食店営業(4)その他 一般 松井 千津佳 淡路(洲健)第1-68 令和3年5月25日 令和9年5月31日 令和3年5月25日
000028 9000181037 志づき荘 656-2131 淡路市志筑178-2 799621896 飲食店営業(3)旅館 一般 岡田 希 淡路(洲健)第1-67 令和3年5月25日 令和9年5月31日 令和3年5月25日
000028 9000181042 花光鮮魚店 656-0025 洲本市本町4丁目4-10 799222124 魚介類販売業 一般 花野 光彦 淡路(洲健)第7-11 令和3年5月24日 令和9年5月31日 令和3年5月24日
000028 9000181043 花光鮮魚店 656-0025 洲本市本町4丁目4-10 799222124 飲食店営業(4)その他 一般 花野 光彦 淡路(洲健)第1-66 令和3年5月24日 令和9年5月31日 令和3年5月24日
000028 9000181062 おのころさん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店 株式会社おのころ開発 代表取締役 辻本 英一 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦168-1 799821170 淡路(洲健)第1-70 令和3年5月27日 令和8年5月31日 令和3年5月27日
000028 9000181066 Cloudberry 656-2331 淡路市仮屋36番地　岩田テナント1F 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 AGNE KUNEVICIUTE 淡路(洲健)第1-71 令和3年5月28日 令和9年5月31日 令和3年5月28日
000028 9000181091 スタジオ夢 656-0054 洲本市宇原650-1 799225294 喫茶店営業 一般 萩原 初美 淡路(洲健)第12-7 令和3年5月27日 令和9年5月31日 令和3年5月27日
000028 9000181105 Tree　Bear 656-2311 淡路市久留麻21-1 飲食店営業(4)その他 一般 鈴木 雄大 淡路(洲健)第1-72 令和3年5月31日 令和9年5月31日 令和3年5月31日
000028 9000181113 おふさ茶屋 656-1301 洲本市五色町都志1087 799331600 菓子製造業 一般 一般財団法人 五色ふるさと振興公社 理事長 浜辺 学 656-1301 兵庫県洲本市五色町都志1087番地 799331600 淡路(洲健)第3-19 令和3年5月26日 令和9年5月31日 令和3年5月26日
000028 9000181142 あいご亭 656-0462 南あわじ市市青木17-1 799420170 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 篠畑 さつき 淡路(洲健)第1-73 令和3年6月2日 令和10年8月31日 令和3年6月2日
000028 9000181163 Bar KING8 656-0025 洲本市本町4-3-19 飲食店営業(4)その他 一般 池田 理沙 淡路(洲健)第1-74 令和3年6月8日 令和9年8月31日 令和3年6月8日



000028 9000181205 淡路島チーズ工房 656-1602 淡路市育波583-2 乳製品製造業 一般 福田 孝宏 淡路(洲健)第5-1 令和3年6月8日 令和10年8月31日 令和3年6月8日
000028 9000181206 淡路島チーズ工房 656-1602 淡路市育波583-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福田 孝宏 淡路(洲健)第1-75 令和3年6月8日 令和10年8月31日 令和3年6月8日
000028 9000181243 おうちカフェ　わ 656-2401 淡路市岩屋1134-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 幹田 都 淡路(洲健)第1-76 令和3年6月9日 令和9年8月31日 令和3年6月9日
000028 9000181276 BLUE　COFFEE 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 渡邉 喜子 淡路(洲健)第1-78 令和3年6月11日 令和8年8月31日 令和3年6月11日
000028 9000181287 Bonheur 656-0502 南あわじ市福良乙453-1 飲食店営業(4)その他 一般 田中 充代 淡路(洲健)第1-77 令和3年6月11日 令和9年8月31日 令和3年6月11日
000028 9000181313 気ままな洋食屋さん Le chat noir(ﾙｼｬﾉﾜｰﾙ） 656-0051 洲本市物部3-11-52マルウメ物部ビル1F 799252930 菓子製造業 一般 加藤 涼 淡路(洲健)第3-20 令和3年6月10日 令和9年8月31日 令和3年6月10日
000028 9000181411 あいあい作業所 656-1511 淡路市郡家392-1 799852882 菓子製造業 一般 社会福祉法人　淡路市社会福祉協議会 理事長 小南 廣之 656-2131 兵庫県淡路市志筑3119番地1 799625214 淡路(洲健)第3-22 令和3年6月16日 令和10年8月31日 令和3年6月16日
000028 9000181415 ひょっとこ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 坂口 二郎 淡路(洲健)第1-79 令和3年6月14日 令和8年8月31日 令和3年6月14日
000028 9000181417 ホテルニューアワジ　プラザ淡路島　1F厨房 656-0542 南あわじ市阿万吹上町1433番地2 799552500 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社プラザ淡路島 代表取締役 木下 紘二 656-0542 兵庫県南あわじ市阿万吹上町1433番地2 799552500 淡路(洲健)第1-80 令和3年6月14日 令和10年8月31日 令和3年6月14日
000028 9000181419 ホテルニューアワジ　プラザ淡路島　宴会棟製菓 656-0542 南あわじ市阿万吹上町1433番地2 799552500 菓子製造業 一般 株式会社プラザ淡路島 代表取締役 木下 紘ニ 656-0542 兵庫県南あわじ市阿万吹上町1433番地2 799552500 淡路(洲健)第3-21 令和3年6月14日 令和10年8月31日 令和3年6月14日
000028 9000181421 海幸丸水産 656-2541 洲本市由良4丁目2-6 799270412 水産製品製造業 一般 橋本 一彦 淡路(洲健)第32-1 令和3年6月16日 令和9年8月31日 令和3年6月16日
000028 9000181436 秋山丸 656-2541 洲本市由良2丁目6－13 799271824 魚介類販売業 一般 秋山 賢次 淡路(洲健)第7-15 令和3年6月17日 令和8年8月31日 令和3年6月17日
000028 9000181510 ＵＲＡ　1号車 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 799743257 飲食店営業(4)その他 自動車200L ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯6番地 799743257 淡路(洲健)第1-82 令和3年6月24日 令和8年8月31日 令和3年6月24日
000028 9000181533 中華そば　いのうえ 656-1511 淡路市郡家三反切1100-1 799709064 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社バルニバービオーガスト 代表取締役 田中 亮平 656-1501 兵庫県淡路市尾崎1798番地3 淡路(洲健)第1-83 令和3年6月28日 令和9年8月31日 令和3年6月28日
000028 9000181672 愛結 656-0131 南あわじ市広田中筋399-39 菓子製造業 一般 岩本 愛生 淡路(洲健)第3-25 令和3年7月5日 令和9年8月31日 令和3年7月5日
000028 9000181696 朝まで待てない 656-2131 淡路市志筑1867-2 799622051 菓子製造業 一般 株式会社大和 代表取締役 大上 和男 656-2163 兵庫県淡路市中田548-2　101 799625665 淡路(洲健)第3-24 令和3年7月1日 令和9年8月31日 令和3年7月1日
000028 9000181716 有井 656-2131 淡路市志筑1642-1 799620327 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 打越 洋志 淡路(洲健)第1-85 令和3年7月2日 令和9年8月31日 令和3年7月2日
000028 9000181717 有井 656-2131 淡路市志筑1642-1 799620327 食肉販売業 一般 打越 洋志 淡路(洲健)第17-11 令和3年7月2日 令和9年8月31日 令和3年7月2日
000028 9000181718 AKUA　inn 656-2212 淡路市佐野60-1 799604533 飲食店営業(3)旅館 一般 迫本 雪之 淡路(洲健)第1-86 令和3年7月5日 令和9年8月31日 令和3年7月5日
000028 9000181719 おくどヨット工房 656-2212 淡路市佐野980-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 奥土 容子 淡路(洲健)第1-87 令和3年7月5日 令和9年8月31日 令和3年7月5日
000028 9000181751 洲本オリオン 656-0025 洲本市本町5-4-8 799220265 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社オリオン 取締役 野口 仁 656-0025 兵庫県洲本市本町5丁目4番8号 799220265 淡路(洲健)第1-88 令和3年7月7日 令和9年8月31日 令和3年7月7日
000028 9000181779 JAMBASE 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 市位 康時 淡路(洲健)第1-89 令和3年7月8日 令和9年8月31日 令和3年7月8日
000028 9000181804 Cafe　陽だまり 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 金澤 晴輝 淡路(洲健)第1-90 令和3年7月12日 令和8年8月31日 令和3年7月12日
000028 9000181825 Boulangerie　ＲＵＲＡＬ 656-2224 淡路市大谷1467-4 菓子製造業 一般 岡本 健一 淡路(洲健)第3-26 令和3年7月9日 令和9年8月31日 令和3年7月9日
000028 9000181831 淡路島シェイブアイス 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L ジョイポート南淡路株式会社 代表取締役 鎌田 勝義 656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲1528番地4地先 799520054 淡路(洲健)第1-97 令和3年7月15日 令和8年8月31日 令和3年7月15日
000028 9000181842 SANTAI FOOD TRUCK 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 安井 貴之 淡路(洲健)第1-98 令和3年7月15日 令和9年8月31日 令和3年7月15日
000028 9000181866 Lazy　Inn. 656-1511 淡路市郡家字大谷998-1 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社Wonder Wanderers 代表取締役 須藤 玲央奈 164-0001 東京都中野区中野二丁目16番22号 363826545 淡路(洲健)第1-99 令和3年7月14日 令和9年8月31日 令和3年7月14日
000028 9000181889 40L(ﾌﾞﾙｰ) 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 株式会社Pasona　art　now 代表取締役 大日向 由香里 100-0004 東京都千代田区大手町二丁目6番2号 367341349 淡路(洲健)第1-107 令和3年7月14日 令和8年8月31日 令和3年7月14日
000028 9000181890 40L(ｵﾚﾝｼﾞ) 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 株式会社Pasona　art　now 代表取締役 大日向 由香里 100-0004 東京都千代田区大手町二丁目6番2号 367341349 淡路(洲健)第1-104 令和3年7月14日 令和8年8月31日 令和3年7月14日
000028 9000181891 40L(ピンク) 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 株式会社Pasona art now 代表取締役 大日向 由香里 100-0004 東京都千代田区大手町二丁目6番2号 367341349 淡路(洲健)第1-105 令和3年7月14日 令和8年8月31日 令和3年7月14日
000028 9000181892 40L(ｲｴﾛｰ) 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 株式会社Pasona art now 代表取締役 大日向 由香里 100-0004 東京都千代田区大手町二丁目6番2号 367341349 淡路(洲健)第1-103 令和3年7月14日 令和8年8月31日 令和3年7月14日
000028 9000181893 40L(ミント) 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 株式会社Pasona art now 代表取締役 大日向 由香里 100-0004 東京都千代田区大手町二丁目6番2号 367341349 淡路(洲健)第1-102 令和3年7月14日 令和8年8月31日 令和3年7月14日
000028 9000181894 40L(ﾍﾞｰｼﾞｭ) 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 株式会社Pasona art now 代表取締役 大日向 由香里 100-0004 東京都千代田区大手町二丁目6番2号 367341349 淡路(洲健)第1-106 令和3年7月14日 令和8年8月31日 令和3年7月14日
000028 9000181897 由良町漁業共同組合 656-2541 洲本市由良2丁目地先 水産製品製造業 一般 由良町漁業共同組合 代表理事 川野 正二 656-2541 兵庫県洲本市由良1-20-29 799270555 淡路(洲健)第32-2 令和3年7月12日 令和9年8月31日 令和3年7月12日
000028 9000181921 1t(ﾌﾞﾗｯｸ) 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社Pasona　art　now 代表取締役 大日向 由香里 100-0004 東京都千代田区大手町二丁目6番2号 367341349 淡路(洲健)第1-116 令和3年7月16日 令和9年8月31日 令和3年7月16日
000028 9000181922 1.5t(オレンジ) 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社Pasona　art　now 代表取締役 大日向 由香里 100-0004 東京都千代田区大手町二丁目6番2号 367341349 淡路(洲健)第1-115 令和3年7月16日 令和9年8月31日 令和3年7月16日
000028 9000181923 淡路ｼｪﾌｶﾞｰﾃﾞﾝ　栗駒茶屋ｷｯﾁﾝｶｰ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 株式会社イーハトーブ東北 代表取締役 松本 数馬 021-0894 岩手県一関市磐井町2番13号 191260015 淡路(洲健)第1-114 令和3年7月16日 令和9年8月31日 令和3年7月16日
000028 9000181948 菓　ｈｉｎａ･ｒｉ 656-2143 淡路市里865番地54 799706707 飲食店営業(4)その他 一般 合同会社Ｏｌｉｖｅ　Ｇａｒｄｅｎ 代表社員 楠 聡 656-2143 兵庫県淡路市里865番地54 799706707 淡路(洲健)第1-111 令和3年7月20日 令和9年8月31日 令和3年7月20日
000028 9000181949 菓　ｈｉｎａ･ｒｉ 656-2143 淡路市里865番地54 799706707 菓子製造業 一般 合同会社Ｏｌｉｖｅ　Ｇａｒｄｅｎ 代表社員 楠 聡 656-2143 兵庫県淡路市里865番地54 799706707 淡路(洲健)第3-28 令和3年7月20日 令和9年8月31日 令和3年7月20日
000028 9000181950 ペンション フルーツジュース 656-2162 淡路市王子1139-2 799621981 菓子製造業 一般 下脇 昇 淡路(洲健)第3-27 令和3年7月20日 令和9年8月31日 令和3年7月20日
000028 9000181951 淡路島海鮮　理生 656-2334 淡路市釜口1634 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社全力フーズ 代表取締役 髙橋 博司 651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通四丁目１番１０号 788556996 淡路(洲健)第1-113 令和3年7月20日 令和9年8月31日 令和3年7月20日
000028 9000181952 ブルーシール淡路島サンセット店 656-1501 淡路市尾崎4315-7 飲食店営業(4)その他 一般 ＨＯＫＲＯ　ＦＯＯＤＳ株式会社 代表取締役 伊加 匡治 654-0048 兵庫県神戸市須磨区衣掛町五丁目1番5号 787663926 淡路(洲健)第1-120 令和3年7月20日 令和9年8月31日 令和3年7月20日
000028 9000181973 大分唐揚げ　いだてん 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 株式会社共伸 代表取締役 髙山 庄樹 879-6903 大分県豊後大野市清川町砂田1716番地3 974352020 淡路(洲健)第1-110 令和3年7月16日 令和9年8月31日 令和3年7月16日
000028 9000182001 嶋島 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 自動車40L 嶋崎 元 淡路(洲健)第1-129 令和3年7月21日 令和8年8月31日 令和3年7月21日
000028 9000182028 HELLO　KITTY　SHOWBOX 656-1724 淡路市野島平林177-5 799709022 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社パソナスマイル 代表取締役 山本 絹子 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦985番地1 799709037 淡路(洲健)第1-130 令和3年7月21日 令和10年8月31日 令和3年7月21日
000028 9000182029 Ｈａｓａｍｉ　Ｋｉｔｃｈｅｎ 656-1501 淡路市尾崎4315-6 飲食店営業(4)その他 一般 田中 裕美 淡路(洲健)第1-124 令和3年7月20日 令和9年8月31日 令和3年7月20日
000028 9000182031 望楼　青海波 656-2401 淡路市岩屋1833-4 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社パソナふるさとインキュベーション 代表取締役 瀬川 康弘 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦841番地5 799821820 淡路(洲健)第1-123 令和3年7月20日 令和9年8月31日 令和3年7月20日
000028 9000182032 青海波　波乗亭 656-1723 淡路市野島大川70 799709020 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社パソナスマイル 代表取締役 山本 絹子 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦985番地１ 799709038 淡路(洲健)第1-122 令和3年7月20日 令和9年8月31日 令和3年7月20日
000028 9000182033 miele　the　DINER　seafood　diner 656-1721 淡路市野島蟇浦985-1 799709038 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社パソナスマイル 代表取締役 山本 絹子 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦985番地１ 799709038 淡路(洲健)第1-121 令和3年7月20日 令和10年8月31日 令和3年7月20日
000028 9000182084 台灣食堂 656-2401 淡路市岩屋2942-39ﾄﾚｰﾗｰﾊｳｽ⑤ 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田淵 雅圭 淡路(洲健)第1-139 令和3年7月28日 令和9年8月31日 令和3年7月28日
000028 9000182169 マウント レイク　キャンプ場 656-1321 洲本市五色町鮎原中邑167番地 飲食店営業(4)その他 一般 市場 浩 淡路(洲健)第1-148 令和3年7月29日 令和9年8月31日 令和3年7月29日
000028 9000182204 Hotel　Grandpa 656-0025 洲本市栄町1丁目3番1号 799253911 飲食店営業(3)旅館 一般 豊島 あゆみ 淡路(洲健)第1-147 令和3年8月2日 令和10年8月31日 令和3年8月2日
000028 9000182214 幸せを呼ぶカメヤポスト 656-0661 南あわじ市阿那賀984 799390888 飲食店営業(4)その他 一般 仲野 公子 淡路(洲健)第1-132 令和3年7月27日 令和9年8月31日 令和3年7月27日
000028 9000182215 和い和い 656-0473 南あわじ市市小井451-36 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 下賀 利和 淡路(洲健)第1-149 令和3年8月2日 令和9年8月31日 令和3年8月2日
000028 9000182218 ベーカリーカフェミサキあん工房 656-0341 南あわじ市津井1805-5 菓子製造業 一般 ウエストビルサービス株式会社 代表取締役 小北 治光 540-0035 大阪府大阪市中央区釣鐘町二丁目2番8号DDC釣鐘ビル 669466541 淡路(洲健)第3-30 令和3年7月26日 令和9年8月31日 令和3年7月26日
000028 9000182275 岩屋珈琲店 656-2401 淡路市岩屋1007-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Ｎ　ｐｌｕｓ 代表取締役 藤井　渉 651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬800番地の23 785872181 淡路(洲健)第1-158 令和3年8月3日 令和9年8月31日 令和3年8月3日
000028 9000182394 淡路荘 656-0306 南あわじ市松帆慶野371-3 799363103 飲食店営業(3)旅館 一般 有限会社励明薬湯淡路荘 代表取締役 平野 玲子 656-0306 兵庫県南あわじ市松帆慶野371番地の3 799363103 淡路(洲健)第1-133 令和3年7月27日 令和9年8月31日 令和3年7月27日
000028 9000182410 沼島漁協　干物加工場 656-0961 南あわじ市沼島漁港区域内 水産製品製造業 一般 沼島漁業協同組合 代表理事 川口 雄也 656-0961 兵庫県南あわじ市沼島2367番地2 799570246 淡路(洲健)第32-3 令和3年8月3日 令和9年8月31日 令和3年8月3日
000028 9000182411 淡路じゃのひれ　さかな工房 656-0543 南あわじ市阿万塩屋町2660-2 799521234 水産製品製造業 一般 山形屋水産株式会社 代表取締役 山形 収司 656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲1528番地の32 799502560 淡路(洲健)第32-4 令和3年8月5日 令和10年8月31日 令和3年8月5日
000028 9000182419 Auberge　フレンチの森　Prince　Etoile 656-2301 淡路市楠本字場中2593番8 799709061 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社パソナふるさとインキュベーション 代表取締役 瀬川 康弘 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦841-5 799821820 淡路(洲健)第1-166 令和3年8月10日 令和9年8月31日 令和3年8月10日
000028 9000182422 回転寿司　悦三郎 656-1511 淡路市郡家三反切1140-4 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社バルニバービオーガスト 代表取締役 田中 亮平 656-1501 兵庫県淡路市尾崎1798番地3 淡路(洲健)第1-167 令和3年8月10日 令和9年8月31日 令和3年8月10日
000028 9000182485 しぜん工房　美味輪(ｼｾﾞﾝｺｳﾎﾞｳ ｵｲｼｲﾜ) 656-0545 南あわじ市阿万西町340-2 漬物製造業 一般 原 時子 淡路(洲健)第39-1 令和3年8月12日 令和9年8月31日 令和3年8月12日
000028 9000182568 ラーメン　ファミリア 656-0121 南あわじ市山添78-5洲本西ビル1F右側号室 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ｔｏｕｒｉｓｔ　ｔｒｏｐｈｙ株式会社 代表取締役 正井 孝明 656-2121 兵庫県洲本市安乎町平安浦1864番地11号 799258093 淡路(洲健)第1-193 令和3年8月20日 令和9年8月31日 令和3年8月20日
000028 9000182580 株式会社　米田 656-0101 洲本市納265番地1 799220469 漬物製造業 一般 株式会社　米田 代表取締役 有賀 雄一 656-0021 兵庫県洲本市塩屋1丁目2-15 799220469 淡路(洲健)第39-2 令和3年8月17日 令和9年8月31日 令和3年8月17日
000028 9000182582 カーサ　ソル　マーレ　ピアノ 656-2401 淡路市岩屋2942-39　⑤号 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社シンクロニシティ・コーポレーション 代表取締役 稲次 知己 630-8114 奈良県奈良市芝辻町二丁目8番12号 742340220 淡路(洲健)第1-195 令和3年8月20日 令和10年8月31日 令和3年8月20日
000028 9000182583 定食屋　亘 656-2131 淡路市志筑1871ステージ121　102 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社亙 代表取締役 坂本 亙生 656-2131 兵庫県淡路市志筑1871番地15 799624040 淡路(洲健)第1-197 令和3年8月23日 令和9年8月31日 令和3年8月23日
000028 9000182687 リプラス 656-0436 南あわじ市八木新庄447-1 漬物製造業 一般 松岡 優司 淡路(洲健)第39-3 令和3年8月26日 令和9年8月31日 令和3年8月26日
000028 9000182688 リプラス 656-0436 南あわじ市八木新庄447-1 そうざい製造業 一般 松岡 優司 淡路(洲健)第26-21 令和3年8月26日 令和9年8月31日 令和3年8月26日
000028 9000182737 阿万海岸海水浴場東休憩所 656-0545 南あわじ市阿万西町地先 飲食店営業(4)その他 一般 岡本 員幸 淡路(洲健)第1-213 令和3年8月30日 令和9年8月31日 令和3年8月30日
000028 9000182776 行宗商店 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 行宗 孝太 淡路(洲健)第1-216 令和3年9月1日 令和8年11月30日 令和3年9月1日
000028 9000182872 TAIYO　COFFEE　KRC 656-2132 淡路市志筑新島7番4関西ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ専門学校 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社サンデサン 代表取締役 増田 誠子 656-2132 兵庫県淡路市志筑3111-32 79960025 淡路(洲健)第1-217 令和3年9月6日 令和10年11月30日 令和3年9月6日
000028 9000182878 わらびもちの川西 656-0014 洲本市桑間1－1－41 菓子製造業 一般 川西 惠 淡路(洲健)第3-34 令和3年9月7日 令和9年11月30日 令和3年9月7日
000028 9000182920 お食事処お好焼　あじいち 656-0121 南あわじ市山添78-5 799452551 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＡＭＣ 代表取締役 納 正一 656-0121 兵庫県南あわじ市山添557番地 799450506 淡路(洲健)第1-219 令和3年9月9日 令和9年11月30日 令和3年9月9日
000028 9000182947 ルピエ 656-0016 洲本市下内膳2011-1 菓子製造業 一般 島岡 麗 淡路(洲健)第3-35 令和3年9月10日 令和9年11月30日 令和3年9月10日
000028 9000182969 ＰＩＣＮＩＣ　ＧＡＲＤＥＮ 656-1511 淡路市郡家1028-1 799850316 食肉販売業 一般 株式会社バルニバービオーガスト 代表取締役 田中 亮平 656-1501 兵庫県淡路市尾崎1798-3 淡路(洲健)第17-16 令和3年9月10日 令和9年11月30日 令和3年9月10日
000028 9000182970 ＰＩＣＮＩＣ　ＧＡＲＤＥＮ 656-1511 淡路市郡家1028-1 799850316 魚介類販売業 一般 株式会社バルニバービオーガスト 代表取締役 田中 亮平 656-1501 兵庫県淡路市尾崎1798-3 淡路(洲健)第7-21 令和3年9月10日 令和9年11月30日 令和3年9月10日
000028 9000182971 ＰＩＣＮＩＣ　ＧＡＲＤＥＮ 656-1511 淡路市郡家1028-1 799850316 そうざい製造業 一般 株式会社バルニバービオーガスト 代表取締役 田中 亮平 656-1501 兵庫県淡路市尾崎1798-3 淡路(洲健)第26-23 令和3年9月10日 令和9年11月30日 令和3年9月10日
000028 9000182973 CRAFT　CIRCUS 656-1724 淡路市野島平林2-2　中央棟 799821855 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社パソナふるさとインキュベーション 代表取締役 瀬川 康弘 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦841-5 799824838 淡路(洲健)第1-218 令和3年9月8日 令和9年11月30日 令和3年9月8日
000028 9000182979 ＹＯＵｘＭＥ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 特定非営利活動法人ＹＯＵｘＭＥ 理事 筒泉 寿一 673-0870 兵庫県明石市朝霧南町一丁目180番地の1リードサザンビル403号 淡路(洲健)第1-220 令和3年9月10日 令和8年11月30日 令和3年9月10日
000028 9000182986 1/ONE 656-0022 洲本市海岸通2－4－35島海月1F 飲食店営業(4)その他 一般 三浦 利架 淡路(洲健)第1-221 令和3年9月10日 令和9年11月30日 令和3年9月10日
000028 9000183093 温室カフェ 656-2306 淡路市夢舞台４番地 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯６番地 799743257 淡路(洲健)第1-223 令和3年9月14日 令和9年11月30日 令和3年9月14日
000028 9000183094 タニキュウ 656-2223 淡路市生穂1359 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 稲元 葉子 淡路(洲健)第1-222 令和3年9月14日 令和9年11月30日 令和3年9月14日
000028 9000183158 GRAM　COFFEE　BREWERS 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 来田 大二朗 淡路(洲健)第1-225 令和3年9月16日 令和8年11月30日 令和3年9月16日
000028 9000183201 Auberge フレンチの森 Grand Baobab 656-2301 淡路市楠本字場中2539番 799709060 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社パソナふるさとインキュベーション 代表取締役 瀬川 康弘 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦841-5 799824838 淡路(洲健)第1-226 令和3年9月17日 令和9年11月30日 令和3年9月17日
000028 9000183204 タワーコーヒー 656-0012 洲本市宇山3-8-52 菓子製造業 一般 平野 比呂志 淡路(洲健)第3-36 令和3年9月17日 令和9年11月30日 令和3年9月17日
000028 9000183272 菓子屋　泡沫 656-2311 淡路市久留麻2178 菓子製造業 一般 株式会社泡沫 代表取締役 中川 七海 656-2311 兵庫県淡路市久留麻2178番地 淡路(洲健)第3-37 令和3年9月21日 令和9年11月30日 令和3年9月21日
000028 9000183273 ハーベストファーム淡路オリーブファクトリー 656-2301 淡路市楠本字中山2945番9 食用油脂製造業 一般 株式会社ハーベストファーム 代表取締役 高山 大 528-0074 滋賀県甲賀市水口町松尾1281番地1 748626615 淡路(洲健)第19-1 令和3年9月22日 令和9年11月30日 令和3年9月22日
000028 9000183389 OREGA　26 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 鈴木 真一 淡路(洲健)第1-227 令和3年9月24日 令和8年11月30日 令和3年9月24日
000028 9000183431 Ｊ・Ｆａｃｔｏｒｙ淡路屋 656-2311 淡路市久留麻1799-11 食品の小分け業 一般 原 真美 淡路(洲健)第36-1 令和3年9月28日 令和9年11月30日 令和3年9月28日
000028 9000183434 Container Base A-jan 656-1501 淡路市尾崎4366-1 799708601 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 合同会社Ａーｊａｎ 代表社員 山下 泰助 656-2311 兵庫県淡路市久留麻1907番地マンション北の街2階 799708601 淡路(洲健)第1-229 令和3年9月28日 令和9年11月30日 令和3年9月28日
000028 9000183438 595.6 Ora 656-2401 淡路市岩屋2837-7 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社田幸一 代表取締役 奥田 芳也 652-0847 兵庫県神戸市兵庫区切戸町3-16 786711157 淡路(洲健)第1-230 令和3年9月28日 令和9年11月30日 令和3年9月28日
000028 9000183439 595.6 Ora 656-2401 淡路市岩屋2837-7 魚介類販売業 一般 株式会社田幸一 代表取締役 奥田 芳也 652-0847 兵庫県神戸市兵庫区切戸町3-16 786711157 淡路(洲健)第7-22 令和3年9月28日 令和9年11月30日 令和3年9月28日
000028 9000183444 幸せのパンケーキ淡路島レストラン 656-1501 淡路市尾崎字小丸81-3 799851119 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社エーステクノロジー 代表取締役 木色 久美子 651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通四丁目2番2号 782723000 淡路(洲健)第1-228 令和3年9月27日 令和10年11月30日 令和3年9月27日
000028 9000183449 合同会社吉田精肉店 656-0461 南あわじ市市円行寺150パルティ内 799422150 飲食店営業(4)その他 一般 合同会社吉田精肉店 代表社員 吉田 憲三 656-0502 兵庫県南あわじ市福良乙87番地 799520133 淡路(洲健)第1-232 令和3年9月29日 令和9年11月30日 令和3年9月29日
000028 9000183450 合同会社吉田精肉店 656-0461 南あわじ市市円行寺150パルティ内 799422150 食肉販売業 一般 合同会社吉田精肉店 代表社員 吉田 憲三 656-0502 兵庫県南あわじ市福良乙87番地 799520133 淡路(洲健)第17-18 令和3年9月29日 令和9年11月30日 令和3年9月29日
000028 9000183451 合同会社吉田精肉店　本店 656-0502 南あわじ市福良乙87番地 799520133 飲食店営業(4)その他 一般 合同会社吉田精肉店 代表社員 吉田 憲三 656-0502 兵庫県南あわじ市福良乙87番地 799520133 淡路(洲健)第1-231 令和3年9月29日 令和9年11月30日 令和3年9月29日
000028 9000183452 合同会社吉田精肉店　本店 656-0502 南あわじ市福良乙87番地 799520133 食肉販売業 一般 合同会社吉田精肉店 代表社員 吉田 憲三 656-0502 兵庫県南あわじ市福良乙87番地 799520133 淡路(洲健)第17-17 令和3年9月29日 令和9年11月30日 令和3年9月29日
000028 9000183570 島食堂ゆいたば 656-2306 淡路市夢舞台8－10 飲食店営業(4)その他 露店40L 合同会社ゆらり 代表社員 岡田 裕二 663-8201 兵庫県西宮市田代町11－2 798310865 淡路(洲健)第1-234 令和3年9月30日 令和8年11月30日 令和3年9月30日
000028 9000183591 ANGEL BEAR 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社インセントコーポレーション 代表取締役 山本 直史 639-0241 奈良県香芝市高192-7 745511969 淡路(洲健)第1-233 令和3年9月30日 令和8年11月30日 令和3年9月30日
000028 9000183726 酒場　ニューライト 656-1511 淡路市郡家字砂田1035番1 799709075 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社バルニバービオーガスト 代表取締役 田中 亮平 656-1501 兵庫県淡路市尾崎1798番地3 淡路(洲健)第1-237 令和3年10月6日 令和9年11月30日 令和3年10月6日
000028 9000183727 チロリン村 656-2131 淡路市志筑1855-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 原 侑次 淡路(洲健)第1-236 令和3年10月6日 令和9年11月30日 令和3年10月6日
000028 9000183776 ｎｏｗａ 656-2334 淡路市釜口639-1 菓子製造業 一般 折田 典子 淡路(洲健)第3-40 令和3年10月7日 令和9年11月30日 令和3年10月7日
000028 9000183802 ブーランシェリータニグチ 656-0514 南あわじ市賀集419-1 799502225 菓子製造業 一般 谷口 浩規 淡路(洲健)第3-39 令和3年10月7日 令和9年11月30日 令和3年10月7日
000028 9000183803 Taverna Gatto libero 656-0514 南あわじ市賀集419-1 799502322 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中園 譲 淡路(洲健)第1-239 令和3年10月7日 令和9年11月30日 令和3年10月7日
000028 9000183805 ふくカフェ 656-0152 南あわじ市倭文長田224 799536170 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＢＡＳＥ　ＣＯＦＦＥＥ 代表取締役 樫本 善嗣 656-0152 兵庫県南あわじ市倭文長田224番地 799536170 淡路(洲健)第1-238 令和3年10月6日 令和9年11月30日 令和3年10月6日
000028 9000183806 ふくカフェ 656-0152 南あわじ市倭文長田224 799536170 菓子製造業 一般 株式会社ＢＡＳＥ　ＣＯＦＦＥＥ 代表取締役 樫本 善嗣 656-0152 兵庫県南あわじ市倭文長田224番地 799536170 淡路(洲健)第3-38 令和3年10月6日 令和9年11月30日 令和3年10月6日
000028 9000183848 ｽﾘｰﾎﾞﾝﾄﾞ　The　Lodge　淡路島 656-1531 淡路市江井2571 799701785 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 スリーボンド興産株式会社 代表取締役 鵜久森　智美 192-0364 東京都八王子市南大沢四丁目3番地3号 354851117 淡路(洲健)第1-240 令和3年10月8日 令和9年11月30日 令和3年10月8日
000028 9000183920 CHIKUSA 656-0031 洲本市千草己69－7 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社あらた 代表取締役 佐藤 洪碩 544-0033 大阪府大阪市生野区勝山北3-12-7 667318000 淡路(洲健)第1-241 令和3年10月11日 令和9年11月30日 令和3年10月11日
000028 9000184096 興隆寺ジビエ処理加工施設 656-2211 淡路市興隆寺940-1 799705258 食肉処理業 一般 合同会社興隆寺 代表社員 藤岡 淳二 656-2211 兵庫県淡路市興隆寺626番地 淡路(洲健)第16-3 令和3年10月18日 令和9年11月30日 令和3年10月18日
000028 9000184098 白truck 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 西岡 友香 淡路(洲健)第1-242 令和3年10月19日 令和8年11月30日 令和3年10月19日
000028 9000184132 EPiSPa 656-0031 洲本市千草戊53－3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鷲田 晃大 淡路(洲健)第1-243 令和3年10月19日 令和9年11月30日 令和3年10月19日
000028 9000184133 EPiSPa 656-0031 洲本市千草戊53－3 そうざい製造業 一般 鷲田 晃大 淡路(洲健)第26-24 令和3年10月19日 令和9年11月30日 令和3年10月19日



000028 9000184134 EPiSPa 656-0031 洲本市千草戊53－3 菓子製造業 一般 鷲田 晃大 淡路(洲健)第3-41 令和3年10月19日 令和9年11月30日 令和3年10月19日
000028 9000184180 高市商店 656-1602 淡路市育波274-1 799840488 飲食店営業(4)その他 一般 高田 博文 淡路(洲健)第1-246 令和3年10月21日 令和9年11月30日 令和3年10月21日
000028 9000184439 かぎしっぽ 656-0533 南あわじ市北阿万新田中445-2 飲食店営業(4)その他 一般 新田 真奈美 淡路(洲健)第1-255 令和3年10月28日 令和9年11月30日 令和3年10月28日
000028 9000184440 かぎしっぽ 656-0533 南あわじ市北阿万新田中445-2 菓子製造業 一般 新田 真奈美 淡路(洲健)第3-42 令和3年10月28日 令和9年11月30日 令和3年10月28日
000028 9000184442 Pizzeria e Trattoria まるみ食堂 656-0661 南あわじ市阿那賀1473-1 799390485 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松谷 匡剛 淡路(洲健)第1-257 令和3年10月28日 令和10年11月30日 令和3年10月28日
000028 9000184545 たまごやさんちのたこ焼 656-0001 洲本市中川原町厚浜725-1 799280388 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社柿原鶏卵販売 代表取締役 柿原 孝司 656-0001 兵庫県洲本市中川原町厚浜725-1 799280388 淡路(洲健)第1-258 令和3年10月27日 令和9年11月30日 令和3年10月27日
000028 9000184548 お好焼・鉄板焼「さくら」 656-0025 洲本市本町3丁目1－27　2F 799246888 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小川 はるみ 淡路(洲健)第1-263 令和3年10月29日 令和9年11月30日 令和3年10月29日
000028 9000184570 édenico 656-0503 南あわじ市福良丙86 799550250 飲食店営業(4)その他 露店80L 井原 和之 淡路(洲健)第1-264 令和3年11月4日 令和8年11月30日 令和3年11月4日
000028 9000184605 玉田食堂 656-2131 淡路市志筑3173 799621754 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 玉田 晴美 淡路(洲健)第1-269 令和3年11月2日 令和9年11月30日 令和3年11月2日
000028 9000184683 森崎製麺所 656-0502 南あわじ市福良乙546 799520893 麺類製造業 一般 森崎 達也 淡路(洲健)第25-3 令和3年10月26日 令和9年11月30日 令和3年10月26日
000028 9000184721 Book&Coffee coyomi 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦2160 菓子製造業 一般 竹村 琢 淡路(洲健)第3-44 令和3年11月10日 令和9年11月30日 令和3年11月10日
000028 9000184818 丸亀屋1号 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社　三木物流 代表取締役 福井 彰裕 762-0012 香川県坂出市林田町4285番地310 877473615 淡路(洲健)第1-286 令和3年11月11日 令和8年11月30日 令和3年11月11日
000028 9000184819 丸亀屋2号 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社　三木物流 代表取締役 福井 彰裕 762-0012 香川県坂出市林田町4285番地310 877473615 淡路(洲健)第1-287 令和3年11月11日 令和8年11月30日 令和3年11月11日
000028 9000184848 レア 656-0473 南あわじ市市小井451-37 飲食店営業(4)その他 一般 榎本 有作 淡路(洲健)第1-284 令和3年11月10日 令和9年11月30日 令和3年11月10日
000028 9000184851 エヌフード株式会社あわじ荘事業所 656-1727 淡路市野島貴船229-1 799822011 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 エヌフード株式会社 代表取締役 今井 香里 532-0023 大阪府大阪市淀川区十三東一丁目18番30号 668856501 淡路(洲健)第1-283 令和3年11月8日 令和10年11月30日 令和3年11月8日
000028 9000184882 別館すし処　神の前 656-2401 淡路市岩屋923 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ｸﾞｯﾃﾞｨ 代表取締役 笹倉 絹枝 547-0031 大阪府大阪市平野区平野南1丁目5番7号 667008835 淡路(洲健)第1-291 令和3年11月12日 令和10年11月30日 令和3年11月12日
000028 9000184949 農園レストラン夢蔵　お菓子工房 656-1317 洲本市五色町鮎原小山田89 799302260 菓子製造業 一般 堀井 孟 淡路(洲健)第3-46 令和3年11月15日 令和9年11月30日 令和3年11月15日
000028 9000185022 ジロデアワジ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社ＦＰＪ淡路 代表取締役 原 拓生 656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲1529番地3 799207822 淡路(洲健)第1-282 令和3年11月8日 令和8年11月30日 令和3年11月8日
000028 9000185023 Link Point SAIRAI 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 藤澤 典行 淡路(洲健)第1-295 令和3年11月15日 令和8年11月30日 令和3年11月15日
000028 9000185248 cafe will　（カフェ　ウイル） 656-0013 洲本市下加茂32-1-102 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 原畠 尚美 淡路(洲健)第1-308 令和3年11月18日 令和9年11月30日 令和3年11月18日
000028 9000185283 喫茶とこ 656-0026 洲本市栄町2丁目3－18 799220829 飲食店営業(4)その他 一般 中山 一十美 淡路(洲健)第1-297 令和3年11月15日 令和9年11月30日 令和3年11月15日
000028 9000185314 中本酒店 656-1531 淡路市江井3194-2 799860073 そうざい製造業 一般 中本 千博 淡路(洲健)第26-28 令和3年11月16日 令和9年11月30日 令和3年11月16日
000028 9000185315 牛八 656-2163 淡路市中田4163 799622951 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 寺鼻 一之 淡路(洲健)第1-300 令和3年11月16日 令和9年11月30日 令和3年11月16日
000028 9000185316 中田村 656-2163 淡路市中田4158-1 799626766 飲食店営業(4)その他 一般 寺鼻 一之 淡路(洲健)第1-299 令和3年11月16日 令和9年11月30日 令和3年11月16日
000028 9000185490 ＰＬＡＮＣＨＡ 656-2131 淡路市志筑2840-25光清ﾌｧｰｽﾄﾋﾞﾙ1F 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田尾 成 淡路(洲健)第1-326 令和3年11月25日 令和10年11月30日 令和3年11月25日
000028 9000185575 粉鉄 656-1304 洲本市五色町都志万歳332－1 飲食店営業(4)その他 一般 髙尾 樹良 淡路(洲健)第1-329 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 9000185585 北岡商店 656-0481 南あわじ市志知松本408-2 799423261 そうざい製造業 一般 北岡 豊 淡路(洲健)第26-29 令和3年11月17日 令和9年11月30日 令和3年11月17日
000028 9000185586 淡路灘ジビエ処理施設なだしか 656-0551 南あわじ市灘山本230 食肉処理業 一般 中本 茂一 淡路(洲健)第16-5 令和3年11月22日 令和9年11月30日 令和3年11月22日
000028 9000185606 Kitchen　Yocchi 656-0461 南あわじ市市円行寺187 799384963 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 片岡 良仁 淡路(洲健)第1-323 令和3年11月25日 令和9年11月30日 令和3年11月25日
000028 9000185607 Kitchen　Yocchi 656-0461 南あわじ市市円行寺187 799384963 そうざい製造業 一般 片岡 良仁 淡路(洲健)第26-31 令和3年11月25日 令和9年11月30日 令和3年11月25日
000028 9000185614 淡路小町 656-2401 淡路市岩屋1873-1道の駅あわじ 飲食店営業(4)その他 一般 大霜 光秀 淡路(洲健)第1-330 令和3年11月26日 令和9年11月30日 令和3年11月26日
000028 9000185785 旬菜375 656-0025 洲本市本町4丁目1－31 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中田 美奈子 淡路(洲健)第1-332 令和3年11月29日 令和9年11月30日 令和3年11月29日
000028 9000185786 食材環境 656-0341 南あわじ市津井2281-6 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 馬崎 泰成 淡路(洲健)第1-334 令和3年11月30日 令和9年11月30日 令和3年11月30日
000028 9000185907 紺屋町エデン 656-0025 洲本市本町8丁目2－18 飲食店営業(4)その他 一般 大澤 綾佳 淡路(洲健)第1-336 令和3年12月2日 令和11年2月28日 令和3年12月2日
000028 9000185916 いつくし 656-2143 淡路市里601-102 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ＫＯＺＯＲＡＳＯＵ 代表取締役 藤江 麻有子 656-2143 兵庫県淡路市里601番地170 799704582 淡路(洲健)第1-335 令和3年12月2日 令和10年2月29日 令和3年12月2日
000028 9000185988 鉄板居酒屋じゅんぺい 656-2401 淡路市岩屋967番地15 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 濱本 淳 淡路(洲健)第1-338 令和3年12月6日 令和10年2月29日 令和3年12月6日
000028 9000186013 Book&Coffee　coyomi 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦2160 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 竹村 琢 淡路(洲健)第1-337 令和3年12月3日 令和10年2月29日 令和3年12月3日
000028 9000186070 綾錦バームクーヘン 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 榎本 吉也 淡路(洲健)第1-339 令和3年12月7日 令和9年2月28日 令和3年12月7日
000028 9000186227 あそび場 656-0026 洲本市栄町2丁目1－20郷田ビル1階 799243838 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 竹野 幸子 淡路(洲健)第1-341 令和3年12月8日 令和10年2月29日 令和3年12月8日
000028 9000186236 扇Cafe 656-2401 淡路市岩屋1387 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 舩橋 正嗣 淡路(洲健)第1-340 令和3年12月8日 令和10年2月29日 令和3年12月8日
000028 9000186269 おくどヨット工房 656-2212 淡路市佐野980-1 菓子製造業 一般 奥土 容子 淡路(洲健)第3-48 令和3年12月9日 令和10年2月29日 令和3年12月9日
000028 9000186342 ホテルエビス 656-2304 淡路市浜1-7ホテルエビス 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社Pasona art now 代表取締役 大日向 由香里 100-0004 東京都千代田区大手町2-6-2パソナ日本ビル 367341349 淡路(洲健)第1-343 令和3年12月10日 令和10年2月29日 令和3年12月10日
000028 9000186343 ホテルエビス 656-2304 淡路市浜1-7ホテルエビス そうざい製造業 一般 株式会社Pasona art now 代表取締役 大日向 由香里 100-0004 東京都千代田区大手町2-6-2パソナ日本ビル 367341349 淡路(洲健)第26-32 令和3年12月10日 令和10年2月29日 令和3年12月10日
000028 9000186344 淡路島相生学院サッカー部　カフェ　KACHI 656-1512 淡路市北山2069 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ランドシステム 代表取締役 柿原 洋美 656-2221 兵庫県淡路市長沢1054 799641039 淡路(洲健)第1-342 令和3年12月10日 令和10年2月29日 令和3年12月10日
000028 9000186459 DORUKARA　cafe　we　dolphin 656-2131 淡路市志筑新島10番地35 飲食店営業(4)その他 一般 武田 光司 淡路(洲健)第1-346 令和3年12月15日 令和10年2月29日 令和3年12月15日
000028 9000186460 穴子屋 656-2401 淡路市岩屋1873番地の1 799720201 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社淡路観光開発公社 代表取締役 西田 利行 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1187番地の1 799720201 淡路(洲健)第1-345 令和3年12月15日 令和10年2月29日 令和3年12月15日
000028 9000186501 olive＋log 656-0475 南あわじ市市三條1157-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 荒川 瑠美 淡路(洲健)第1-344 令和3年12月14日 令和10年2月29日 令和3年12月14日
000028 9000186502 まぜそば　まるきん 656-2131 淡路市志筑91－7　1A 飲食店営業(4)その他 一般 金岡 秀幸 淡路(洲健)第1-347 令和3年12月17日 令和10年2月29日 令和3年12月17日
000028 9000186555 淡路島キムチ 656-0025 洲本市本町2－3－2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　ウルフ 代表取締役 洪 徹秀 171-0014 東京都豊島区池袋二丁目39番5号 359048338 淡路(洲健)第1-348 令和3年12月22日 令和10年2月29日 令和3年12月22日
000028 9000186556 淡路島キムチ 656-0025 洲本市本町2－3－2 漬物製造業 一般 株式会社　ウルフ 代表取締役 洪 徹秀 171-0014 東京都豊島区池袋二丁目39番5号 359048338 淡路(洲健)第39-4 令和3年12月22日 令和10年2月29日 令和3年12月22日
000028 9000186567 Nicori 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 柴田 健一 淡路(洲健)第1-349 令和3年12月21日 令和9年2月28日 令和3年12月21日
000028 9000186578 心に風ファクトリー 656-1336 洲本市五色町上堺555 清涼飲料水製造業 一般 株式会社　心に風 代表取締役 加藤 賢一 656-1336 兵庫県洲本市五色町上堺1758番地 799350052 淡路(洲健)第27-1 令和3年12月24日 令和9年2月28日 令和3年12月24日
000028 9000186627 武田水産 656-1501 淡路市尾崎1652-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 武田 康裕 淡路(洲健)第1-350 令和3年12月21日 令和10年2月29日 令和3年12月21日
000028 9000186787 cafe cache-cache 656-0002 洲本市中川原町中川原92－1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 仲上 加代子 淡路(洲健)第1-351 令和4年1月4日 令和10年2月29日 令和4年1月4日
000028 9000186890 おさるのしっぽ 656-2131 淡路市志筑1392-1-101 799736880 菓子製造業 一般 鈴木 満予 淡路(洲健)第3-49 令和4年1月7日 令和10年2月29日 令和4年1月7日
000028 9000186915 Bar　うみねこ 656-2212 淡路市佐野2079 飲食店営業(4)その他 一般 寺西 真孝 淡路(洲健)第1-352 令和4年1月12日 令和10年2月29日 令和4年1月12日
000028 9000186935 たけのくち食堂 656-0011 洲本市炬口1－1－1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 成瀬 真奈美 淡路(洲健)第1-353 令和4年1月14日 令和10年2月29日 令和4年1月14日
000028 9000186989 阿波尾鶏　尾鶏屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 荒川 優生 淡路(洲健)第1-358 令和4年1月17日 令和9年2月28日 令和4年1月17日
000028 9000186999 HATCH 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 堀内 照美 淡路(洲健)第1-361 令和4年1月17日 令和9年2月28日 令和4年1月17日
000028 9000187008 AWAJI Seaside Walk Cafe 656-2121 洲本市安乎町平安浦1882－1 799205475 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社津名ショッピングセンター 代表取締役 五十嵐 雅裕 656-2131 兵庫県淡路市志筑1381番地3 799621535 淡路(洲健)第1-362 令和4年1月20日 令和10年2月29日 令和4年1月20日
000028 9000187039 タカムラ淡路島ロースタリー＆カフェ 656-2132 淡路市生穂新島5番8 799640281 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 タカムラ株式会社 代表取締役 松 誠 550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀2丁目2-18 664433750 淡路(洲健)第1-365 令和4年1月20日 令和10年2月29日 令和4年1月20日
000028 9000187076 ウェディング屋台 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 曽我 雅人 淡路(洲健)第1-363 令和4年1月24日 令和9年2月28日 令和4年1月24日
000028 9000187085 Gamy'S port 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 池上 隼人 淡路(洲健)第1-366 令和4年1月25日 令和9年2月28日 令和4年1月25日
000028 9000187166 IN　THE　HOUSE 656-1325 洲本市五色町鮎原南谷523-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷口 翔太 淡路(洲健)第1-367 令和4年1月25日 令和10年2月29日 令和4年1月25日
000028 9000187167 IN　THE　HOUSE 656-1325 洲本市五色町鮎原南谷523-1 菓子製造業 一般 谷口 翔太 淡路(洲健)第3-50 令和4年1月25日 令和10年2月29日 令和4年1月25日
000028 9000187179 洲本農園 656-0046 洲本市金屋659 799384066 そうざい製造業 一般 前野 雄太 淡路(洲健)第26-35 令和4年1月31日 令和10年2月29日 令和4年1月31日
000028 9000187182 あわび民藝バル 656-2155 淡路市大町上507番地1 799706719 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社あわびウェア 代表取締役 岡本 純一 656-2155 兵庫県淡路市大町上字小原507番地1 799706719 淡路(洲健)第1-370 令和4年1月27日 令和10年2月29日 令和4年1月27日
000028 9000187183 ファミリーマート　淡路市役所通店 656-2224 淡路市大谷934-4 799604388 飲食店営業(4)その他 一般 富山 真孝 淡路(洲健)第1-369 令和4年1月27日 令和10年2月29日 令和4年1月27日
000028 9000187185 ローソン　津名町　志筑店 656-2131 淡路市志筑3042 799624755 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社清水商店 代表取締役 清水 比呂史 656-0046 兵庫県洲本市金屋1180番地26 799262323 淡路(洲健)第1-368 令和4年1月27日 令和11年2月28日 令和4年1月27日
000028 9000187236 ここや 656-0054 洲本市宇原82-12 水産製品製造業 一般 井戸 良行 淡路(洲健)第32-6 令和4年1月31日 令和10年2月29日 令和4年1月31日
000028 9000187237 ここや 656-0054 洲本市宇原82-12 そうざい製造業 一般 井戸 良行 淡路(洲健)第26-36 令和4年1月31日 令和10年2月29日 令和4年1月31日
000028 9000187263 蜜たれ小僧 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 肥田 理沙 淡路(洲健)第1-376 令和4年2月4日 令和9年2月28日 令和4年2月4日
000028 9000187282 グランマーレ淡路 656-2334 淡路市釜口字津田2013番 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社グランシーズ 代表取締役 小川 慶大 530-0001 大阪府大阪市北区梅田二丁目6番20号 661475483 淡路(洲健)第1-374 令和4年1月28日 令和10年2月29日 令和4年1月28日
000028 9000187284 GARB COSTA ORANGE LONG TERRACE 656-1511 淡路市郡家1028-1 799709084 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社バルニバービオーガスト 代表取締役 田中 亮平 656-1501 兵庫県淡路市尾崎1798番地3 淡路(洲健)第1-373 令和4年1月28日 令和10年2月29日 令和4年1月28日
000028 9000187300 ㈱新島水産 656-2543 洲本市由良町由良2581 799271786 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社　新島水産 代表取締役 新島 芳実 656-2543 兵庫県洲本市由良町由良2581 799271786 淡路(洲健)第1-360 令和4年1月17日 令和10年2月29日 令和4年1月17日
000028 9000187388 寳來堂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店40L 田中 大貴 淡路(洲健)第1-378 令和4年2月4日 令和9年2月28日 令和4年2月4日
000028 9000187389 寳來堂 656-1531 淡路市江井2851 799860141 菓子製造業 一般 田中 大貴 淡路(洲健)第3-52 令和4年2月4日 令和10年2月29日 令和4年2月4日
000028 9000187390 寳來堂 656-1531 淡路市江井2851 799860141 アイスクリーム類製造業 一般 田中 大貴 淡路(洲健)第14-11 令和4年2月4日 令和10年2月29日 令和4年2月4日
000028 9000187391 寳來堂 656-1531 淡路市江井2851 799860141 飲食店営業(4)その他 一般 田中 大貴 淡路(洲健)第1-379 令和4年2月4日 令和10年2月29日 令和4年2月4日
000028 9000187426 さばね 656-1711 淡路市富島967 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社BeDoHave 代表取締役 筒井 信人 578-0981 大阪府東大阪市島之内二丁目11番4号802 729213412 淡路(洲健)第1-383 令和4年2月9日 令和11年2月28日 令和4年2月9日
000028 9000187429 沖物産株式会社　新島第1食品加工場 656-2132 淡路市志筑新島8-11 799626033 密封包装食品製造業 一般 沖物産株式会社 代表取締役 村上 俊二 656-2131 兵庫県淡路市志筑3112-10 799626060 淡路(洲健)第35-1 令和4年2月8日 令和11年2月28日 令和4年2月8日
000028 9000187430 沖物産株式会社　新島第1食品加工場 656-2132 淡路市志筑新島8-11 799626033 食肉製品製造業 一般 沖物産株式会社 代表取締役 村上 俊二 656-2131 兵庫県淡路市志筑3112-10 799626060 淡路(洲健)第18-2 令和4年2月8日 令和11年2月28日 令和4年2月8日
000028 9000187433 さくま 656-1602 淡路市育波632 799840322 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佐久間 昇幸 淡路(洲健)第1-377 令和4年2月4日 令和10年2月29日 令和4年2月4日
000028 9000187444 ＦＵＫＵ　ｏｔｏｔｏ 656-0502 南あわじ市福良乙1663-4 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藪 和平 淡路(洲健)第1-385 令和4年2月15日 令和10年2月29日 令和4年2月15日
000028 9000187445 ＦＵＫＵ　ｏｔｏｔｏ 656-0502 南あわじ市福良乙1663-4 水産製品製造業 一般 藪 和平 淡路(洲健)第32-7 令和4年2月15日 令和10年2月29日 令和4年2月15日
000028 9000187450 Dining Café COURT 656-1325 洲本市五色町鮎原南谷443-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤原 愛 淡路(洲健)第1-398 令和4年2月15日 令和10年2月29日 令和4年2月15日
000028 9000187501 さばね 656-1711 淡路市富島967 そうざい製造業 一般 株式会社BeDoHave 代表取締役 筒井 信人 578-0981 大阪府東大阪市島之内2丁目11-4-802 729213412 淡路(洲健)第26-39 令和4年2月16日 令和11年2月28日 令和4年2月16日
000028 9000187509 Ｎｏｏｋ Ｔｈｅ Ｐｅａｋ 656-0551 南あわじ市灘土生448-1 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社Ｎｏｏｋ 代表取締役 大西 奈央 656-0551 兵庫県南あわじ市灘土生297番地 淡路(洲健)第1-414 令和4年2月17日 令和10年2月29日 令和4年2月17日
000028 9000187555 柴宇淡路食彩株式会社 656-2212 淡路市佐野928 水産製品製造業 一般 柴宇淡路食彩株式会社 代表取締役 柴田 浩典 656-2212 兵庫県淡路市佐野928番地 799642066 淡路(洲健)第32-9 令和4年2月18日 令和10年2月29日 令和4年2月18日
000028 9000187560 Kitchen　Yocchi 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 799384963 飲食店営業(4)その他 露店80L 片岡 良仁 淡路(洲健)第1-425 令和4年2月24日 令和9年2月28日 令和4年2月24日
000028 9000187604 島とベーカリー 656-0023 洲本市小路谷20番地 799232200 菓子製造業 一般 株式会社ホテルニューアワジ 代表取締役 木下 紘一 656-0023 兵庫県洲本市小路谷20番地 799232200 淡路(洲健)第3-55 令和4年2月22日 令和11年2月28日 令和4年2月22日
000028 9000187610 毎日酵母パン　Atta 656-1342 洲本市五色町鳥飼上293 菓子製造業 一般 森口 誠子 淡路(洲健)第3-58 令和4年2月25日 令和10年2月29日 令和4年2月25日
000028 9000187617 木蓮 656-0051 洲本市物部3丁目5－47 菓子製造業 一般 市川 裕見子 淡路(洲健)第3-57 令和4年2月25日 令和10年2月29日 令和4年2月25日
000028 9000187643 Awaji369cafe&BBQ 656-1521 淡路市多賀2163-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 安達 大樹 淡路(洲健)第1-426 令和4年2月25日 令和10年2月29日 令和4年2月25日
000028 9000187644 食工房　ひなた 656-1606 淡路市室津2315 799840118 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社幸宝海運 代表取締役 濵田 幸造 656-1606 兵庫県淡路市室津2321番地 799840116 淡路(洲健)第1-428 令和4年3月1日 令和11年5月31日 令和4年3月1日
000028 9000187685 淡路島勘太郎ピザ 656-0022 洲本市海岸通2-2-19 799536007 そうざい製造業 一般 北島 英志 淡路(洲健)第26-41 令和4年3月1日 令和10年5月31日 令和4年3月1日
000028 9000187705 焼肉　犇心 656-0025 洲本市本町4丁目3－13 飲食店営業(4)その他 一般 片山 裕紀 淡路(洲健)第1-431 令和4年3月3日 令和10年5月31日 令和4年3月3日
000028 9000187726 オサキ食堂 656-1501 淡路市尾崎1798番地3 799709077 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社バルニバービ 代表取締役 佐藤 裕久 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場四丁目12番21号 643906599 淡路(洲健)第1-430 令和4年3月3日 令和10年5月31日 令和4年3月3日
000028 9000187727 オサキ食堂 656-1501 淡路市尾崎1798番地3 799709077 菓子製造業 一般 株式会社バルニバービ 代表取締役 佐藤 裕久 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場四丁目12番21号 643906599 淡路(洲健)第3-59 令和4年3月3日 令和10年5月31日 令和4年3月3日
000028 9000187748 医療法人社団　中正会　中林病院 656-0455 南あわじ市神代國衙1680番地1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ミント 代表取締役 山岡 寿吏 771-0130 徳島県徳島市川内町加賀須野384番地14 886664124 淡路(洲健)第1-434 令和4年3月9日 令和11年5月31日 令和4年3月9日
000028 9000187820 淡路島class 656-0551 南あわじ市灘土生15-41 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 海田 佳祐 淡路(洲健)第1-437 令和4年3月14日 令和10年5月31日 令和4年3月14日
000028 9000187839 海神人の食卓　桟敷 656-1721 淡路市野島常磐1042 799709090 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社パソナふるさとインキュベーション 代表取締役 瀬川 康弘 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦841番地5 799821820 淡路(洲健)第1-432 令和4年3月4日 令和11年5月31日 令和4年3月4日
000028 9000187840 海神人の食卓　宴 656-1721 淡路市野島常磐1042 799709089 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社パソナふるさとインキュベーション 代表取締役 瀬川 康弘 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦841番地5 799821820 淡路(洲健)第1-433 令和4年3月4日 令和11年5月31日 令和4年3月4日
000028 9000187847 ゲストハウスＣＨＩＴＥＮ 656-1501 淡路市尾崎1702-2 飲食店営業(3)旅館 一般 安田 希美 淡路(洲健)第1-435 令和4年3月10日 令和10年5月31日 令和4年3月10日
000028 9000187852 遊楽福良口店　おばあちゃんの店 656-0501 南あわじ市福良甲748 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤本 絹代 淡路(洲健)第1-438 令和4年3月14日 令和10年5月31日 令和4年3月14日
000028 9000187878 ＳＩＭＢＡ　ＣＵＲＲＹ 656-2223 淡路市生穂2149-1 80391452136 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 柏谷 友則 淡路(洲健)第1-436 令和4年3月10日 令和10年5月31日 令和4年3月10日
000028 9000187879 ＳＩＭＢＡ　ＣＵＲＲＹ 656-2223 淡路市生穂2149-1 80391452136 そうざい製造業 一般 柏谷 友則 淡路(洲健)第26-42 令和4年3月10日 令和10年5月31日 令和4年3月10日
000028 9000187887 淡路市立津名図書館 656-2225 淡路市生穂新島5番地4 799622345 飲食店営業(4)その他 一般 兵庫県淡路市 市長 門 康彦 656-2225 兵庫県淡路市生穂新島8番地 799640001 淡路(洲健)第1-439 令和4年3月14日 令和11年5月31日 令和4年3月14日
000028 9000187922 たまゆら 656-1341 洲本市五色町都志角川117－2 菓子製造業 一般 山本 玲子 淡路(洲健)第3-61 令和4年3月17日 令和10年5月31日 令和4年3月17日
000028 9000187947 伊八　淡路島販売所 656-0443 南あわじ市八木養宜上155番地1 799205780 水産製品製造業 一般 翔マーケット合同会社 代表社員 菊井 真樹 656-0443 兵庫県南あわじ市八木養宜上155番地1 799205780 淡路(洲健)第32-11 令和4年3月18日 令和10年5月31日 令和4年3月18日
000028 9000187977 亀の井ホテル淡路島 656-1711 淡路市富島824 799821073 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント 代表取締役 代田 量一 106-0032 東京都港区六本木六丁目2番31号 368664347 淡路(洲健)第1-441 令和4年3月16日 令和11年5月31日 令和4年3月16日
000028 9000187978 dandelion 656-2311 淡路市久留麻2185 飲食店営業(4)その他 一般 休場 有衣子 淡路(洲健)第1-440 令和4年3月15日 令和10年5月31日 令和4年3月15日



000028 9000188021 夢海游淡路島ビュッフェ 656-0024 洲本市山手1丁目1－50 799220203 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ARインターナショナル 代表取締役 木下 紘一 656-0024 兵庫県洲本市山手一丁目1番50号 799220203 淡路(洲健)第1-446 令和4年3月18日 令和11年5月31日 令和4年3月18日
000028 9000188032 アサヒビール　コンセプトカー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 有限会社アールシステム 代表取締役 近藤 道治 366-0810 埼玉県深谷市宿根181番地1 485776077 淡路(洲健)第1-447 令和4年3月22日 令和9年5月31日 令和4年3月22日
000028 9000188034 COCORO　CAFE 656-0025 洲本市本町2－2－2 飲食店営業(4)その他 一般 日塔 由美子 淡路(洲健)第1-445 令和4年3月23日 令和10年5月31日 令和4年3月23日
000028 9000188077 イカえもん 656-2401 淡路市岩屋1873-1 飲食店営業(4)その他 一般 新阜 正浩 淡路(洲健)第1-442 令和4年3月18日 令和10年5月31日 令和4年3月18日
000028 9000188078 台湾料理　豊源 656-2223 淡路市生穂1291-2 799642058 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 尹 遜理 淡路(洲健)第1-444 令和4年3月18日 令和10年5月31日 令和4年3月18日
000028 9000188080 SAKIA祭 656-1501 淡路市尾崎1798番地3 799709077 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社バルニバービ 代表取締役 佐藤 裕久 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場四丁目12番21号 643906599 淡路(洲健)第1-443 令和4年3月18日 令和9年5月31日 令和4年3月18日
000028 9000188083 きっさ　うおえ 656-1511 淡路市郡家245-6 799850045 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 濱田 三幸 淡路(洲健)第1-448 令和4年3月22日 令和11年5月31日 令和4年3月22日
000028 9000188084 きっさ　うおえ 656-1511 淡路市郡家245-6 799850045 菓子製造業 一般 濱田 三幸 淡路(洲健)第3-62 令和4年3月22日 令和11年5月31日 令和4年3月22日
000028 9000188085 有限会社　辨天堂 656-2131 淡路市志筑3254 799620059 菓子製造業 一般 有限会社　辨天堂 代表取締役 桑名 寛和 656-2131 兵庫県淡路市志筑3254 799620059 淡路(洲健)第3-63 令和4年3月23日 令和10年5月31日 令和4年3月23日
000028 9000188092 copan 656-0501 南あわじ市福良甲1526-2 飲食店営業(4)その他 一般 松浦 まゆこ 淡路(洲健)第1-449 令和4年3月24日 令和10年5月31日 令和4年3月24日
000028 9000188093 パソナグループ　南あわじ寮 656-0143 南あわじ市中条中筋2176-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社パソナライフケア 代表取締役 髙橋 康之 107-0062 東京都港区南青山三丁目１番30号 368327380 淡路(洲健)第1-450 令和4年3月24日 令和11年5月31日 令和4年3月24日
000028 9000188145 松帆北こども園 656-0307 南あわじ市松帆檪田198 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小野マルタマフーズ株式会社 代表取締役 畑 昭身 675-1367 兵庫県小野市敷地町1412番地の1 794631110 淡路(洲健)第1-455 令和4年3月25日 令和11年5月31日 令和4年3月25日
000028 9000188236 あわじちゃんカフェ 656-0443 南あわじ市八木養宜上1408 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 木曽 弘美 淡路(洲健)第1-457 令和4年3月29日 令和11年5月31日 令和4年3月29日
000028 9000188265 亀の井ホテル淡路島 656-1711 淡路市富島824 799821073 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント 代表取締役 代田 量一 106-0032 東京都港区六本木六丁目2番31号 368664347 淡路(洲健)第1-453 令和4年3月25日 令和11年5月31日 令和4年3月25日
000028 9000188270 SunCan.Shion 656-2132 淡路市志筑新島6-10　藤野ビル101 799647367 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤江 直子 淡路(洲健)第1-454 令和4年3月25日 令和10年5月31日 令和4年3月25日
000028 9000188272 わんずビレッジ 656-2224 淡路市大谷2183 799641010 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 白井 良平 淡路(洲健)第1-452 令和4年3月25日 令和10年5月31日 令和4年3月25日
000028 9000188297 台南家 656-2334 淡路市釜口2275-2 飲食店営業(4)その他 一般 中尾 美喜子 淡路(洲健)第1-458 令和4年3月30日 令和10年5月31日 令和4年3月30日
000028 9000188298 台南家 656-2334 淡路市釜口2275-2 そうざい製造業 一般 中尾 美喜子 淡路(洲健)第26-43 令和4年3月30日 令和10年5月31日 令和4年3月30日
000028 9000188313 銀の花 656-1336 洲本市五色町上堺1206 飲食店営業(4)その他 一般 大北 比沙子 淡路(洲健)第1-459 令和4年3月31日 令和10年5月31日 令和4年3月31日
000028 9000188360 Cafe　Gallery 遊 656-0013 洲本市下加茂2-2-56 799261317 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩元 清美 淡路(洲健)第1-1 令和4年4月4日 令和10年5月31日 令和4年4月4日
000028 9000188361 緑パーキングエリア  自動販売機コーナーPA上り 656-0122 南あわじ市広田広田字四十町1466-10 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 淡路(洲健)第19-1 令和4年4月1日 令和10年5月31日 令和4年4月1日
000028 9000188362 緑パーキングエリア  自動販売機コーナーPA下り 656-0122 南あわじ市広田広田字四十町1467-1 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 サントリービバレッジソリューション株式会社 代表取締役 及川 剛 160-0023 東京都新宿区西新宿八丁目17番1号 363040501 淡路(洲健)第19-2 令和4年4月1日 令和10年5月31日 令和4年4月1日
000028 9000188398 Stairway to Dreams 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦2599-72 飲食店営業(4)その他 一般 Blossom St株式会社 代表取締役 西川 みどり 656-1344 兵庫県洲本市五色町鳥飼浦2599番地72 淡路(洲健)第1-2 令和4年4月7日 令和10年5月31日 令和4年4月7日
000028 9000188430 禅坊靖寧 656-2301 淡路市楠本字場中2594-5 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社awajishima resort 代表取締役 大日向 由香里 656-2311 兵庫県淡路市久留麻1907番地 5038218005 淡路(洲健)第1-3 令和4年4月11日 令和10年5月31日 令和4年4月11日
000028 9000188496 カラオケ喫茶　じゅんちゃん 656-0025 洲本市本町4丁目3－2　2階 飲食店営業(4)その他 一般 村井 淳 淡路(洲健)第1-5 令和4年4月12日 令和10年5月31日 令和4年4月12日
000028 9000188527 塩屋CAFE 656-0021 洲本市塩屋1丁目1番8号 799261133 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社淡路島第一次産業振興公社 代表取締役 上崎 勝規 656-0021 兵庫県洲本市塩屋一丁目1番8号 799261133 淡路(洲健)第1-4 令和4年4月18日 令和11年5月31日 令和4年4月18日
000028 9000188572 TOMMY COFFEE STAND 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 富田 夢子 淡路(洲健)第1-10 令和4年4月21日 令和9年5月31日 令和4年4月21日
000028 9000188593 有限会社四国レジャー企画 656-1336 洲本市五色町上堺943－6 799350117 食肉販売業 一般 有限会社四国レジャー企画 代表取締役 北島 英志 656-0478 兵庫県南あわじ市市福永690番地1 799427199 淡路(洲健)第10-1 令和4年4月13日 令和11年5月31日 令和4年4月13日
000028 9000188605 nanan 656-2311 淡路市久留麻2287-5 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 河中 奈々 淡路(洲健)第1-11 令和4年4月20日 令和10年5月31日 令和4年4月20日
000028 9000188606 nanan 656-2311 淡路市久留麻2287-5 そうざい製造業 一般 河中 奈々 淡路(洲健)第16-2 令和4年4月20日 令和10年5月31日 令和4年4月20日
000028 9000188657 UMU淡路島 656-2301 淡路市楠本2944 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ABC Glamp&Outdoors 代表取締役 楠本 由希子 553-0003 大阪府大阪市福島区福島一丁目1番30号 664574088 淡路(洲健)第1-12 令和4年4月20日 令和11年5月31日 令和4年4月20日
000028 9000188661 農社 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社農社 代表取締役 奥野 竜平 656-0026 兵庫県洲本市栄町三丁目1番7号 淡路(洲健)第1-14 令和4年4月21日 令和9年5月31日 令和4年4月21日
000028 9000188690 sumheart 656-0022 洲本市海岸通1-11-1 飲食店営業(4)その他 一般 森下 暢己 淡路(洲健)第1-17 令和4年4月22日 令和10年5月31日 令和4年4月22日
000028 9000188691 sumheart 656-0022 洲本市海岸通1-11-1 菓子製造業 一般 森下 暢己 淡路(洲健)第2-1 令和4年4月22日 令和10年5月31日 令和4年4月22日
000028 9000188700 中村屋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 中村 正臣 淡路(洲健)第1-18 令和4年4月25日 令和9年5月31日 令和4年4月25日
000028 9000188701 spice　kitchen　cotocoto 656-2131 淡路市志筑2809-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 橋本 敬子 淡路(洲健)第1-19 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 9000188702 CRAFT　CIRCUS 656-1724 淡路市野島平林2-2　北棟 799821855 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社パソナふるさとインキュベーション 代表取締役 瀬川 康弘 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦841番地5 799821820 淡路(洲健)第1-20 令和4年4月25日 令和11年5月31日 令和4年4月25日
000028 9000188721 淡路島タコステ 656-2401 淡路市岩屋1414-27 799647551 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社淡路観光開発公社 代表取締役 西田 利行 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1187番地の1 799720201 淡路(洲健)第1-26 令和4年4月26日 令和11年5月31日 令和4年4月26日
000028 9000188725 シャトレーゼ洲本店 656-0055 洲本市大野字平成1867番地 799227389 菓子製造業 一般 ニッケアウデオSAD株式会社 代表取締役 中谷 恒史 541-0052 大阪府大阪市中央区安土町三丁目5－6ナカヒロビル6階 662612261 淡路(洲健)第2-2 令和4年4月22日 令和10年5月31日 令和4年4月22日
000028 9000188726 マーメイド 656-0131 南あわじ市広田中筋56 飲食店営業(4)その他 一般 木場 ユミ 淡路(洲健)第1-25 令和4年4月26日 令和10年5月31日 令和4年4月26日
000028 9000188738 しまのねこ 656-1511 淡路市郡家1099－1 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　バルニバービオーガスト 代表取締役 田中 亮平 656-1501 兵庫県淡路市尾崎1798番地3 淡路(洲健)第1-15 令和4年4月22日 令和10年5月31日 令和4年4月22日
000028 9000188740 Awaji Blue Coast icecream 656-1511 淡路市郡家1099－1 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社バルニバービオーガスト 代表取締役 田中 亮平 656-1501 兵庫県淡路市尾崎1798番地3 淡路(洲健)第1-16 令和4年4月22日 令和10年5月31日 令和4年4月22日
000028 9000188785 鉄板焼 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 下淵 彩希 淡路(洲健)第1-34 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 9000188787 天使の焼き芋 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 森下 尚紀 淡路(洲健)第1-33 令和4年4月27日 令和9年5月31日 令和4年4月27日
000028 9000188832 クラフトサーカス内　クラフトマルシェ 656-1724 淡路市野島平林2-2ｸﾗﾌﾄﾏﾙｼｪ内 799821855 飲食店営業(4)その他 露店40L 株式会社パソナふるさとインキュベーション 代表取締役 瀬川 康弘 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦841番地5 799824838 淡路(洲健)第1-27 令和4年4月27日 令和9年5月31日 令和4年4月27日
000028 9000188840 MURA-LABO 656-1602 淡路市育波15 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 原田 健 淡路(洲健)第1-32 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 9000188872 YOKACHORO　FOOD　BASE 656-1342 洲本市五色町鳥飼上952 そうざい製造業 一般 角田 大和 淡路(洲健)第16-5 令和4年4月28日 令和10年5月31日 令和4年4月28日
000028 9000189005 Reﾍﾞｰｽ369 656-1511 淡路市郡家649 799709042 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社須磨北造園土木 代表取締役 席定 京吾 654-0103 兵庫県神戸市須磨区白川台五丁目5-4 787420766 淡路(洲健)第1-56 令和4年5月12日 令和10年5月31日 令和4年5月12日
000028 9000189007 株式会社BASE COFFEE　ふくカフェ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 799536170 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社BASE COFFEE 代表取締役 樫本 善嗣 656-0152 兵庫県南あわじ市倭文長田224番地 799536170 淡路(洲健)第1-60 令和4年5月16日 令和9年5月31日 令和4年5月16日
000028 9000189020 ハッピー幸寿司 656-0478 南あわじ市市福永549-2 799420161 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 沼田 照美 淡路(洲健)第1-22 令和4年4月25日 令和10年5月31日 令和4年4月25日
000028 9000189024 淡路島みるく 656-1602 淡路市育波588-5 799705117 飲食店営業(4)その他 一般 淡路(洲健)第1-61 令和4年5月17日 令和10年5月31日 令和4年5月17日
000028 9000189029 ぎんちゃん 656-0025 洲本市本町3－1－18　神和荘102号 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 奥山 惠介 淡路(洲健)第1-63 令和4年5月17日 令和10年5月31日 令和4年5月17日
000028 9000189047 神戸淡路鳴門自動車道  淡路SA下り　新メイン右・左 656-2401 淡路市岩屋2568 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359024 淡路(洲健)第19-4 令和4年5月11日 令和10年5月31日 令和4年5月11日
000028 9000189048 HANGOUT　Cafe　NR² 656-1721 淡路市野島蟇浦168-1 661255600 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ケイワンインターナショナル 代表取締役 井𠮷 兼一 541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町二丁目5番6号 661255600 淡路(洲健)第1-58 令和4年5月16日 令和10年5月31日 令和4年5月16日
000028 9000189067 食ぱん専門店　本多　南あわじ店 656-0461 南あわじ市市円行寺138番地 799435521 菓子製造業 一般 株式会社Ｎ＆Ｒ 代表取締役 中瀬 剛史 656-0461 兵庫県南あわじ市市円行寺138番地 799435521 淡路(洲健)第2-5 令和4年5月13日 令和10年5月31日 令和4年5月13日
000028 9000189069 ななほし弁当 656-0131 南あわじ市広田中筋字市場58-2 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 瀬尾 奈穂 淡路(洲健)第1-64 令和4年5月23日 令和10年5月31日 令和4年5月23日
000028 9000189070 ヤギ牧場 656-0433 南あわじ市八木鳥井308-1 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 堂本 秀幸 淡路(洲健)第1-71 令和4年5月23日 令和10年5月31日 令和4年5月23日
000028 9000189084 おのころの家（おのころ屋） 656-0002 洲本市中川原町中川原222－2 799280995 菓子製造業 一般 社会福祉法人ひょうご聴覚障害者福祉事業協会 理事長 大矢 暹 656-0002 兵庫県洲本市中川原町中川原字東山28番地1 799258550 淡路(洲健)第2-6 令和4年5月19日 令和11年5月31日 令和4年5月19日
000028 9000189085 お食事処和 656-0451 南あわじ市神代社家1173-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 近藤 澄子 淡路(洲健)第1-89 令和4年5月23日 令和10年5月31日 令和4年5月23日
000028 9000189086 EPiSPa 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く) 飲食店営業(4)その他 露店40L 鷲田 晃大 淡路(洲健)第1-76 令和4年5月20日 令和9年5月31日 令和4年5月20日
000028 9000189089 たこふじ 656-0025 洲本市本町4丁目4－12 799240219 飲食店営業(4)その他 一般 多胡 泰三 淡路(洲健)第1-77 令和4年5月20日 令和10年5月31日 令和4年5月20日
000028 9000189179 樂　らく 656-0121 南あわじ市山添19-7 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 赤松 しのぶ 淡路(洲健)第1-102 令和4年5月27日 令和11年5月31日 令和4年5月27日
000028 9000189181 山形水産株式会社 656-0332 南あわじ市湊1129 799362376 水産製品製造業 一般 山形水産株式会社 代表取締役 山形 隆信 656-0332 兵庫県南あわじ市湊1129番地 799362376 淡路(洲健)第20-5 令和4年5月25日 令和10年5月31日 令和4年5月25日
000028 9000189182 淡路マルマサ・フード 656-0531 南あわじ市北阿万伊賀野473-1 799551777 そうざい製造業 一般 淡路マルマサ・フード株式会社 代表取締役 高川 元太郎 656-0531 兵庫県南あわじ市北阿万伊賀野473番地の1 799551777 淡路(洲健)第16-10 令和4年5月27日 令和10年5月31日 令和4年5月27日
000028 9000189184 SHIKASHIKA 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 鵜沼 明香里 淡路(洲健)第1-103 令和4年5月27日 令和9年5月31日 令和4年5月27日
000028 9000189189 にく小屋 656-0331 南あわじ市湊里255-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 さんきぃ株式会社 代表取締役 三野 勝吾 656-0314 兵庫県南あわじ市松帆西路1207番地1 淡路(洲健)第1-98 令和4年5月27日 令和10年5月31日 令和4年5月27日
000028 9000189190 にく小屋 656-0331 南あわじ市湊里255-1 食肉販売業 一般 さんきぃ株式会社 代表取締役 三野 勝吾 656-0314 兵庫県南あわじ市松帆西路1207番地1 淡路(洲健)第10-5 令和4年5月27日 令和10年5月31日 令和4年5月27日
000028 9000189222 a・n（ア・ン） 656-0025 洲本市本町6丁目4-32 飲食店営業(4)その他 一般 大島 勝子 淡路(洲健)第1-106 令和4年5月27日 令和10年5月31日 令和4年5月27日
000028 9000189223 山本満月堂 656-1304 洲本市五色町都志万歳537-2 799330595 菓子製造業 一般 山本 祥之 淡路(洲健)第2-12 令和4年5月25日 令和10年5月31日 令和4年5月25日
000028 9000189224 フレーズ 656-0026 洲本市栄町4丁目1-3 799231123 菓子製造業 一般 怜和製菓株式会社 代表取締役 原口 怜 656-0026 兵庫県洲本市栄町四丁目1番3号 799221470 淡路(洲健)第2-13 令和4年5月25日 令和10年5月31日 令和4年5月25日
000028 9000189226 聖隷こども園　夢舞台 656-2306 淡路市夢舞台1－37 799722174 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 332873611 淡路(洲健)第1-107 令和4年5月27日 令和11年5月31日 令和4年5月27日
000028 9000189244 福良町なか水族館 656-0502 南あわじ市福良乙217番地 飲食店営業(4)その他 一般 原 孝 淡路(洲健)第1-108 令和4年5月30日 令和10年5月31日 令和4年5月30日
000028 9000189267 Luna ma-neki kitchen 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 向 美穂 淡路(洲健)第1-114 令和4年5月31日 令和9年5月31日 令和4年5月31日
000028 9000189277 星が丘製麺所　淡路島出張所 656-2401 淡路市岩屋1942-39ﾄﾚｰﾗｰﾊｳｽ⑥ 飲食店営業(4)その他 一般 稲田 敏博 淡路(洲健)第1-110 令和4年5月30日 令和10年5月31日 令和4年5月30日
000028 9000189282 寿司割烹　源平 656-2401 淡路市岩屋925-22 799722302 魚介類販売業 一般 株式会社　源平 代表取締役 656-2401 兵庫県淡路市岩屋925番地の22 799722302 淡路(洲健)第6-13 令和4年5月30日 令和10年5月31日 令和4年5月30日
000028 9000189283 寿司割烹　源平 656-2401 淡路市岩屋925-22 799722302 そうざい製造業 一般 株式会社　源平 代表取締役 656-2401 兵庫県淡路市岩屋925番地の22 799722302 淡路(洲健)第16-11 令和4年5月30日 令和10年5月31日 令和4年5月30日
000028 9000189315 淡路島たい焼き 656-2131 淡路市志筑3470 799705881 飲食店営業(4)その他 一般 渡邊 唯 淡路(洲健)第1-117 令和4年6月3日 令和10年8月31日 令和4年6月3日
000028 9000189316 Cafe　Rocca 656-2144 淡路市下司1591-6 菓子製造業 一般 株式会社六家 代表取締役 桑原 貴寛 578-0973 大阪府東大阪市東鴻池町一丁目4番32号 729269251 淡路(洲健)第2-15 令和4年6月3日 令和10年8月31日 令和4年6月3日
000028 9000189361 Wanny&Manabee 656-0501 南あわじ市福良甲1526-2チャレンジモール福良CAP2階 水産製品製造業 一般 保坂 卓也 淡路(洲健)第20-6 令和4年6月9日 令和10年8月31日 令和4年6月9日
000028 9000189362 Wanny&Manabee 656-0501 南あわじ市福良甲1526-2チャレンジモール福良CAP2階 そうざい製造業 一般 保坂 卓也 淡路(洲健)第16-12 令和4年6月9日 令和10年8月31日 令和4年6月9日
000028 9000189425 LUV＆BLUE 656-2144 淡路市下司1591番地9 799705222 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社たかなべでんき 代表取締役 髙鍋 直人 656-0051 兵庫県洲本市物部一丁目15番61号 799247475 淡路(洲健)第1-120 令和4年6月9日 令和10年8月31日 令和4年6月9日
000028 9000189426 お食事処　浜ちどり 656-2401 淡路市岩屋925-27岩屋ポートターミナル2Ｆ 799722556 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 東根 靖明 淡路(洲健)第1-119 令和4年6月8日 令和11年8月31日 令和4年6月8日
000028 9000189427 森果樹園 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 森 知宏 淡路(洲健)第1-121 令和4年6月9日 令和9年8月31日 令和4年6月9日
000028 9000189428 情報センターバード 656-2401 淡路市岩屋925-27岩屋ポートターミナル1F 799724528 食品の小分け業 一般 東根 靖明 淡路(洲健)第24-1 令和4年6月8日 令和11年8月31日 令和4年6月8日
000028 9000189450 こだわりや 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社アド・バリュークリエイト 代表取締役 脇川 修 651-0086 兵庫県神戸市中央区磯上通六丁目1番17号ウェンブレービル7階 782652546 淡路(洲健)第1-122 令和4年6月13日 令和9年8月31日 令和4年6月13日
000028 9000189465 Galleri 656-2301 淡路市楠本2805-7 799753710 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯6番地 799743257 淡路(洲健)第1-124 令和4年6月14日 令和11年8月31日 令和4年6月14日
000028 9000189466 Stand　Wave 656-2305 淡路市浦681-6 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 株式会社　立野建装 代表取締役 立野 康文 661-0951 兵庫県尼崎市田能六丁目9番17号 664920777 淡路(洲健)第1-123 令和4年6月13日 令和9年8月31日 令和4年6月13日
000028 9000189473 カワサキパン 656-0051 洲本市物部3-6-15 799241338 菓子製造業 一般 川崎 メイ子 淡路(洲健)第2－16 令和4年6月9日 令和10年8月31日 令和4年6月9日
000028 9000189496 鮎原物産株式会社 656-0025 洲本市本町3丁目1－8 799222977 飲食店営業(4)その他 一般 鮎原物産株式会社 代表取締役 山口 晃正 656-1325 兵庫県洲本市五色町鮎原南谷429番地 799320536 淡路(洲健)第1－125 令和4年6月15日 令和10年8月31日 令和4年6月15日
000028 9000189497 鮎原物産株式会社 656-0025 洲本市本町3丁目1－8 799222977 そうざい製造業 一般 鮎原物産株式会社 代表取締役 山口 晃正 656-1325 兵庫県洲本市五色町鮎原南谷429番地 799320536 淡路(洲健)第16－13 令和4年6月15日 令和10年8月31日 令和4年6月15日
000028 9000189504 中本酒店 656-1531 淡路市江井3194-2 799860073 食品の小分け業 一般 中本 千博 淡路(洲健)第24-2 令和4年6月15日 令和10年8月31日 令和4年6月15日
000028 9000189505 れだん淡路島別邸 656-1721 淡路市野島蟇浦545 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡本 祐樹 淡路(洲健)第1-127 令和4年6月17日 令和10年8月31日 令和4年6月17日
000028 9000189542 ahcahcum 656-1521 淡路市多賀2452 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社あちゃちゅむ 代表取締役 新屋 昌子 656-1521 兵庫県淡路市多賀2452 淡路(洲健)第1-128 令和4年6月21日 令和10年8月31日 令和4年6月21日
000028 9000189560 296-5 656-0501 南あわじ市福良甲1530-39 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 竹中 実生 淡路(洲健)第1-129 令和4年6月22日 令和10年8月31日 令和4年6月22日
000028 9000189570 Blue　Bucks 656-0025 洲本市本町4丁目2－14 飲食店営業(4)その他 一般 中村 芽生 淡路(洲健)第1－126 令和4年6月23日 令和10年8月31日 令和4年6月23日
000028 9000189594 浜の風。 656-1304 洲本市五色町都志万歳322大津ビル1－1号室 そうざい製造業 一般 濱野 祐一 淡路(洲健)第16－14 令和4年6月21日 令和10年8月31日 令和4年6月21日
000028 9000189619 イオンリテール株式会社イオン淡路店  （デリカ）惣菜 656-2132 淡路市志筑新島10-2 799626300 飲食店営業(4)その他 一般 イオンリテール株式会社 代表取締役 井出 武美 261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目5番1 432116110 淡路(洲健)第1-131 令和4年6月24日 令和11年8月31日 令和4年6月24日
000028 9000189620 神戸淡路鳴門自動車道　淡路ＳＡ  下り新サブ№１(中央出入口) 656-2401 淡路市岩屋2568 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359022 淡路(洲健)第19-5 令和4年6月24日 令和10年8月31日 令和4年6月24日
000028 9000189621 神戸淡路鳴門自動車道　淡路ＳＡ  下り新サブ№２(大塚横) 656-2401 淡路市岩屋2568 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359022 淡路(洲健)第19-6 令和4年6月24日 令和10年8月31日 令和4年6月24日
000028 9000189622 KORNELL 656-2311 淡路市久留麻1912-2 799736633 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 内田 魁斗 淡路(洲健)第1-130 令和4年6月24日 令和10年8月31日 令和4年6月24日
000028 9000189623 KORNELL 656-2311 淡路市久留麻1912-2 799736633 食肉販売業 一般 内田 魁斗 淡路(洲健)第10-8 令和4年6月24日 令和10年8月31日 令和4年6月24日
000028 9000189660 アクアイグニス淡路島　伊弉諾の湯　カフェ 656-2306 淡路市夢舞台2番地28 799736602 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社アクアイグニス淡路島 代表取締役 古市 尚 656-2306 兵庫県淡路市夢舞台2番地28 799736602 淡路(洲健)第1-132 令和4年6月28日 令和10年8月31日 令和4年6月28日
000028 9000189678 アクアイグニス淡路島　風波 656-2306 淡路市夢舞台2番地28 799736602 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社アクアイグニス淡路島 代表取締役 古市 尚 656-2306 兵庫県淡路市夢舞台2番地28 799736602 淡路(洲健)第1-134 令和4年6月28日 令和10年8月31日 令和4年6月28日
000028 9000189679 アクアイグニス淡路島　ペスケリアアンコラ 656-2306 淡路市夢舞台2番地28 799736602 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社アクアイグニス淡路島 代表取締役 古市 尚 656-2306 兵庫県淡路市夢舞台2番地28 799736602 淡路(洲健)第1-133 令和4年6月28日 令和10年8月31日 令和4年6月28日
000028 9000189682 海の家　陽ざしや 656-1521 淡路市多賀2476-3 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 広川 敬訓 淡路(洲健)第1-136 令和4年6月30日 令和10年8月31日 令和4年6月30日
000028 9000189767 しあわせ島キッチンSupporters 656-0022 洲本市海岸通2丁目4－36 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Awaji＆Co. 代表取締役 網城 恵子 656-0023 兵庫県洲本市小路谷1276番地 799220358 淡路(洲健)第1-143 令和4年7月6日 令和10年8月31日 令和4年7月6日
000028 9000189786 淡路島和牛の卸し直売所　おのころさん本店 656-1721 淡路市野島蟇浦168番地1 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社おのころ農園 代表取締役 辻本 英一 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦168番地1 淡路(洲健)第1-146 令和4年7月8日 令和10年8月31日 令和4年7月8日
000028 9000189787 淡路島和牛の卸し直売所　おのころさん本店 656-1721 淡路市野島蟇浦168番地1 食肉販売業 一般 株式会社おのころ農園 代表取締役 辻本 英一 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦168番地1 淡路(洲健)第10-9 令和4年7月8日 令和10年8月31日 令和4年7月8日
000028 9000189790 タコステ屋台えびす 656-2401 淡路市岩屋1414-27 799720201 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社淡路観光開発公社 代表取締役 西田 利行 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1187番地の1 799720201 淡路(洲健)第1-145 令和4年7月8日 令和10年8月31日 令和4年7月8日
000028 9000189801 あわぢ阿うん 656-0501 南あわじ市福良甲1528-25 799521514 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 榎本 初代 淡路(洲健)第1-142 令和4年7月6日 令和10年8月31日 令和4年7月6日
000028 9000189802 カリコ　フードロッジ 656-0341 南あわじ市津井1475-9 799365970 飲食店営業(4)その他 一般 ウエストビルサービス株式会社 代表取締役 小北 治光 540-0035 大阪府大阪市中央区釣鐘町二丁目2番8号DDC釣鐘ビル 669466541 淡路(洲健)第1-144 令和4年7月7日 令和10年8月31日 令和4年7月7日
000028 9000189803 ホテルアナガ　プールサイド 656-0661 南あわじ市阿那賀1109 799391161 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 塩屋土地株式会社 代表取締役 井植 貞雄 655-0873 兵庫県神戸市垂水区青山台一丁目22番１号 787511121 淡路(洲健)第1-147 令和4年7月11日 令和9年8月31日 令和4年7月11日



000028 9000189821 ペスケリア・アンコラ露店 656-2306 淡路市夢舞台2番地28 799736602 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 株式会社アクアイグニス淡路島 代表取締役 古市 尚 656-2306 兵庫県淡路市夢舞台2番地28 799736602 淡路(洲健)第1-150 令和4年7月12日 令和9年8月31日 令和4年7月12日
000028 9000189838 菓　ｈｉｎａ･ｒｉ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 799706707 飲食店営業(4)その他 露店40L 合同会社Ｏｌｉｖｅ　Ｇａｒｄｅｎ 代表社員 楠 聡 656-2143 兵庫県淡路市里865番地54 799706707 淡路(洲健)第1-151 令和4年7月13日 令和9年8月31日 令和4年7月13日
000028 9000189865 helianthe 656-0121 南あわじ市山添358-3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩本 愛生 淡路(洲健)第1-156 令和4年7月15日 令和10年8月31日 令和4年7月15日
000028 9000189884 ユルルトタマユラ 656-1341 洲本市五色町都志角川117-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 玲子 淡路(洲健)第1－152 令和4年7月13日 令和10年8月31日 令和4年7月13日
000028 9000189892 ミタケ水産株式会社 656-2542 洲本市由良町内田407-5 799270108 魚介類販売業 一般 ミタケ水産株式会社 代表取締役 伊奈 正隆 656-2542 兵庫県洲本市由良町内田407番地1 799270108 淡路(洲健)第6－15 令和4年7月14日 令和11年8月31日 令和4年7月14日
000028 9000189897 障がい者地域生活拠点『ぽれぽれ』 656-1741 淡路市浅野南2-40 799820922 そうざい製造業 一般 社会福祉法人　淡路市社会福祉協議会 理事長 小南 廣之 656-2131 兵庫県淡路市志筑3119番地1 799625214 淡路(洲健)第16-15 令和4年7月14日 令和11年8月31日 令和4年7月14日
000028 9000189898 障がい者地域生活拠点『ぽれぽれ』 656-1741 淡路市浅野南2-40 799820922 漬物製造業 一般 社会福祉法人　淡路市社会福祉協議会 理事長 小南 廣之 656-2131 兵庫県淡路市志筑3119番地1 799625214 淡路(洲健)第27-1 令和4年7月14日 令和11年8月31日 令和4年7月14日
000028 9000189899 Cafe　Bistro　Tabata 656-2212 淡路市佐野2342 799708611 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田畑 耕介 淡路(洲健)第1-154 令和4年7月14日 令和10年8月31日 令和4年7月14日
000028 9000189900 Cafe　Bistro　Tabata 656-2212 淡路市佐野2342 799708611 菓子製造業 一般 田畑 耕介 淡路(洲健)第2-17 令和4年7月14日 令和10年8月31日 令和4年7月14日
000028 9000189901 W　cafe 656-2100 淡路市野島字有馬田地先北淡県民サンビーチ 飲食店営業(4)その他 一般 令和商事株式会社 代表取締役 水嶋 亨 542-0083 大阪府大阪市中央区東心斎橋一丁目19番1号 淡路(洲健)第1-159 令和4年7月15日 令和10年8月31日 令和4年7月15日
000028 9000189904 ほっともっと洲本納店 656-0101 洲本市納字横竹313－7 799253733 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 合同会社あわじ入鹿商事 代表社員 入鹿 秀明 656-0101 兵庫県洲本市納314番地2 799253733 淡路(洲健)第1－161 令和4年7月19日 令和10年8月31日 令和4年7月19日
000028 9000189921 IN　THE　HOUSE 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 露店80L 谷口 翔太 淡路(洲健)第1-165 令和4年7月20日 令和9年8月31日 令和4年7月20日
000028 9000189922 ほっともっと淡路志筑店 656-2131 淡路市志筑1630-2 799600620 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 合同会社あわじ入鹿商事 代表社員 入鹿 秀明 656-0101 兵庫県洲本市納314番地2 799253733 淡路(洲健)第1-153 令和4年7月14日 令和10年8月31日 令和4年7月14日
000028 9000189925 ｴｲﾄﾎﾟｲﾝﾄﾘｿﾞｰﾄ淡路島 656-1606 淡路市室津字蓮ノ脇11番･12番･14番合併12番-1･13番-1･17番-1 799709096 飲食店営業(4)その他 一般 ロックスリーエンターテイメント株式会社 代表取締役 和田 岳史 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3丁目8番21号 665869663 淡路(洲健)第1-158 令和4年7月15日 令和10年8月31日 令和4年7月15日
000028 9000189946 Alu-BacｰMik 656-1602 淡路市育波1517-3 799705887 菓子製造業 一般 西 和弘 淡路(洲健)第2-18 令和4年7月20日 令和10年8月31日 令和4年7月20日
000028 9000189947 淡路　夢ホルモン 656-1711 淡路市富島129番地 799706808 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社縁満 代表取締役 北田 浩二 656-1711 兵庫県淡路市富島129番地 799706808 淡路(洲健)第1-162 令和4年7月19日 令和10年8月31日 令和4年7月19日
000028 9000189979 きるかか 656-1511 淡路市郡家砂田1037-2 799709098 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 バルニバービ・スピリッツ＆カンパニー株式会社 代表取締役 松 敬之 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江一丁目14番26号 淡路(洲健)第1-168 令和4年7月21日 令和10年8月31日 令和4年7月21日
000028 9000189980 淡路島たぬき食堂 656-1725 淡路市野島江崎326-3 799705250 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 大道 慎吾 淡路(洲健)第1-177 令和4年7月22日 令和10年8月31日 令和4年7月22日
000028 9000189981 神戸淡路鳴門自動車道　淡路SA上り　サブ№１ 656-2401 淡路市岩屋3118-1 調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業 自動販売機 株式会社アペックス西日本 代表取締役 森 吉平 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江四丁目25番24号 665359022 淡路(洲健)第19-7 令和4年7月20日 令和9年8月31日 令和4年7月20日
000028 9000189992 海晴 656-0025 洲本市本町5丁目4－28 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 野口 純子 淡路(洲健)第1－178 令和4年7月22日 令和10年8月31日 令和4年7月22日
000028 9000190000 洲本特別養護老人ホーム ラガール 656-0004 洲本市中川原町安坂字居屋敷986番地 799258585 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 日清医療食品株式会社 代表取締役 立林 勝美 100-6420 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号 332873611 淡路(洲健)第1-173 令和4年7月21日 令和11年8月31日 令和4年7月21日
000028 9000190027 焼肉ホルモン　福一 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 平岡 雄也 淡路(洲健)第1-186 令和4年7月26日 令和9年8月31日 令和4年7月26日
000028 9000190028 国営明石海峡公園ボート乗り場 656-2306 淡路市夢舞台8-10 799725067 飲食店営業(4)その他 一般 ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯6番地 799743257 淡路(洲健)第1-188 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日
000028 9000190029 炭火やきとりtoitoi 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 有限会社メンタルサポートサービス 代表取締役 足利 学 656-2301 兵庫県淡路市楠本378 淡路(洲健)第1-182 令和4年7月25日 令和9年8月31日 令和4年7月25日
000028 9000190030 3267 656-2131 淡路市志筑3267-3 飲食店営業(4)その他 一般 村上 友紀 淡路(洲健)第1-183 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日
000028 9000190056 MUKU　Marche 656-2401 淡路市岩屋字鵜崎2951-5 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 特定非営利活動法人ＭＵＫＵ 理事 福井　宏昌 547-0032 大阪府大阪市平野区流町一丁目7番7号301 799705218 淡路(洲健)第1-190 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日
000028 9000190057 グランピングテラス淡路 656-1521 淡路市多賀2237 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社グランシーズ 代表取締役 小川 慶大 530-0001 大阪府大阪市北区梅田二丁目6番20号 661475483 淡路(洲健)第1-189 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日
000028 9000190058 おやつ工房　ブレイクタイム 656-2401 淡路市岩屋1873-1　道の駅あわじ内 飲食店営業(4)その他 一般 周 廣光 淡路(洲健)第1-187 令和4年7月29日 令和11年8月31日 令和4年7月29日
000028 9000190059 おやつ工房　ブレイクタイム 656-2401 淡路市岩屋1873-1　道の駅あわじ内 菓子製造業 一般 周 廣光 淡路(洲健)第2-21 令和4年7月29日 令和11年8月31日 令和4年7月29日
000028 9000190068 CIRUELA CIRCULO 656-0304 南あわじ市松帆古津路902 799373030 飲食店営業(4)その他 一般 有限会社うめ丸 代表取締役 藤川 啓治郎 656-0662 兵庫県南あわじ市阿那賀志知川14番地の1 799390206 淡路(洲健)第1-185 令和4年7月26日 令和10年8月31日 令和4年7月26日
000028 9000190069 CIRUELA CIRCULO 656-0304 南あわじ市松帆古津路902 799373030 菓子製造業 一般 有限会社うめ丸 代表取締役 藤川 啓治郎 656-0662 兵庫県南あわじ市阿那賀志知川14番地の1 799390206 淡路(洲健)第2-20 令和4年7月26日 令和10年8月31日 令和4年7月26日
000028 9000190081 岩屋バグース 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 露店40L 本西 純一 淡路(洲健)第1-192 令和4年7月29日 令和9年8月31日 令和4年7月29日
000028 9000190095 うまみ食館　てんsun。 656-0014 洲本市桑間832 799242315 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 中野 昌佳 淡路(洲健)第1-193 令和4年7月28日 令和10年8月31日 令和4年7月28日
000028 9000190115 島ぎょうざ　はるちゃん 656-1521 淡路市多賀1260 そうざい製造業 一般 森田 純多 淡路(洲健)第16-17 令和4年7月29日 令和10年8月31日 令和4年7月29日
000028 9000190118 淡路ビーフブランド化推進協議会 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 淡路畜産農業協同組合連合会 代表理事 相坂 有俊 656-2142 兵庫県淡路市塩田新島3-2 799620068 淡路(洲健)第1-196 令和4年8月1日 令和9年8月31日 令和4年8月1日
000028 9000190119 cafe SPARK 656-0304 南あわじ市松帆古津路577-121 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 佐々木 まどか 淡路(洲健)第1-194 令和4年8月1日 令和10年8月31日 令和4年8月1日
000028 9000190121 株式会社小林水産 656-0502 南あわじ市福良乙1653-22 799521634 そうざい製造業 一般 株式会社小林水産 代表取締役 小林 新治 656-0502 兵庫県南あわじ市福良乙1653番地22 799521634 淡路(洲健)第16-16 令和4年7月29日 令和11年8月31日 令和4年7月29日
000028 9000190162 あわじ札ノ辻ベース 656-1335 洲本市五色町広石下1459－1 飲食店営業(4)その他 一般 堀 隆夫 淡路(洲健)第1－199 令和4年8月8日 令和10年8月31日 令和4年8月8日
000028 9000190189 あわじ島アイスクリーム 656-0025 洲本市本町1－1－40 アイスクリーム類製造業 一般 株式会社Terrace 代表取締役 楠本 文哉 656-0545 兵庫県南あわじ市阿万西町415番地5 淡路(洲健)第8－2 令和4年8月8日 令和10年8月31日 令和4年8月8日
000028 9000190190 食乃房　新水 656-0023 洲本市小路谷23番地1 799232200 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ホテルニューアワジ 代表取締役 木下 紘一 656-0023 兵庫県洲本市小路谷20番地 799232200 淡路(洲健)第1－201 令和4年8月12日 令和11年8月31日 令和4年8月12日
000028 9000190191 牛と米 656-0321 南あわじ市志知122-3 飲食店営業(4)その他 一般 町口 匡貴 淡路(洲健)第1-204 令和4年8月8日 令和10年8月31日 令和4年8月8日
000028 9000190192 creperie oriton 656-0501 南あわじ市福良甲1526-2　B-1 飲食店営業(4)その他 一般 下戸 宏始 淡路(洲健)第1-200 令和4年8月8日 令和10年8月31日 令和4年8月8日
000028 9000190193 RE.SET 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 淡路(洲健)第1-197 令和4年8月8日 令和9年8月31日 令和4年8月8日
000028 9000190261 cafe＆bakery 島のDOG 656-0122 南あわじ市広田広田865-1 799209020 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社カタドル 代表取締役 三宅 英樹 656-0121 兵庫県南あわじ市山添624番地5 799209020 淡路(洲健)第1-209 令和4年8月12日 令和10年8月31日 令和4年8月12日
000028 9000190262 菜音カフェ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 菅原 伸悟 淡路(洲健)第1-210 令和4年8月12日 令和9年8月31日 令和4年8月12日
000028 9000190297 copan工場 656-0661 南あわじ市阿那賀1521-9 菓子製造業 一般 松浦 まゆこ 淡路(洲健)第2-22 令和4年8月10日 令和10年8月31日 令和4年8月10日
000028 9000190308 海神人の食卓　3F　ｶｳﾝﾀｰ 656-1721 淡路市野島常盤1042 799709089 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 株式会社パソナふるさとインキュベーション 代表取締役 瀬川 康弘 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦841番地5 799821820 淡路(洲健)第1-202 令和4年8月4日 令和10年8月31日 令和4年8月4日
000028 9000190309 オサキ食堂 656-1501 淡路市尾崎1798番地3 799709077 そうざい製造業 一般 株式会社バルニバービ 代表取締役 佐藤 裕久 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場四丁目12番21号 643906544 淡路(洲健)第16-19 令和4年8月4日 令和10年8月31日 令和4年8月4日
000028 9000190342 The Kitchen buono buono 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 799242300 飲食店営業(4)その他 露店40L 佐藤 充 淡路(洲健)第1-229 令和4年8月18日 令和9年8月31日 令和4年8月18日
000028 9000190343 Waraku 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 釜本 和典 淡路(洲健)第1-228 令和4年8月18日 令和9年8月31日 令和4年8月18日
000028 9000190410 ばんぶう 656-0501 南あわじ市福良甲1529-3 799522892 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ばんぶう株式会社 代表取締役 野口 敬子 656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲1529番地3 799522892 淡路(洲健)第1-240 令和4年8月23日 令和10年8月31日 令和4年8月23日
000028 9000190411 愛丸水産株式会社 656-0502 南あわじ市福良乙339番地5 799523360 そうざい製造業 一般 愛丸水産株式会社 代表取締役 藪 愛幸 656-0502 兵庫県南あわじ市福良乙339番地5 799523360 淡路(洲健)第16-22 令和4年8月22日 令和10年8月31日 令和4年8月22日
000028 9000190458 mong　curry(モンカレ―） 656-0025 洲本市本町2－3－11　1F そうざい製造業 一般 西村 基樹 淡路(洲健)第16-23 令和4年8月26日 令和10年8月31日 令和4年8月26日
000028 9000190478 Drake　Kitchen 656-2401 淡路市岩屋923-1岩屋城跡ビル2階 799736131 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小倉 龍彦 淡路(洲健)第1-249 令和4年8月26日 令和11年8月31日 令和4年8月26日
000028 9000190486 淡路島ブルース 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 植田 弦 淡路(洲健)第1-243 令和4年8月25日 令和9年8月31日 令和4年8月25日
000028 9000190500 三楽園 656-2311 淡路市久留麻2024-1 799743254 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 松本 和昭 淡路(洲健)第1-248 令和4年8月26日 令和10年8月31日 令和4年8月26日
000028 9000190504 寺カフェ　LOOK 656-0651 南あわじ市伊加利584 799390837 飲食店営業(4)その他 一般 魚崎 宏小 淡路(洲健)第1-268 令和4年8月30日 令和10年8月31日 令和4年8月30日
000028 9000190505 畑中商店 656-2541 洲本市由良4丁目14－2 799270399 魚介類販売業 一般 畑中 光晴 淡路(洲健)第6-23 令和4年8月30日 令和10年8月31日 令和4年8月30日
000028 9000190506 シャルティエ 656-0026 洲本市栄町3丁目1-49 799386636 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社シャルティエ 代表取締役 成瀬 孝一 656-0026 兵庫県洲本市栄町三丁目1番49号 799386636 淡路(洲健)第1-266 令和4年8月30日 令和10年8月31日 令和4年8月30日
000028 9000190544 新紋 656-2305 淡路市浦890-1 799704363 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 古川 とみえ 淡路(洲健)第1-269 令和4年9月1日 令和10年11月30日 令和4年9月1日
000028 9000190599 若男水産株式会社 656-0502 南あわじ市福良甲21-31 799523561 水産製品製造業 一般 若男水産株式会社 代表取締役 前田 若男 656-0502 兵庫県南あわじ市福良乙245番地 799523561 淡路(洲健)第20-9 令和4年9月6日 令和10年11月30日 令和4年9月6日
000028 9000190600 カリコリゾート 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L ウエストビルサービス株式会社 代表取締役 小北 治光 540-0035 大阪府大阪市中央区釣鐘町二丁目2番8号DDC釣鐘ビル 淡路(洲健)第1-270 令和4年9月5日 令和9年11月30日 令和4年9月5日
000028 9000190601 WHIRLPOOL 656-0502 南あわじ市福良乙63 菓子製造業 一般 西澤 昌美 淡路(洲健)第2-25 令和4年9月6日 令和10年11月30日 令和4年9月6日
000028 9000190603 大穴次郎 656-0013 洲本市下加茂1丁目1-58 799386560 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 岩永 知也 淡路(洲健)第1-271 令和4年9月5日 令和10年11月30日 令和4年9月5日
000028 9000190647 CRAFT　CIRCUS 656-1724 淡路市野島平林2-2　北棟(海王市場) 799821855 魚介類販売業 一般 株式会社パソナふるさとインキュベーション 代表取締役 瀬川 康弘 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦841番地5 799821820 淡路(洲健)第6-25 令和4年9月12日 令和11年11月30日 令和4年9月12日
000028 9000190649 第八戎丸 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 杉本 由美恵 淡路(洲健)第1-272 令和4年9月9日 令和9年11月30日 令和4年9月9日
000028 9000190677 ばーどパン 656-0315 南あわじ市松帆高屋乙65 菓子製造業 一般 前田 裕美 淡路(洲健)第2-26 令和4年9月8日 令和10年11月30日 令和4年9月8日
000028 9000190678 ふくら手延べ製麺所 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 里村 まみ 淡路(洲健)第1-273 令和4年9月12日 令和9年11月30日 令和4年9月12日
000028 9000190689 Kisola 656-0501 南あわじ市福良甲512-43 菓子製造業 一般 豊原 結友 淡路(洲健)第2-27 令和4年9月14日 令和10年11月30日 令和4年9月14日
000028 9000190717 山形屋水産株式会社 656-0543 南あわじ市阿万塩屋町2660-2 799521239 食用油脂製造業 一般 山形屋水産株式会社 代表取締役 山形 収司 656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲1528番地の32 799521239 淡路(洲健)第12-1 令和4年9月8日 令和11年11月30日 令和4年9月8日
000028 9000190720 藤本水産株式会社 656-1602 淡路市育波字四斗里387番地 799841126 水産製品製造業 一般 藤本水産株式会社 代表取締役 藤本 充茂 656-1602 兵庫県淡路市育波字四斗里387番地 799841126 淡路(洲健)第20-10 令和4年9月14日 令和10年11月30日 令和4年9月14日
000028 9000190789 SHIDO 656-1521 淡路市多賀2150 799851147 飲食店営業(4)その他 一般 濵岡 淳二 淡路(洲健)第1-274 令和4年9月20日 令和10年11月30日 令和4年9月20日
000028 9000190790 farm studio テーブルと燕 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 富田 祥子 淡路(洲健)第1-276 令和4年9月22日 令和9年11月30日 令和4年9月22日
000028 9000190812 Dear コロン 656-0041 洲本市新村211－1 799536388 菓子製造業 一般 濱田 茉美 淡路(洲健)第2-28 令和4年9月21日 令和10年11月30日 令和4年9月21日
000028 9000190819 楽園おのころ 656-0423 南あわじ市榎列下幡多字下幡多804-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ミント 代表取締役 山岡 寿吏 771-0130 徳島県徳島市川内町加賀須野384番地14 886664124 淡路(洲健)第1-275 令和4年9月21日 令和10年11月30日 令和4年9月21日
000028 9000190825 からあげ　キング 656-0121 南あわじ市山添167-1カサグランデホテル1F 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 由尾 英樹 淡路(洲健)第1-278 令和4年9月26日 令和10年11月30日 令和4年9月26日
000028 9000190826 クーネル 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 森本 幹太 淡路(洲健)第1-279 令和4年9月28日 令和9年11月30日 令和4年9月28日
000028 9000190838 楽園すもと 656-0051 洲本市物部1丁目13－26 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ミント 代表取締役 山岡 寿吏 771-0130 徳島県徳島市川内町加賀須野384番地14 886664124 淡路(洲健)第1-277 令和4年9月22日 令和11年11月30日 令和4年9月22日
000028 9000190847 かふぇ食堂おるか 656-0023 洲本市小路谷1281－6 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山下 昭浩 淡路(洲健)第1-280 令和4年9月29日 令和11年11月30日 令和4年9月29日
000028 9000190927 アクアイグニス淡路島　ブロイル　キング 656-2306 淡路市夢舞台2番地28 799736602 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 株式会社アクアイグニス淡路島 代表取締役 古市 尚 656-2306 兵庫県淡路市夢舞台2番地28 799736602 淡路(洲健)第1-281 令和4年9月30日 令和9年11月30日 令和4年9月30日
000028 9000190959 カラオケなっちゃん 656-1524 淡路市竹谷899 799852414 飲食店営業(4)その他 一般 那智 小夜子 淡路(洲健)第1-285 令和4年10月4日 令和10年11月30日 令和4年10月4日
000028 9000190972 avec toi 焼菓子工房 656-0025 洲本市本町7丁目3－41 菓子製造業 一般 清水 沙也香 淡路(洲健)第2-29 令和4年10月4日 令和10年11月30日 令和4年10月4日
000028 9000190991 べるそ・もんど 656-0055 洲本市大野608－13 799230831 飲食店営業(4)その他 一般 白水 宏明 淡路(洲健)第1-284 令和4年10月4日 令和10年11月30日 令和4年10月4日
000028 9000191039 あわじ探偵事務所 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 大須賀 政康 淡路(洲健)第1-287 令和4年10月6日 令和9年11月30日 令和4年10月6日
000028 9000191059 eichi 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 原 貴広 淡路(洲健)第1-289 令和4年10月7日 令和9年11月30日 令和4年10月7日
000028 9000191062 MUKU　Marche 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 特定非営利活動法人ＭＵＫＵ 理事 福井　宏昌 547-0032 大阪府大阪市平野区流町一丁目7番7号301 799705218 淡路(洲健)第1-288 令和4年10月6日 令和9年11月30日 令和4年10月6日
000028 9000191063 しぶれっと 656-1521 淡路市多賀197　ふるさとセンター内 そうざい製造業 一般 川田 耕三 淡路(洲健)第16-25 令和4年10月7日 令和10年11月30日 令和4年10月7日
000028 9000191064 しぶれっと 656-1521 淡路市多賀197　ふるさとセンター内 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 川田 耕三 淡路(洲健)第1-290 令和4年10月7日 令和10年11月30日 令和4年10月7日
000028 9000191112 伊達 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 伊達 杏奈 淡路(洲健)第1-293 令和4年10月12日 令和9年11月30日 令和4年10月12日
000028 9000191131 こゝちよ 656-2305 淡路市浦1512 799701358 魚介類販売業 一般 株式会社　ここちよ 代表取締役 新島 健一 656-2305 兵庫県淡路市浦1512番地 799701358 淡路(洲健)第6-26 令和4年10月12日 令和10年11月30日 令和4年10月12日
000028 9000191169 ごはんとおやつ　ソロル 656-2301 淡路市楠本296-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 阿佐 瑞希 淡路(洲健)第1-295 令和4年10月13日 令和10年11月30日 令和4年10月13日
000028 9000191170 ごはんとおやつ　ソロル 656-2301 淡路市楠本296-2 菓子製造業 一般 阿佐 瑞希 淡路(洲健)第2-30 令和4年10月13日 令和10年11月30日 令和4年10月13日
000028 9000191171 刻々 656-1325 洲本市五色町鮎原南谷409 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 西岡 友香 淡路(洲健)第1-299 令和4年10月14日 令和10年11月30日 令和4年10月14日
000028 9000191179 Ponte　Caldo 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦2554番地 飲食店営業(3)旅館 一般 PorAlfe株式会社 代表取締役 岡 美沙 656-2401 兵庫県淡路市岩屋1849番地の4 淡路(洲健)第1-291 令和4年10月11日 令和10年11月30日 令和4年10月11日
000028 9000191180 girls bar tiara 656-0025 洲本市本町4丁目3－10ﾏﾙｳﾒ1F 飲食店営業(4)その他 一般 伊奈 稀良々 淡路(洲健)第1-298 令和4年10月18日 令和10年11月30日 令和4年10月18日
000028 9000191228 まっき－の家カフェ 656-1344 洲本市五色町鳥飼浦2599－830 飲食店営業(4)その他 一般 牧島 智子 淡路(洲健)第1-297 令和4年10月19日 令和10年11月30日 令和4年10月19日
000028 9000191229 カフェ　そらヴィラ　海テラス・南あわじ 656-0332 南あわじ市湊字大崩1131-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社リバイト 代表取締役 坂本 貴志 559-0031 大阪府大阪市住之江区南港東七丁目1番83号 5033867353 淡路(洲健)第1-301 令和4年10月17日 令和10年11月30日 令和4年10月17日
000028 9000191231 吉田珈琲 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 吉田 辰生 淡路(洲健)第1-294 令和4年10月19日 令和9年11月30日 令和4年10月19日
000028 9000191251 極楽寺 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 極楽寺 代表役員 三木 眞弘 656-1343 兵庫県洲本市五色町鳥飼中41番地 799340417 淡路(洲健)第1-308 令和4年10月19日 令和9年11月30日 令和4年10月19日
000028 9000191269 淡路島　西海岸　リンクル　ICE 656-1501 淡路市尾崎4315-7 飲食店営業(4)その他 一般 金沢 修一 淡路(洲健)第1-307 令和4年10月19日 令和10年11月30日 令和4年10月19日
000028 9000191300 YOKACHORO　FOOD　BASE 656-1342 洲本市五色町鳥飼上952 飲食店営業(4)その他 一般 角田 大和 淡路(洲健)第1-311 令和4年10月27日 令和10年11月30日 令和4年10月27日
000028 9000191305 志知カフェ 656-0436 南あわじ市八木新庄447-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社リプラス 代表取締役 町口 匡貴 656-0436 兵庫県南あわじ市八木新庄447番地1 淡路(洲健)第1-309 令和4年10月27日 令和10年11月30日 令和4年10月27日
000028 9000191307 Bar Non 656-0501 南あわじ市福良甲512-43サンハイツ104号室 飲食店営業(4)その他 一般 前平 佳菜 淡路(洲健)第1-310 令和4年10月27日 令和10年11月30日 令和4年10月27日
000028 9000191331 twin 656-0425 南あわじ市榎列小榎列241-1 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 小磯 久美子 淡路(洲健)第1-315 令和4年10月27日 令和10年11月30日 令和4年10月27日
000028 9000191332 vivi-D Factory 656-0501 南あわじ市福良甲589-1 菓子製造業 一般 村上 大輔 淡路(洲健)第2-32 令和4年10月27日 令和10年11月30日 令和4年10月27日
000028 9000191333 淡路島オニオンキッチンカー　NEGIKO 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社うずのくに南あわじ 代表取締役 飛田 俊紀 656-0503 兵庫県南あわじ市福良字鳥取丙947番地の22 799521157 淡路(洲健)第1-314 令和4年10月27日 令和9年11月30日 令和4年10月27日
000028 9000191335 淡路島オニオンキッチンカー　TAMAO 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社うずのくに南あわじ 代表取締役 飛田 俊紀 656-0503 兵庫県南あわじ市福良字鳥取丙947番地の22 799521157 淡路(洲健)第1-313 令和4年10月27日 令和9年11月30日 令和4年10月27日
000028 9000191338 扇Cafe 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 舩橋 正嗣 淡路(洲健)第1-312 令和4年10月24日 令和9年11月30日 令和4年10月24日
000028 9000191397 パンチョ 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 露店80L 東口 知之 淡路(洲健)第1-319 令和4年10月27日 令和9年11月30日 令和4年10月27日
000028 9000191448 マルナカ南あわじ店 656-0321 南あわじ市志知143 799373205 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 マックスバリュ西日本株式会社 代表取締役 平尾 健一 732-0814 広島県広島市南区段原南一丁目3番52 825358434 淡路(洲健)第1-326 令和4年11月2日 令和11年11月30日 令和4年11月2日
000028 9000191449 昇り坂 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 西山 友和 淡路(洲健)第1-324 令和4年11月1日 令和9年11月30日 令和4年11月1日
000028 9000191452 la piccola felicita 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 飼谷 貴文 淡路(洲健)第1-325 令和4年11月1日 令和9年11月30日 令和4年11月1日



000028 9000191453 ヤマディカ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 小田 愛可 淡路(洲健)第1-330 令和4年11月2日 令和9年11月30日 令和4年11月2日
000028 9000191454 くう食堂 656-0503 南あわじ市福良丙86 飲食店営業(4)その他 露店80L 森田 由美子 淡路(洲健)第1-329 令和4年11月4日 令和9年11月30日 令和4年11月4日
000028 9000191516 洲本商工会議所　青年部 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 秦 慎二郎 淡路(洲健)第1-332 令和4年11月7日 令和9年11月30日 令和4年11月7日
000028 9000191570 TODAY　cafe 656-0122 南あわじ市広田広田310-3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 菅本 幸奈 淡路(洲健)第1-328 令和4年11月9日 令和10年11月30日 令和4年11月9日
000028 9000191572 フェアフィールド・バイ・マリオット・兵庫淡路島福良 656-0501 南あわじ市福良甲512番154 799386625 飲食店営業(4)その他 一般 トリップベースホテルマネジメント株式会社 代表取締役 田森 直紀 531-0076 大阪府大阪市北区大淀中一丁目1番88号 664403565 淡路(洲健)第1-327 令和4年11月9日 令和11年11月30日 令和4年11月9日
000028 9000191631 ラスロングポテト 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 古田 寛幸 淡路(洲健)第1-356 令和4年11月11日 令和9年11月30日 令和4年11月11日
000028 9000191642 季節料理　醍醐 656-0023 洲本市小路谷1281-5 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 伊藤 義隆 淡路(洲健)第1-364 令和4年11月11日 令和10年11月30日 令和4年11月11日
000028 9000191668 道の駅BBQステーキガーデン　まほろば 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 曽我 雅人 淡路(洲健)第1-365 令和4年11月15日 令和9年11月30日 令和4年11月15日
000028 9000191688 COFFEE　BARN 656-1511 淡路市郡家1337 飲食店営業(4)その他 一般 石上 智章 淡路(洲健)第1-367 令和4年11月15日 令和10年11月30日 令和4年11月15日
000028 9000191690 Prin　Pring 656-2401 淡路市岩屋592-4 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 近藤 千恵 淡路(洲健)第1-368 令和4年11月15日 令和10年11月30日 令和4年11月15日
000028 9000191717 しあわせ島べんとう　OBENTOS 656-0021 洲本市塩屋1丁目2－19 799220358 飲食店営業(2)仕出し屋・弁当屋 一般 株式会社Awaji＆Co. 代表取締役 網城 恵子 656-0023 兵庫県洲本市小路谷1276番地 799220358 淡路(洲健)第1-366 令和4年11月17日 令和10年11月30日 令和4年11月17日
000028 9000191718 Sumoto食茶ron hanasorami 656-0021 洲本市塩屋1丁目2－19 799220358 菓子製造業 一般 株式会社Awaji＆Co. 代表取締役 網城 恵子 656-0023 兵庫県洲本市小路谷1276番地 799220358 淡路(洲健)第2-35 令和4年11月17日 令和10年11月30日 令和4年11月17日
000028 9000191753 ROYAL 656-0025 洲本市本町4丁目2－12 飲食店営業(4)その他 一般 薮内 力哉 淡路(洲健)第1-376 令和4年11月18日 令和10年11月30日 令和4年11月18日
000028 9000191755 Halelea 656-0516 南あわじ市賀集福井167-2 菓子製造業 一般 西 早苗 淡路(洲健)第2-36 令和4年11月21日 令和10年11月30日 令和4年11月21日
000028 9000191756 カシマシSTANDニューシヅキ 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 露店40L 田頭 佳奈 淡路(洲健)第1-375 令和4年11月21日 令和9年11月30日 令和4年11月21日
000028 9000191781 お好み焼　鉄板焼　まさやん 656-2131 淡路市志筑390-13 799623080 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 淡路(洲健)第1-379 令和4年11月18日 令和10年11月30日 令和4年11月18日
000028 9000191873 焼肉きた松 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社ＫＩＴＴＡＮ 代表取締役 北村 良之 665-0823 兵庫県宝塚市安倉南三丁目8-11 797268198 淡路(洲健)第1-392 令和4年11月28日 令和9年11月30日 令和4年11月28日
000028 9000191874 カリコリゾート 656-0341 南あわじ市津井475-9 799365970 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ウエストビルサービス株式会社 代表取締役 小北 治光 540-0035 大阪府大阪市中央区釣鐘町二丁目2番8号DDC釣鐘ビル 淡路(洲健)第1-333 令和4年11月8日 令和10年11月30日 令和4年11月8日
000028 9000191877 spice　kitchen　cotocoto 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 橋本 敬子 淡路(洲健)第1-390 令和4年11月24日 令和9年11月30日 令和4年11月24日
000028 9000191879 たこ焼リンクル 656-1501 淡路市尾崎4315-7 飲食店営業(4)その他 一般 金沢 修一 淡路(洲健)第1-389 令和4年11月24日 令和10年11月30日 令和4年11月24日
000028 9000191886 住吉屋　営業本部　加工センター 656-0483 南あわじ市志知中島1004-1 799427224 食品の小分け業 一般 株式会社住吉屋 代表取締役 住山 勝也 656-0332 兵庫県南あわじ市湊295番地 799427224 淡路(洲健)第24-3 令和4年11月28日 令和10年11月30日 令和4年11月28日
000028 9000191889 全日食阿万店 656-0544 南あわじ市阿万下町260-1 799552651 飲食店営業(4)その他 一般 野川 善正 淡路(洲健)第1-369 令和4年11月15日 令和10年11月30日 令和4年11月15日
000028 9000191890 全日食阿万店 656-0544 南あわじ市阿万下町260-1 799552651 魚介類販売業 一般 野川 善正 淡路(洲健)第6-31 令和4年11月15日 令和10年11月30日 令和4年11月15日
000028 9000191891 全日食阿万店 656-0544 南あわじ市阿万下町260-1 799552651 食肉販売業 一般 野川 善正 淡路(洲健)第10-12 令和4年11月15日 令和10年11月30日 令和4年11月15日
000028 9000191892 みなと食堂　Porto 656-0332 南あわじ市湊110 799360157 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社awajian 代表取締役 赤穂 克也 656-0306 兵庫県南あわじ市松帆慶野518番地 799206104 淡路(洲健)第1-388 令和4年11月28日 令和10年11月30日 令和4年11月28日
000028 9000191895 浜松鮮魚店 656-2541 洲本市由良3丁目6－25 799270145 魚介類販売業 一般 井内 久行 淡路(洲健)第6-30 令和4年11月10日 令和10年11月30日 令和4年11月10日
000028 9000191908 農家レストラン陽・燦燦 656-1726 淡路市野島常盤字源八1510番地4 799709082 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Awaji　Nature　Farm 代表取締役 田中 康輔 656-1726 兵庫県淡路市野島常盤字源八1510番地4 799709082 淡路(洲健)第1-394 令和4年11月28日 令和10年11月30日 令和4年11月28日
000028 9000191936 La　Casina 656-0051 洲本市物部1丁目12番74号ものべハウス102 799242645 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 小森 順子 淡路(洲健)第1-395 令和4年11月29日 令和10年11月30日 令和4年11月29日
000028 9000191988 淡路島仲野水産株式会社 656-2212 淡路市佐野2706-1 799650419 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 淡路島仲野水産株式会社 代表取締役 仲野 英明 656-2212 兵庫県淡路市佐野2706番地1 799650419 淡路(洲健)第1-399 令和4年12月1日 令和11年2月28日 令和4年12月1日
000028 9000191989 Plants　Cafe　コハルビヨリ 656-2311 淡路市久留麻3-1 799701913 そうざい製造業 一般 西口 晶代 淡路(洲健)第16-28 令和4年12月1日 令和11年2月28日 令和4年12月1日
000028 9000191996 フェリス 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 岩木 聡平 淡路(洲健)第1-401 令和4年12月5日 令和10年2月29日 令和4年12月5日
000028 9000192005 GFC淡路島　GRANDESIA 656-1304 洲本市五色町都志万歳721-6 799303560 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社グリーンフィールド 代表取締役 角田 敏生 530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目1番3-900号大阪駅前第3ﾋﾞﾙ 663451789 淡路(洲健)第1-400 令和4年12月1日 令和11年2月28日 令和4年12月1日
000028 9000192007 Craft＆Cooking　House　IRINA 656-0025 洲本市本町6-4-36 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 太田 イリーナ 淡路(洲健)第1-402 令和4年12月2日 令和11年2月28日 令和4年12月2日
000028 9000192009 淡路島和牛の卸し直売所　おのころさん本店 656-1721 淡路市野島蟇浦168番地1 799820129 食品の小分け業 一般 株式会社おのころ農園 代表取締役 辻本 英一 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦168番地1 799820129 淡路(洲健)第24-4 令和4年12月2日 令和11年2月28日 令和4年12月2日
000028 9000192034 鍋のあわじ 656-2131 淡路市志筑1624-4 799647177 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 正正堂株式会社 代表取締役 申 鉉彬 530-0056 大阪府大阪市北区兎我野町4-25梶原ビル３F 淡路(洲健)第1-403 令和4年12月7日 令和11年2月28日 令和4年12月7日
000028 9000192046 Loco　Base 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社Ｎ　ｐｌｕｓ 代表取締役 藤井　渉 651-2113 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬800番地の23 785872181 淡路(洲健)第1-404 令和4年12月9日 令和10年2月29日 令和4年12月9日
000028 9000192077 ｼｬﾄｰﾄﾞｩｿﾚｲﾕ 656-2311 淡路市久留麻2311番地1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社パソナグループ 代表取締役 南部 靖之 100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 5038218005 淡路(洲健)第1-405 令和4年12月9日 令和11年2月28日 令和4年12月9日
000028 9000192078 海幸丸水産 656-2543 洲本市由良町由良2355-1 799272666 魚介類販売業 一般 橋本 一彦 淡路(洲健)第6-33 令和4年12月9日 令和11年2月28日 令和4年12月9日
000028 9000192079 BaR　Matrix 656-0025 洲本市本町5丁目4-25第2大富ﾋﾞﾙ2階201号室 799386676 飲食店営業(4)その他 一般 細川 幹生 淡路(洲健)第1-406 令和4年12月9日 令和11年2月28日 令和4年12月9日
000028 9000192110 大六珈琲 656-1304 洲本市五色町都志万歳494－1 飲食店営業(4)その他 一般 大西 貴士 淡路(洲健)第1-408 令和4年12月19日 令和11年2月28日 令和4年12月19日
000028 9000192111 大六珈琲 656-1304 洲本市五色町都志万歳494－1 菓子製造業 一般 大西 貴士 淡路(洲健)第2-38 令和4年12月19日 令和11年2月28日 令和4年12月19日
000028 9000192122 大ちゃん食堂 656-2401 淡路市岩屋1471 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 井戸 亜紀子 淡路(洲健)第1-407 令和4年12月13日 令和11年2月28日 令和4年12月13日
000028 9000192184 やきとり竜鳳（徳島880あ1355） 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 株式会社全国チェーン竜鳳 代表取締役 鈴木 美圭 321-2118 栃木県宇都宮市下荒針町3590番地1 286523004 淡路(洲健)第1-409 令和4年12月23日 令和10年2月29日 令和4年12月23日
000028 9000192212 LUV＆BLUE 656-2144 淡路市下司1591番地9 799705222 菓子製造業 一般 有限会社たかなべでんき 代表取締役 髙鍋 直人 656-0051 兵庫県洲本市物部一丁目15番61号 799247475 淡路(洲健)第2-39 令和4年12月23日 令和11年2月28日 令和4年12月23日
000028 9000192214 収穫祭 656-0443 南あわじ市八木養宜上1408 799590002 飲食店営業(4)その他 一般 池尻 能久 淡路(洲健)第1-410 令和4年12月26日 令和12年2月28日 令和4年12月26日
000028 9000192227 鼓亭 656-0501 南あわじ市福良甲512－22 799522639 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 赤澤 隆志 淡路(洲健)第1-411 令和4年12月23日 令和12年2月28日 令和4年12月23日
000028 9000192230 福良マルシェ 656-0501 南あわじ市福良甲1530－2 799521244 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ジョイポート淡路島株式会社 代表取締役 鎌田 勝義 656-0501 兵庫県南あわじ市福良甲1528番地4地先 799520054 淡路(洲健)第1-412 令和4年12月28日 令和12年2月28日 令和4年12月28日
000028 9000192295 SHIMA　DELI 656-2131 淡路市志筑3020 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社豊生ケアサービス 代表取締役 原田 高行 656-0025 兵庫県洲本市本町七丁目4番40号 799255316 淡路(洲健)第1-413 令和5年1月6日 令和11年2月28日 令和5年1月6日
000028 9000192297 アスナショコラ 656-1553 淡路市山田甲445 飲食店営業(4)その他 一般 松田 あすな 淡路(洲健)第1-414 令和5年1月10日 令和11年2月28日 令和5年1月10日
000028 9000192298 アスナショコラ 656-1553 淡路市山田甲445 菓子製造業 一般 松田 あすな 淡路(洲健)第2-40 令和5年1月10日 令和11年2月28日 令和5年1月10日
000028 9000192302 セブン-イレブン　南あわじ賀集野田店 656-0513 南あわじ市賀集野田220 799540511 飲食店営業(4)その他 一般 辻 久信 淡路(洲健)第1-415 令和5年1月13日 令和12年2月28日 令和5年1月13日
000028 9000192345 Ayashroom 656-0055 洲本市大野163-1 菓子製造業 一般 山本 綾 淡路(洲健)第2-41 令和5年1月19日 令和10年2月29日 令和5年1月19日
000028 9000192431 自遊鯛焼庵 656-0053 洲本市上物部556－11 飲食店営業(4)その他 一般 橋本 まゆみ 淡路(洲健)第1-418 令和5年1月24日 令和11年2月28日 令和5年1月24日
000028 9000192440 株式会社カタドル 656-0014 洲本市桑間572-1 アイスクリーム類製造業 一般 株式会社カタドル 代表取締役 三宅 英樹 656-0122 兵庫県南あわじ市広田広田865－1 799209020 淡路(洲健)第8-3 令和5年1月27日 令和11年2月28日 令和5年1月27日
000028 9000192468 あわじ島焼 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社サンデサン 代表取締役 増田 誠子 656-2132 兵庫県淡路市志筑3111-32 799600025 淡路(洲健)第1-421 令和5年1月20日 令和10年2月29日 令和5年1月20日
000028 9000192469 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾘｿﾞｰﾄ　ﾊﾅ&ｷｯｽ淡路島 656-2301 淡路市楠本1599-1 799725380 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社ｱﾑﾊｰｽﾄ・ﾘﾐﾃｯﾄﾞ 代表取締役 高橋 拓也 249-0008 神奈川県逗子市小坪三丁目19番3号 淡路(洲健)第1-423 令和5年1月27日 令和11年2月28日 令和5年1月27日
000028 9000192535 あわじ島ﾊﾞｰｶﾞｰ　淡路島オニオンキッチン  うずまちテラス店 656-0503 南あわじ市福良丙947番地8 799521157 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社うずのくに南あわじ 代表取締役 飛田 俊紀 656-0503 兵庫県南あわじ市福良字鳥取丙947番地の22 799521157 淡路(洲健)第1-430 令和5年1月31日 令和11年2月28日 令和5年1月31日
000028 9000192538 淡路島丘の上の牛乳パン 656-0503 南あわじ市福良丙936-3 799522888 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社うずのくに南あわじ 代表取締役 飛田 俊紀 656-0503 兵庫県南あわじ市福良字鳥取丙947番地の22 799521157 淡路(洲健)第1-431 令和5年1月31日 令和11年2月28日 令和5年1月31日
000028 9000192555 CHACHACHA　AWAJI 656-1521 淡路市多賀1260 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社すぐdo 代表取締役 森田 純多 656-1521 兵庫県淡路市多賀1260 淡路(洲健)第1-429 令和5年1月30日 令和11年2月28日 令和5年1月30日
000028 9000192585 うおたけ鮮魚店やけんど～  海鮮どんや 656-1602 淡路市育波584-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 清水 邦昭 淡路(洲健)第1-432 令和5年2月2日 令和11年2月28日 令和5年2月2日
000028 9000192655 かふーのパン 656-0122 南あわじ市広田広田138-1ウィンディ―ハウス1　103 799386456 菓子製造業 一般 松川 幸樹 淡路(洲健)第2-43 令和5年2月8日 令和11年2月28日 令和5年2月8日
000028 9000192689 平田水産 656-2212 淡路市佐野2449-1 799650631 水産製品製造業 一般 平田 準作 淡路(洲健)第20-14 令和5年2月9日 令和11年2月28日 令和5年2月9日
000028 9000192690 パソナグループ　まなびの郷 656-1531 淡路市江井682 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社パソナライフケア 代表取締役 髙橋 康之 107-0062 東京都港区南青山三丁目１番30号 368327380 淡路(洲健)第1-454 令和5年2月10日 令和12年2月28日 令和5年2月10日
000028 9000192691 藤森 656-2334 淡路市釜口1281-7 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 藤森 康博 淡路(洲健)第1-450 令和5年2月10日 令和11年2月28日 令和5年2月10日
000028 9000192704 BANCO 656-0661 南あわじ市阿那賀1396-3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 中尾 広大 淡路(洲健)第1-448 令和5年2月10日 令和11年2月28日 令和5年2月10日
000028 9000192705 広田梅林 000-0000 淡路島内一円 飲食店営業(4)その他 露店40L 大瀬 久 淡路(洲健)第1-447 令和5年2月10日 令和10年2月29日 令和5年2月10日
000028 9000192707 るりいろヒルズ淡路 656-0341 南あわじ市津井字本谷1890-1 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社グランシーズ 代表取締役 小川 慶大 530-0001 大阪府大阪市北区梅田二丁目6番20号 661475483 淡路(洲健)第1-455 令和5年2月13日 令和11年2月28日 令和5年2月13日
000028 9000192757 食のわ 656-1342 洲本市五色町鳥飼上952 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 神瀬 聖 淡路(洲健)第1-456 令和5年2月20日 令和11年2月28日 令和5年2月20日
000028 9000192840 Nicori 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 柴田 千明 淡路(洲健)第1-470 令和5年2月22日 令和10年2月29日 令和5年2月22日
000028 9000192844 村上食品 656-1323 洲本市五色町鮎原塔下912-2 799320150 豆腐製造業 一般 村上 義昭 淡路(洲健)第14-6 令和5年2月22日 令和11年2月28日 令和5年2月22日
000028 9000192852 GLOBAL SALON 北の街 656-2311 淡路市久留麻1999番地 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社パソナグループ 代表取締役 南部 靖之 100-0005 東京都千代田区丸の内1-5-1 淡路(洲健)第1-467 令和5年2月20日 令和11年2月28日 令和5年2月20日
000028 9000192909 マクドナルド　28号淡路しづき店 656-2132 淡路市志筑3111-89 799602057 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ヌバ 代表取締役 坂本 真 656-0021 兵庫県洲本市塩屋300番地の4 799252272 淡路(洲健)第1-472 令和5年2月22日 令和11年2月28日 令和5年2月22日
000028 9000192926 有限会社浜田商店 656-1531 淡路市江井2731-3 そうざい製造業 一般 有限会社浜田商店 代表取締役 濵田 和一 656-1531 兵庫県淡路市江井2837番地 799860209 淡路(洲健)第16-36 令和5年2月27日 令和11年2月28日 令和5年2月27日
000028 9000192936 RIBBIT RIBBIT by Lazy Inn 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 西野 竜世 淡路(洲健)第1-471 令和5年2月22日 令和10年2月29日 令和5年2月22日
000028 9000192946 UMIZORA BASE 656-0017 洲本市上内膳304001 799206212 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社海空 代表取締役 大継 康高 600-8191 京都府京都市下京区五条通高倉角堺町21Jimukino-Uedabldg.402 757440799 淡路(洲健)第1-477 令和5年2月24日 令和11年2月28日 令和5年2月24日
000028 9000192955 炙り屋　鳥将軍 656-0025 洲本市本町4丁目5番3号 飲食店営業(4)その他 一般 沖 航希 淡路(洲健)第1-476 令和5年2月24日 令和11年2月28日 令和5年2月24日
000028 9000192985 ポルミート 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 株式会社IMI 代表取締役 タベルスキミハウヤン 014-0113 秋田県大仙市堀見内字穴沢3番地1 187736029 淡路(洲健)第1-487 令和5年3月6日 令和10年5月31日 令和5年3月6日
000028 9000192986 AWAJI　BURGER　小麦×挽肉 656-0443 南あわじ市八木養宜上1408美菜恋来屋フードコート1階 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 北崎 良 淡路(洲健)第1-488 令和5年3月6日 令和12年5月31日 令和5年3月6日
000028 9000192988 AMANA 656-0531 南あわじ市北阿万伊賀野712-1 飲食店営業(3)旅館 一般 龍見 亮太 淡路(洲健)第1-486 令和5年3月6日 令和11年5月31日 令和5年3月6日
000028 9000193044 たこ焼き　あほや淡路島店 656-2131 淡路市志筑1867-1 799647888 飲食店営業(4)その他 一般 白川 潤 淡路(洲健)第1-491 令和5年3月2日 令和11年5月31日 令和5年3月2日
000028 9000193065 ハレノサラ 656-2152 淡路市木曽上324 799647433 そうざい製造業 一般 小濱 二朗 淡路(洲健)第16-37 令和5年3月6日 令和11年5月31日 令和5年3月6日
000028 9000193077 ぽて野 656-2131 淡路市志筑3447 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社SEA　FIELD 代表取締役 海野 英子 540-0031 大阪府大阪市中央区北浜東1番17号 淡路(洲健)第1-490 令和5年3月2日 令和11年5月31日 令和5年3月2日
000028 9000193084 ファミリーマート志筑大歳店 656-2131 淡路市志筑1867-1 799736353 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社　尋 代表取締役 沖田 浩史 656-0023 兵庫県洲本市小路谷1281番地の5 799244155 淡路(洲健)第1-489 令和5年3月2日 令和12年5月31日 令和5年3月2日
000028 9000193085 かっぱ寿司　淡路店 656-2131 淡路市志筑3102-2 菓子製造業 一般 カッパ・クリエイト株式会社 代表取締役 山角　豪 220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号ランドマークタワー12階 452247095 淡路(洲健)第2-47 令和5年3月3日 令和11年5月31日 令和5年3月3日
000028 9000193095 淡路牛　肉巻きﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ　今日は肉の日 656-0503 南あわじ市福良丙936-3 799522888 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社うずのくに南あわじ 代表取締役 飛田 俊紀 656-0503 兵庫県南あわじ市福良字鳥取丙947番地の22 799521157 淡路(洲健)第1-493 令和5年3月10日 令和11年5月31日 令和5年3月10日
000028 9000193096 やきとり竜鳳 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車40L 株式会社全国チェーン竜鳳 代表取締役 鈴木 美圭 321-0346 栃木県宇都宮市下荒針町3590番地1 2865253004 淡路(洲健)第1-485 令和5年3月1日 令和10年5月31日 令和5年3月1日
000028 9000193097 Al Ceppo 656-0026 洲本市栄町2丁目3－30栄町サンプラザ103 799384231 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 河尻 和宏 淡路(洲健)第1-492 令和5年3月3日 令和11年5月31日 令和5年3月3日
000028 9000193110 かっぱ寿司　洲本店 656-0013 洲本市下加茂1丁目4－32 799384822 菓子製造業 一般 カッパ・クリエイト株式会社 代表取締役 山角 豪 220-8112 神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号ランドマークタワー12階 452247405 淡路(洲健)第2-48 令和5年3月3日 令和11年5月31日 令和5年3月3日
000028 9000193113 TAKO.m 656-1301 洲本市五色町都志526－1 飲食店営業(4)その他 一般 武田 里美 淡路(洲健)第1-498 令和5年3月9日 令和11年5月31日 令和5年3月9日
000028 9000193153 たこ壱 656-2311 淡路市久留麻27-2 飲食店営業(4)その他 一般 森谷 竜子 淡路(洲健)第1-501 令和5年3月13日 令和12年5月31日 令和5年3月13日
000028 9000193156 中林病院 656-0455 南あわじ市神代國衙1680-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 コンパスグループ・ジャパン株式会社 代表取締役 石田 隆嗣 104-0045 東京都中央区築地五丁目5番12号 335440351 淡路(洲健)第1-500 令和5年3月10日 令和12年5月31日 令和5年3月10日
000028 9000193179 GOOD　TIME　福栄珈琲店 656-0451 南あわじ市神代社家字青木796-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福榮 眞人 淡路(洲健)第1-502 令和5年3月14日 令和11年5月31日 令和5年3月14日
000028 9000193194 ホシノカジツエン 656-2302 淡路市大磯7－2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 播磨 典子 淡路(洲健)第1-496 令和5年3月9日 令和11年5月31日 令和5年3月9日
000028 9000193195 sumheart 656-2302 淡路市大磯7－2 wa step 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 森下 暢己 淡路(洲健)第1-494 令和5年3月9日 令和11年5月31日 令和5年3月9日
000028 9000193215 うどん工房　淡家 656-2163 淡路市中田551-1 799622121 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社淡家 代表取締役 田﨑 健 656-2163 兵庫県淡路市中田551番地1 799622121 淡路(洲健)第1-505 令和5年3月15日 令和11年5月31日 令和5年3月15日
000028 9000193217 山浩水産 656-0011 洲本市炬口1丁目1-41 799244548 飲食店営業(4)その他 一般 山本 浩之 淡路(洲健)第1-503 令和5年3月14日 令和11年5月31日 令和5年3月14日
000028 9000193218 山浩水産 656-0011 洲本市炬口1丁目1-41 799244548 水産製品製造業 一般 山本 浩之 淡路(洲健)第20-16 令和5年3月14日 令和11年5月31日 令和5年3月14日
000028 9000193219 山浩水産 656-0011 洲本市炬口1丁目1-41 799244548 漬物製造業 一般 山本 浩之 淡路(洲健)第27-2 令和5年3月14日 令和11年5月31日 令和5年3月14日
000028 9000193223 GOOD MEAT AWAJISHIMA 656-2302 淡路市大磯7番地2 799742911 飲食店営業(4)その他 一般 合同会社GOOD　MEAT 代表社員 北野 美佐 656-2302 兵庫県淡路市大磯7番地2 799742911 淡路(洲健)第1-495 令和5年3月9日 令和11年5月31日 令和5年3月9日
000028 9000193224 GOOD MEAT AWAJISHIMA 656-2302 淡路市大磯7番地2 799742911 食肉販売業 一般 合同会社GOOD　MEAT 代表社員 北野 美佐 656-2302 兵庫県淡路市大磯7番地2 799742911 淡路(洲健)第10-16 令和5年3月9日 令和11年5月31日 令和5年3月9日
000028 9000193232 釜玉カルボTrepici 656-2302 淡路市大磯7－2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 ユーアールエー株式会社 代表取締役 井植 敏彰 656-2302 兵庫県淡路市大磯6番地 799743257 淡路(洲健)第1-497 令和5年3月9日 令和11年5月31日 令和5年3月9日
000028 9000193248 DIYA　ｽｰﾌﾟ　ｶﾚｰ 656-2311 淡路市久留麻1911-6 799647672 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 Suhana　Trading株式会社 代表取締役 ギリ トウルシー 761-8041 香川県高松市檀紙町1648番地8 淡路(洲健)第1-504 令和5年3月16日 令和11年5月31日 令和5年3月16日
000028 9000193279 谷口商店 656-1343 洲本市五色町鳥飼中327 799340448 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 谷口 弘純 淡路(洲健)第1-499 令和5年3月10日 令和11年5月31日 令和5年3月10日
000028 9000193291 おさるのしっぽ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店40L 鈴木 満予 淡路(洲健)第1-507 令和5年3月17日 令和10年5月31日 令和5年3月17日
000028 9000193316 チューリップの館 656-1317 洲本市五色町鮎原小山田121 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 有限会社ランドシステム 代表取締役 柿原 洋美 656-2221 兵庫県淡路市長澤1054番地 799641039 淡路(洲健)第1-506 令和5年3月16日 令和11年5月31日 令和5年3月16日
000028 9000193320 Seis　BAR 656-2311 淡路市久留麻1873-4 飲食店営業(4)その他 一般 今津 正義 淡路(洲健)第1-512 令和5年3月20日 令和11年5月31日 令和5年3月20日
000028 9000193321 リベラルキッチンカー 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車80L 古田 寛幸 淡路(洲健)第1-510 令和5年3月22日 令和10年5月31日 令和5年3月22日
000028 9000193322 NAMI NO OTO BREWING 656-0304 南あわじ市松帆古津路714-1 酒類製造業 一般 河野 充晃 淡路(洲健)第13-1 令和5年3月22日 令和12年5月31日 令和5年3月22日
000028 9000193323 NAMI NO OTO BREWING 656-0304 南あわじ市松帆古津路714-1 飲食店営業(4)その他 一般 河野 充晃 淡路(洲健)第1-509 令和5年3月22日 令和12年5月31日 令和5年3月22日
000028 9000193344 HANARE 656-0023 洲本市小路谷1272-1 飲食店営業(4)その他 露店200L/直結 株式会社AWJ 代表取締役 片山 純平 656-0051 兵庫県洲本市物部一丁目16番4号エスパスウルー物部201号 淡路(洲健)第1-508 令和5年3月17日 令和10年5月31日 令和5年3月17日
000028 9000193352 ひさのま 656-0025 洲本市本町6丁目2－34 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 𠮷田 寿代 淡路(洲健)第1-511 令和5年3月20日 令和11年5月31日 令和5年3月20日
000028 9000193389 ふくる 656-1512 淡路市北山34番地6古川ﾋﾞﾙ102 799707323 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 福田 靖士 淡路(洲健)第1-513 令和5年3月22日 令和11年5月31日 令和5年3月22日



000028 9000193390 金太郎　東浦店 656-2305 淡路市浦字古茂尻726-1 799752117 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社おくむら 代表取締役 奥村 玲祐 656-2131 兵庫県淡路市志筑1697番地1 799620693 淡路(洲健)第1-514 令和5年3月22日 令和11年5月31日 令和5年3月22日
000028 9000193392 D.D.BAKERY 656-1725 淡路市野島江崎611 799706872 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社ﾏｯｼｭﾃﾞｻﾞｲﾝｵﾌｨｽ 代表取締役 菱川 高宏 541-0056 大阪府大阪市中央区久宝寺町四丁目1番19号ﾘﾝｸｽﾀｲﾙ中央ﾋﾞﾙ6階 668091128 淡路(洲健)第1-515 令和5年3月22日 令和11年5月31日 令和5年3月22日
000028 9000193393 D.D.BAKERY 656-1725 淡路市野島江崎611 799706872 菓子製造業 一般 株式会社ﾏｯｼｭﾃﾞｻﾞｲﾝｵﾌｨｽ 代表取締役 菱川 高宏 541-0056 大阪府大阪市中央区久宝寺町四丁目1番19号ﾘﾝｸｽﾀｲﾙ中央ﾋﾞﾙ6階 668091128 淡路(洲健)第2-49 令和5年3月22日 令和11年5月31日 令和5年3月22日
000028 9000193395 (有)宮本水産 656-2223 淡路市生穂1463、1464 799640017 水産製品製造業 一般 有限会社宮本水産 代表取締役 宮本 次郎 656-2223 兵庫県淡路市生穂1469番地1 799640017 淡路(洲健)第20-17 令和5年3月23日 令和11年5月31日 令和5年3月23日
000028 9000193413 五色サルビアホール 656-1331 洲本市五色町都志大日707 799330404 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社TTTM 代表取締役 髙木 智彦 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島四丁目5番1号10A 668856501 淡路(洲健)第1-516 令和5年3月28日 令和11年5月31日 令和5年3月28日
000028 9000193414 あわじ荘事業所 656-1727 淡路市野島貴船229－1 799822011 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社TTTM 代表取締役 髙木 智彦 532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島四丁目5番1号10A 668856501 淡路(洲健)第1-517 令和5年3月28日 令和12年5月31日 令和5年3月28日
000028 9000193439 エトワール生石 656-2543 洲本市由良町由良2605－1 799257033 飲食店営業(3)旅館 一般 株式会社かいげつ 代表取締役 齋藤 敦夫 656-0022 兵庫県洲本市海岸通一丁目3番11号 799221100 淡路(洲健)第1-518 令和5年3月29日 令和11年5月31日 令和5年3月29日
000028 9000193470 おうちカフェ　わ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 幹田 美穂 淡路(洲健)第1-519 令和5年3月28日 令和10年5月31日 令和5年3月28日
000028 9000193474 dank shop 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 799523669 飲食店営業(4)その他 自動車40L 森 和敏 淡路(洲健)第1-520 令和5年3月29日 令和10年5月31日 令和5年3月29日
000028 9000193479 アコ。 656-2331 淡路市仮屋290 飲食店営業(4)その他 一般 松浦 滉己 淡路(洲健)第1-522 令和5年3月28日 令和11年5月31日 令和5年3月28日
000028 9000193480 アコ。 656-2331 淡路市仮屋290 魚介類販売業 一般 松浦 滉己 淡路(洲健)第6-39 令和5年3月28日 令和11年5月31日 令和5年3月28日
000028 9000193482 ISLAND　KITCHEN 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 799205540 飲食店営業(4)その他 自動車80L 株式会社Mプランニング 代表取締役 豊嶋 賢之 656-0456 兵庫県南あわじ市神代地頭方1596番地2 799205540 淡路(洲健)第1-521 令和5年3月30日 令和10年5月31日 令和5年3月30日
000028 9000193491 ジェミニ 656-0502 南あわじ市福良乙1193-7 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岡本 麻美 淡路(洲健)第1-523 令和5年3月31日 令和11年5月31日 令和5年3月31日
000028 9000193542 HOTEL　THE　COMPACT 656-1511 淡路市郡家1019-1 飲食店営業(3)旅館 一般 ﾊﾞﾙﾆﾊﾞｰﾋﾞ・ｽﾋﾟﾘｯﾂ＆ｶﾝﾊﾟﾆｰ株式会社 代表取締役 中山 大介 550-0015 大阪府大阪市西区南堀江一丁目14番26号 643906544 淡路(洲健)第1-524 令和5年3月31日 令和11年5月31日 令和5年3月31日
000028 9000193562 アコ。 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 露店80L 松浦 滉己 淡路(洲健)第1-1 令和5年4月5日 令和10年5月31日 令和5年4月5日
000028 9000193587 おやわか 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L シコク・フーズ商事株式会社 代表取締役 牧野 勝英 763-0082 香川県丸亀市土器町東八丁目537番地１ 0877-49-4114 淡路(洲健)第1-2 令和5年4月6日 令和10年5月31日 令和5年4月6日
000028 9000193631 ホシノカジツエンBloom 656-2212 淡路市佐野2416-6 799709121 菓子製造業 一般 播磨 典子 淡路(洲健)第2-1 令和5年4月10日 令和11年5月31日 令和5年4月10日
000028 9000193632 ホシノカジツエンBloom 656-2212 淡路市佐野2416-6 799709121 飲食店営業(4)その他 一般 播磨 典子 淡路(洲健)第1-4 令和5年4月10日 令和11年5月31日 令和5年4月10日
000028 9000193633 ホシノカジツエンBloom 656-2212 淡路市佐野2416-6 799709121 アイスクリーム類製造業 一般 播磨 典子 淡路(洲健)第8-1 令和5年4月10日 令和11年5月31日 令和5年4月10日
000028 9000193656 天ぷら　禅 656-2132 淡路市志筑新島10－3アルクリオ1F 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 竹中 祐司 淡路(洲健)第1-3 令和5年4月6日 令和12年5月31日 令和5年4月6日
000028 9000193705 のんきなリス 656-1512 淡路市北山178－2 799707231 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社KOZORASOU 代表取締役 藤江 麻有子 656-2143 兵庫県淡路市里601番地170 799704582 淡路(洲健)第1-14 令和5年4月17日 令和11年5月31日 令和5年4月17日
000028 9000193758 rouge 656-0025 洲本市本町8-8-6 菓子製造業 一般 惠藤 ルミ 淡路(洲健)第2-2 令和5年4月19日 令和11年5月31日 令和5年4月19日
000028 9000193792 Ladybird　road　墨や 656-1722 淡路市野島轟木95-7 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 石原 貴史 淡路(洲健)第1-11 令和5年4月14日 令和11年5月31日 令和5年4月14日
000028 9000193795 鉄板　轟木 656-1722 淡路市野島轟木95-2 799821820 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社パソナふるさとインキュベーション 代表取締役 瀬川 康弘 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦841番地5 799821820 淡路(洲健)第1-7 令和5年4月14日 令和11年5月31日 令和5年4月14日
000028 9000193796 京ばんざい 656-1722 淡路市野島轟木95-7 799821820 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社パソナふるさとインキュベーション 代表取締役 瀬川 康弘 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦841番地5 799821820 淡路(洲健)第1-5 令和5年4月14日 令和11年5月31日 令和5年4月14日
000028 9000193798 Ladybird　トラットリアピアノ淡路島店 656-1722 淡路市野島轟木95-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社シンクロニシティ・コーポレーション 代表取締役 稲次 知己 630-8114 奈良県奈良市芝辻町二丁目8番12号 742340220 淡路(洲健)第1-10 令和5年4月14日 令和11年5月31日 令和5年4月14日
000028 9000193800 Ladybird road 淡路島海鮮ちらしと季節の漁師鍋 桜の木 656-1722 淡路市野島轟木95-2 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩野 司 淡路(洲健)第1-8 令和5年4月14日 令和11年5月31日 令和5年4月14日
000028 9000193801 炎鍋　シャングリラ 656-1722 淡路市野島轟木95-7 799709037 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社パソナスマイル 代表取締役 山本 絹子 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦985番地1 799709037 淡路(洲健)第1-6 令和5年4月14日 令和11年5月31日 令和5年4月14日
000028 9000193802 セカイノsoup亭 656-1722 淡路市野島轟木95-2 799709037 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社パソナスマイル 代表取締役 山本 絹子 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦985番地1 799709037 淡路(洲健)第1-13 令和5年4月14日 令和11年5月31日 令和5年4月14日
000028 9000193803 ダイニング酒場蓮 656-0025 洲本市本町4丁目2-23 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山形 蓮 淡路(洲健)第1-21 令和5年4月21日 令和11年5月31日 令和5年4月21日
000028 9000193868 KUSHI-AGE　天道 656-1722 淡路市野島轟木95－2 799821820 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社パソナふるさとインキュベーション 代表取締役 瀬川 康弘 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦841番地5 799821820 淡路(洲健)第1-12 令和5年4月14日 令和11年5月31日 令和5年4月14日
000028 9000193869 Ladybird Road　野島蟇浦商店 656-1722 淡路市野島轟木95-7 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 代表取締役 松原 龍司 593-8322 大阪府堺市西区津久野町一丁9番15号 722744015 淡路(洲健)第1-9 令和5年4月14日 令和11年5月31日 令和5年4月14日
000028 9000193870 淡路島菓子工房　野うさぎ 656-2334 淡路市釜口530 菓子製造業 一般 竜田 泰行 淡路(洲健)第2-4 令和5年4月24日 令和11年5月31日 令和5年4月24日
000028 9000193871 さの小テラス「さのカフェ」 656-2212 淡路市佐野900番地 799709113 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社さの小 代表取締役 柴田 浩典 656-2212 兵庫県淡路市佐野900番地 799709113 淡路(洲健)第1-19 令和5年4月24日 令和12年5月31日 令和5年4月24日
000028 9000193872 ふく福 656-2154 淡路市木曽下482番地 799623529 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 田中 容子 淡路(洲健)第1-17 令和5年4月25日 令和11年5月31日 令和5年4月25日
000028 9000193884 お好み焼　蘆花亭 656-2121 洲本市安乎町平安浦1945-3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 德冨 俊彦 淡路(洲健)第1-34 令和5年4月25日 令和11年5月31日 令和5年4月25日
000028 9000193894 Pale Green 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(4)その他 自動車200L 溝尻 健太 淡路(洲健)第1-35 令和5年4月25日 令和11年5月31日 令和5年4月25日
000028 9000193899 Support Square ともす 656-0025 洲本市本町6丁目2-28 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 特定非営利活動法人トゥギャザー 理事 渡邉 直子 556-0011 大阪府大阪市浪速区難波中3-9-1 06-6646-3380 淡路(洲健)第1-15 令和5年4月25日 令和11年5月31日 令和5年4月25日
000028 9000193908 ヴィランス淡路島 656-2543 洲本市由良町由良7-1 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 エムズワールド合同会社 代表社員 長谷川 雄大 663-8003 兵庫県西宮市上大市五丁目2番25号 798540512 淡路(洲健)第1-25 令和5年4月25日 令和12年5月31日 令和5年4月25日
000028 9000193933 淡路シェフガーデンbyPASONA  Huang's awajishima 656-1723 淡路市野島大川57－3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社御青 代表取締役 黄村 茂弘 530-6103 大阪府大阪市北区中之島三丁目3番23号中之島ダイビル 662252988 淡路(洲健)第1-27 令和5年4月26日 令和11年5月31日 令和5年4月26日
000028 9000193934 淡路シェフガーデンbyPASONA  Piccola 656-1722 淡路市野島轟木95－7 799821820 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社パソナふるさとインキュベーション 代表取締役 瀬川 康弘 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦841番地5 799821820 淡路(洲健)第1-29 令和5年4月26日 令和11年5月31日 令和5年4月26日
000028 9000193935 淡路シェフガーデンbyPASONA　10W 656-1723 淡路市野島大川57-3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 伏木 暢顕 淡路(洲健)第1-26 令和5年4月26日 令和11年5月31日 令和5年4月26日
000028 9000193936 淡路シェフガーデンbyPASONA gock's 656-1723 淡路市野島大川57－3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 鮓きずな株式会社 代表取締役 近藤 剛史 534-0023 大阪府大阪市都島区都島南通二丁目4番9号藤美ﾊｲﾂ1階 669225533 淡路(洲健)第1-32 令和5年4月26日 令和11年5月31日 令和5年4月26日
000028 9000193937 淡路シェフガーデンbyPASONA 鼓道 656-1723 淡路市野島大川57－3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社M・Y・Intentions 代表取締役 池田 佳士郎 542-0084 大阪府大阪市中央区宗右衛門町7番17号 662117731 淡路(洲健)第1-30 令和5年4月26日 令和11年5月31日 令和5年4月26日
000028 9000193938 淡路シェフガーデンbyPASONA  星が丘製麺所・淡路シェフガーデン店 656-1723 淡路市野島大川57－3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 稲田 敏博 淡路(洲健)第1-31 令和5年4月26日 令和11年5月31日 令和5年4月26日
000028 9000193939 淡路シェフガーデンbyPASONA  海鮮丼　日の丸 656-1723 淡路市野島大川57－3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 岩野 司 淡路(洲健)第1-33 令和5年4月24日 令和11年5月31日 令和5年4月24日
000028 9000193965 パンチョ 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く） 飲食店営業(4)その他 自動車80L 東口 知之 淡路(洲健)第1-46 令和5年4月28日 令和10年5月31日 令和5年4月28日
000028 9000193981 津田農園 000-0000 県下一円(ただし、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市及び西宮市を除く。) 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 自動車80L 津田 卓典 淡路(洲健)第1-47 令和5年4月28日 令和10年5月31日 令和5年4月28日
000028 9000193986 Kaede　AWAJI 656-1501 淡路市尾崎上濱909 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社フロントライン 代表取締役 何 卿艶 542-0081 大阪府大阪市中央区南船場一丁目13番4号ﾌﾛﾝﾄﾗｲﾝﾋﾞﾙ 662615798 淡路(洲健)第1-45 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 9000193987 VIE　CHOCOLAT 656-1722 淡路市野島轟木95－7 799821820 菓子製造業 一般 株式会社パソナふるさとインキュベーション 代表取締役 瀬川 康弘 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦841番地5 799821820 淡路(洲健)第2-5 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 9000193988 淡路シェフガーデンbyPASONA  まねき しまそば produced by MANEKI 656-1723 淡路市野島大川57-3 飲食店営業(4)その他 一般 まねき食品株式会社 代表取締役 竹田 典高 670-0947 兵庫県姫路市北条953番地 792240255 淡路(洲健)第1-36 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 9000193989 淡路シェフガーデンbyPASONA  お好み焼　鉄板焼　てつ 656-1723 淡路市野島大川57－3 飲食店営業(4)その他 一般 株式会社てつ 代表取締役 伊藤 哲也 651-0097 兵庫県神戸市中央区布引町二丁目2番26号 782516669 淡路(洲健)第1-37 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 9000193990 淡路シェフガーデンbyPASONA  ベトナム屋台料理ゴンバイ 656-1723 淡路市野島大川57－3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社ロワゾブリュ 代表取締役 藪本 亮 630-8115 奈良県奈良市大宮町三丁目1－16－1 742939061 淡路(洲健)第1-39 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 9000193991 淡路シェフガーデンbyPASONA  韓キッチン 656-1723 淡路市野島大川57－3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社パソナふるさとインキュベーション 代表取締役 瀬川 康弘 656-1721 兵庫県淡路市野島蟇浦841番地5 799821820 淡路(洲健)第1-40 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 9000193992 淡路シェフガーデンbyPASONA  バンズandパティ 656-1723 淡路市野島大川57－3 飲食店営業(4)その他 一般 稲田 敏博 淡路(洲健)第1-42 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 9000193993 淡路シェフガーデンbyPASONA 水滴々 656-1723 淡路市野島大川57－3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社茶の道 代表取締役 田村 千夏 660-0814 兵庫県尼崎市杭瀬本町一丁目1番地 664994431 淡路(洲健)第1-41 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 9000193994 淡路シェフガーデンbyPASONA  ｼﾞｭﾝｺdeｵｲﾙ　あげもの＆カフェ 656-1723 淡路市野島大川57－3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社K.P.O. 代表取締役 浅野 弘三 106-0032 東京都港区六本木一丁目7番28号 362776351 淡路(洲健)第1-28 令和5年4月21日 令和11年5月31日 令和5年4月21日
000028 9000193995 淡路シェフガーデンbyPASONA  「GOOD DOOG Awaji」 656-1723 淡路市野島大川57-3 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 株式会社Global Bridge Trading 代表取締役 曽我 浩行 590-0952 大阪府堺市堺区市之町東三丁1番10号 722285910 淡路(洲健)第1-38 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 9000193996 Ladybird road BROQUEL 656-1722 淡路市野島轟木95－2 飲食店営業(4)その他 一般 蒲生 一敬 淡路(洲健)第1-44 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日
000028 9000193997 Ladybird　road 淡路島食堂　MARUWA 656-1722 淡路市野島轟木95－7 飲食店営業(1)一般食堂・レストラン等 一般 山本 輝明 淡路(洲健)第1-43 令和5年4月28日 令和11年5月31日 令和5年4月28日


